
インドネシア・IBEKAにおけるソーシャルアントレプレナーシップ研修募集要項 

 

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。今後のプロジェクトの拡充施策として、「社会起業家」を目指す学生や研究者の為の海外研修

プログラムを企画致します。連携を図る IBEKA は、1992 年に設立された、農村部の経済開発をミッションとするインドネシア

の NGO です。研修を通して、参加者が、社会課題の抽出や解決策の提案を行うことで、社会起業家に必要な、問題意識

の醸成と課題解決ノウハウを実践的に取得することをめざします。また、新興国農村部で独特の文化に触れ、様々な人材と

出会い交流することで多様性の意義を現場で学ぶことができます。 

主催：Tongali プロジェクト（東海地区産学連携大学コンソーシアム）、IBEKA 

日程：2019 年９月１１日 ～ 2019年９月 1９日（９日間） 

応募資格：5 大学に所属する学生・大学院生・ポスドク 

          国際的な社会問題に強い関心を持ち、社会起業家を目指している人 

        多様な環境での生活環境を受け入れ、適応し、現地の人と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・トンガリスクールⅠに参加し、事前課題に取り組むことができる人 

        事前に指導教員等の許可を得られる人 

プログラムからの支援経費 

(1) プログラム企画・実施経費 (2) 航空券及び滞在費 

参加者負担 

(1) 入国 VISA 申請費用 (2) 海外保険料（障害、賠償責任保険） 

研修内容 ソーシャルアントレプレナーシップ実践研修 

 ・ 日本での事前研修 2 回・Tongali スクールⅠに参加し課題に取り組む  

・ インドネシアでのフィールド調査・問題解決型ワークキャンプ・現地関係者へのソルーションプラン発表 

参加者提出物  

 ・ 報告書 

 ・ 事業プラン 

 ・ 帰国後報告会での発表 

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 2019年４月２２日 ～5月２０日 

募集人員 5 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。   

募集に対する問い合わせ先 

名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部 Tongali 事務局担当 

〒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 

 

mailto:kokusai-jinzai-event@aip.nagoya-u.ac.jp


Social entrepreneurship training at IBEKA in Indonesia 

 

Tongali project is entrepreneurship education program started from 2017 together with five 

universities (Nagoya University, Toyohashi University of Technology, Nagoya Institute of Technology, 

Gifu University, Mie University) in Tokai region in Japan. We have started overseas social 

entrepreneurship training since 2018 and this is the second year. IBEKA is an Indonesian NGO 

dedicated to rural economic development founded in 1992. This training program is for those aiming 

to be a “social entrepreneur” not only to learn problem solving know-how practically, but also to 

experience unique culture in rural areas in Indonesia and interact with various people. 

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

Program Schedule: September 11 - 19, 2019 (9 days) 

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

in Tokai region including Osaka University  

- Those who have interested in international social issues and willingness to be a social entrepreneur 

- Those who can accept an adapt different lifestyle and build relationships with local people 

- Those who can participate in the pre-training and TONGALI school I  

- Those who can receive permission from supervisor 

Supports from the program: 

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

(2) airfare and accommodation fee 

Contents of Social Entrepreneurship training program: 

- Participating training prior the workshop (Twice, before summer vacation) and TONGALI school I 

- Field survey in Indonesia, problem-solving workcamp, presenting solution plan 

Requirements for participants during and after the reining: 

- Report  

- Business Plan Idea 

- Presentation for the community in Indonesia and seminar after coming back to japan 

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

Application period: 22 April - 20 May, 2019 

Number of recruitment: 5 people 

Selection: Screening documents and interview 

 

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 


