
YOXO
アントレプレナー
育成プログラム

～ CSV マインドの体得：社会課題解決×
アントレプレナーシップ×事業創造力～

YOXO（よくぞ）とは、産学公民の多様なプレイヤーが

（組織や領域を超えて）連携し、横浜からイノベショ

ンを創出していく ムーブメントを象徴するコンセプト

です。2023 年 4 月より横浜の4大学と連携し、ビジネ

スの最前線で活躍する中堅若手社員向けの育成プログ

ラムをスタートします。

YOKOHAMA  FUTURE  ORGANIZATION

履修証明プログラム



講師紹介

一般社団法人
社会デザイン・ビジネスラボ　

事務局長　三尾　幸司

地域連携推進機構  教授　

為近　恵美

経営学部  教授

越智　信仁

経営学部  准教授

行本　勢基

経営学部  教授

田中　則仁

大学院国際社会科学府・研究院  准教授

本橋　永至

立教大学
名誉教授　

中村　陽一

国際商学部  准教授　

芦澤　美智子
大学院国際社会科学府・研究院  教授

真鍋　誠司

経営学部  准教授

徐　寧教

国際日本学部  教授

髙井　典子

 経営学部  講師

一条　智行

経営学部  准教授

中見　真也

この他、「トップマネジメント講座」では
官界、言論界の第一人者が登壇します
登壇者についてはこちら  →

神奈川大学、関東学院大学、横浜市立大学、横浜国立大学と「イノベーション創出の推進機
関」である横浜未来機構が連携し、ビジネスの最前線で活躍する中堅若手社員を対象に、事
業を創造するために必要な基礎知識と手法を提供するプログラムです。
「ソーシャルデザイン・価値創造」、「技術経営とイノベーション」、「国際ビジネス」の分野
で、それぞれ基礎から中級、応用へと事業創造に必要な知識と方法論を修得します。事例研
究では修得した知識をもとに、グローバル企業の実例や、社会課題解決に向けてソーシャル
イノベーションに積極的に取り組んでいる国内企業を題材に、実践力を身につけます。「トッ
プマネジメント講座」では、官界、言論界の第一人者が登壇し、さまざま場面での意思決定
の過程と、それにいたる環境条件を伝えます。トップのリーダーがどのような形で意思決定
を行うのか思考パターンを学びます。

YOXO
アントレプレナー
育成プログラムとは

ビジネスの最前線で活躍する中堅若手社員向けに、

「 YOXO アントレプレナー育成プログラム」
～CSVマインドの体得：社会課題解決×アントレプレナーシップ×事業創造力～

「ソーシャルデザイン・価値創造」、「技術経営とイノベーション」、「国際ビジネス」の分野にて、
経営学のエキスパートが基礎、中級、応用で事業創造に必要な知識と方法論を伝えます！

ビジネスの最前線で活躍する中堅若手社員を対象に、
「ソーシャルデザイン・価値創造」、「技術経営とイノベーション」、「国際ビジネス」の分野にて、
経営学のエキスパートが基礎から中級、応用へと事業創造に必要な知識と方法論を伝えます！

ビジネスの最前線で活躍する中堅若手社員向けに、

ソーシャルデザイン
価値創造

ビジネスの最前線で活躍する中堅若手社員向けに、

技術経営と
イノベーション

ビジネスの最前線で活躍する中堅若手社員向けに、

国際ビジネス



スケジュール・受講料

修了者には履修証明書が発行されます

受講料 定員 総授業時間

場所履修資格

　「YOXOアントレプレナー育成プログラム」は、社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的とし、社
会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムである「職業実践力育成プログラム」（Brush Up Programfor 
professional）として文部科学大臣から認定を受けています。修了要件には、原則 60時間対面講座をすべて受講するこ
とが必要（ただし病気等、やむを得ない事情で欠席される場合、オンデマンド配信により受講し、レポート提出をもっ
て出席扱いとします）となり、各課題への取り組み、プレゼンテーション、レポート等を総合的に審査し、成績評価が
行われます。修了者には履修証明書が発行されます。履修証明書は履歴書等に記載が可能です。
※一般教育訓練給付金（教育訓練経費の 20%）指定申請中。

※申込は KUポートスクエアホームページよりお申込みください。申込後にアンケートフォームをお送りしますのでご回答ください。
※定員に満たない場合は、開講しないことがあります。申し込み期間終了後にメールまたは郵便で連絡をさせていただきます。
※開講決定後に郵送にてお支払用紙をお送りします。

① 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者。
② おおむね 5年以上の社会人経験を有する者。

