
アントレプレナーシップ グローカルワークショップ研修 

 

目的： 文部科学省から平成 29 年度より実施した次世代アントレプレナーシップ育成事業（EDGE-NEXT）の採択を受け、名古

屋大学・豊橋技術科学大学・名古屋工業大学・岐阜大学・三重大学は、アントレプレナーシップ教育（Tongali プロジェクト）を実

施しています。このワークショップは、日本の地方の課題を、起業家、イノベーターを目指している東海地区学生と世界各国からの留学

生、地域コミュニティーの方と一緒に考え、さまざまな体験を通じて課題解決に結び付くような新しい、ビジネスアイディアを生み出すことを

目的とした研修です。地域を持続可能なものにしたいという若者と一緒に国際的視点に立って起業家精神を学び、地域の方と交流を

深めながら実践するよい機会です。 

    

応募資格：東海地域（大阪大学を含む）の留学生・学生・大学院生・ポストドクター 

共催：東栄町観光まちづくり協会                                                                              

日程： 2019年８月２６日 ～ 2019年８月３０日（5日間） 

研修場所: 東栄町 

 

応募資格：東海地域（大阪大学を含む）の留学生・学生・大学院生・ポストドクター 

          国際的な視点を持ち、地方の課題解決に取り組み、事業計画の提案を実践を通して学びたい人 

        多様な考え方を受け入れ、適応し、チームの一員としてコミュニケーションを通して人間関係を築ける人 

      事前研修に参加でき、期間中全行程に参加できる人 

 

研修内容 アントレプレナーシップ グローカル ワークショップ 

・ 事前研修（2 回程度、夏季休暇前）への参加と事前課題への取り組み 

・ トンガリスクールへの参加 （http://tongali.aip.nagoya-u.ac.jp/） 

・ 8 月 26 日（月）～ ８月３０日（金） 

時間 活動内容 宿泊場所 

8/26 (月)  移動・ワークショップ導入 東栄町 

 8/2７(火)   現場体験① 

8/2８(水)   現場体験② 

8/29 (木)   グループワーク 

8/30 (金)   発表・移動 

・ 名古屋大学での研修報告会での報告 

・ 11 月に開催されるアイディアピッチコンテストへの出場 

現場体験について グループに分かれ、東栄町での事業を観察、体験、現場インタビューを通してグループでの事業計画の作成を行い

ます。東栄町での事業は、以下のようなものです。 

① 林業センター（http://toeichainsawart.com/） 

② 振草川漁協（https://hurukusagawa.hamazo.tv/） 

③ 東栄町観光まちづくり協会 Naori 事業 （https://naori-toei.jp/） 

④ ひじり会（http://www.at-ml.jp/56029/%E3%81%B2%E3%81%98%E3%82%8A%E4%BC%9A/） 

⑤ 魔女の自然栽培農園（https://www.toeinavi.jp/spots/taiken/ ←リンク先 8，9 番） 

 

研修言語 英語と日本語 
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http://toeichainsawart.com/
https://hurukusagawa.hamazo.tv/
https://naori-toei.jp/
http://www.at-ml.jp/56029/%E3%81%B2%E3%81%98%E3%82%8A%E4%BC%9A/
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プログラムからの支援経費： 

(1) プログラムの企画・実施経費（参加費無料、食費などの実費のみ自費） 

(2) プログラム期間中の交通費及び滞在費 

 

申請方法 申請者が、申請書（指導教員から添付の許可書にサインをいただく）をホームページから提出する。 

申請期間 平成 31年４月２２日 ～ 5月 20日 

募集人員 10 名前後 

選考方法 応募者多数の場合、書類選考後、必要あれば面談し、決定する。  

参考 HP 東栄町観光まちづくり協会 https://www.toeinavi.jp/ 

 

募集に対する問い合わせ先 

Tongali プロジェクト事務局  

〒464-8601 名古屋市千種区不老町  

TEL：052-747-6476   e-mail：kokusai-jinzai-event@aip.nagoya-u.ac.jp 

https://www.toeinavi.jp/
mailto:kokusai-jinzai-event@aip.nagoya-u.ac.jp


Entrepreneurship Glocal Workshop 
 

Nagoya University, Toyohashi University of Technology, Nagoya Institute of Technology, Gifu University, and Mie University 

were selected by MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan) to implement EDGE-NEXT 

(Exploration and Development of Global Entrepreneurship for NEXT generation) program and carrying out entrepreneurship 

education and supports program since 2017. This entrepreneurship glocal workshop is a practical entrepreneurship spirit 

learning experience. During this workshop, students from different countries who would like to be an entrepreneurs or 

innovators will work on social issues in countryside in Japan and come up with innovative – international perspective 

solutions or new business ideas. This will be one of the great opportunities to learn and having deep interaction with local 

people. We are waiting your applications! 

 

Organizer: Tongali Project (University Consortium for Industry - University Collaboration in Tokai Area) 

Co-Organizer: Toei-cho tourism and community development association 

Program Schedule:  26 – 30 August 2019 (5 days) 

Venue: Toei-cho, Aichi prefecture, Japan 

Eligibility: International students, University students, Graduate students and Postdoctoral fellows from University in Tokai 

region including Osaka University  

- Those who have willingness to learn practically and challenge to solve problems in countryside with international 

perspective 

- Those who can accept different ideas and build communication and relationships as a member of the team 

- Those who can participate whole duration of the workshop, TONGALI school and preparation seminar 

 

Contents of Entrepreneurship Glocal Workshop: 

- Training prior the workshop (Twice, before summer vacation) 

- Attending TONGALI school （http://tongali.aip.nagoya-u.ac.jp/） 

- 26 – 30 August 

Time Activity Accommodation 

8/26 (Mon)  Moving to Toei-cho, Introduction @Toei-cho 

8/27 (Tue)  Hands-on activity day1  

8/2８(Wed) Hands-on activity day2  

8/29 (Thu)  Groupwork 

8/30 (Fri)  Presentation, Back home 

- Presentations at debriefing session Nagoya University  

- Presentation at idea-pitch contest in November 

Hands-on activities: In toei-cyo, you will be divided into groups and conduct observation, deep interview, and 

experience actual business related activities. Business sectors are below (HP are all in Japanese) : 

① Forest management and chainsaw art (http://toeichainsawart.com/)  

② Freshwater trout project (https://hurukusagawa.hamazo.tv/) 

③ Naori project （https://naori-toei.jp/） 

④ Rural-Urban exchange project (http://www.at-

ml.jp/56029/%E3%81%B2%E3%81%98%E3%82%8A%E4%BC%9A/) 

⑤ Natural farming project（https://www.toeinavi.jp/spots/taiken/ ←number 8 and 9） 
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Language : English and Japanese 

Supports from the program: 

(1) Program planning and implementation expenses (free registration) 

(2) Transportation and accommodation expenses during the program period (Insurance, Transportation fee in Nagoya city 

and food are not included. )  

 

Application: Submit application form (with signed permission form from your supervisor) via website. 

Application period: 22 April – 20 May, 2019 

Number of recruitment: 10 people  

Selection: Screening documents and interview 

 

HP     Toei-cho tourism and community development association https://www.toeinavi.jp/ 

Contact: 

Tongali Project Secretariat 

Address: 302 NIC, Furo-cho, chikusa-ku, Nagoya 474-8601 

TEL: 052-747-6476 e-mail: kokusai-jinzai-event@aip.nagoya-u.ac.jp 

 

https://www.toeinavi.jp/
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