180,000 円 30 名 60 時間

神奈川大学
みなとみらいキャンパス

回 講座日 講座時間 科目名 授業
時数（h) 担当講師

1 4月15日（土） 14:00
-16:00

トップマネジメント講座 1
（わが国の財政と経済が抱える課題について） 2

神奈川大学特別招聘教授　前財務事務次官

矢野　康治
神奈川大学経営学部教授　田中　則仁

2 4月22日（土） 10:00
-13:00

国際ビジネス基礎
（国際経営フレームワーク） 3 神奈川大学経営学部准教授　行本　勢基

3 4月29日（土） 10:00
-13:00

ソーシャルデザイン・価値創造基礎
（マーケティングフレームワーク思考） 3 神奈川大学経営学部准教授　中見　真也

4 5月13日（土） 10:00
-13:00

技術経営とイノベーション基礎
（SDGs/ESG 経営の革新とその情報開示） 3 関東学院大学経営学部教授　越智　信仁

5 5月20日（土） 10:00
-13:00

国際ビジネス中級
（サプライチェーンマネジメント） 3 神奈川大学経営学部准教授　徐　寧教

6 5月27日（土） 10:00
-13:00

ソーシャルデザイン・価値創造中級
（サービスマーケティング） 3 神奈川大学国際日本学部教授　髙井　典子

7 6月3日（土） 10:00 
-13:00

技術経営とイノベーション基礎1
（イノベーションを支える資金調達の基礎知識） 3 横浜市立大学国際商学部准教授　芦澤　美智子

8 6月10日（土） 10:00
-13:00

技術経営とイノベーション基礎 2
（イノベーションを支える資金調達の基礎知識） 3 横浜市立大学国際商学部准教授　芦澤　美智子

9 6月17日（土） 10:00
-13:00

国際ビジネス応用
（プロジェクトファイナンス） 3 神奈川大学経営学部講師　一条　智行

10 6月24日（土） 10:00
-13:00

ソーシャルデザイン・価値創造中級 1
（マーケティングリサーチ） 3 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授　本橋　永至

11 7月1日（土） 10:00 
-13:00

ソーシャルデザイン・価値創造中級 2
（マーケティングリサーチ） 3 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授　本橋　永至

12 7月8日（土） 14:00 
-16:00

トップマネジメント講座 2
（2023年の現状と展望） 2

一般財団法人日本総合研究所会長  多摩大学学長
寺島　実郎

神奈川大学経営学部教授　田中　則仁

13 7月15日（土） 10:00
-13:00

ソーシャルデザイン・価値創造応用
（ソーシャルデザイン） 3 立教大学名誉教授　中村　陽一

14 7月22日（土） 10:00
-13:00

技術経営とイノベーション中級
（実践的イノベーション人材教育） 3 横浜国立大学地域連携推進機構教授　為近　恵美

15 7月29日（土） 10:00
-13:00 技術経営とイノベーション応用　事例研究A 3 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授　真鍋　誠司

16 8月5日（土） 10:00 
-13:00 技術経営とイノベーション応用　事例研究 B 3 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授　真鍋　誠司

17 8月19日（土） 10:00
-13:00 ソーシャルデザイン・価値創造事例研究A 3 立教大学名誉教授　中村　陽一

神奈川大学経営学部准教授　中見　真也

18 8月26日（土） 10:00
-13:00 ソーシャルデザイン・価値創造事例研究 B 3

立教大学名誉教授　中村　陽一
神奈川大学経営学部准教授　中見　真也

一般社団法人社会デザイン・ビジネスラボ事務局長　三尾　幸司

19 9月2日（土） 10:00 
-13:00

国際ビジネス事例研究A
（国際経営フレームワーク） 3 神奈川大学経営学部准教授　行本　勢基

20 9月9日（土） 10:00 
-13:00

国際ビジネス事例研究 B
（国際経営フレームワーク） 3 神奈川大学経営学部准教授　行本　勢基

21 9月16日（土） 14:00
-16:00 トップマネジメント講座 3 2 ゲストスピーカー（調整中）

神奈川大学経営学部教授　田中　則仁
計  　　 60 ※講座日や時間は変更になる場合があります。



大学院のご案内　～「経営学」のより高みを目指す学びへ～

KUポートスクエア公式SNS始めました

経済学専攻と経営学専攻を設置し、共に、経済のグローバル
化・情報化の進展に対応するべく、学術研究を担う研究者の
育成や、高度な専門的能力を有する職業人を養成しています。
併せて、昨今のニーズに応え、社会人のリフレッシュ教育に
も力を注いでおり、広い視野から学際的に研究できるよう、
関連分野の科目も多く配置していることも特徴的です。

グローバル化が進展する現代社会において、国際経営の知見
から、企業をはじめ政府や地方公共団体、研究・教育機関等
において、それぞれの立場で生じる課題を発見し、なおかつ
解決に導きながら新たな価値創造に積極的にかかわる人材を
育成することを目標としています。多様な学生に広く門戸を
開き、国際経営という新しい学問領域を追究します。

国際社会科学府・研究院は、経済学・経営学・国際経済法学
という 3専攻を有し、社会科学の融合的教育研究を進めて
いくとともに、 国際性のある実践的な融合的教育の充実を図
り、グローバル新時代に求められる人材の育成を行っていま
す。

急速なグローバル化により、国際市場環境の直接的な影響を
受けるようになった企業の環境に注目し、国際的な経済環境
の変化を素早く合理的に分析し、的確な戦略を実行でき、企
業の海外進出、特にアジアへの進出に重点を置き、本格的な
海外展開を検討する企業やこれらの企業を支援する組織に対
して、国際的なマネジメントの知識、戦略およびセンスを備
えた人材を育成します。

経済学研究科経営学研究科

国際社会科学府・研究院国際マネジメント研究科

講座の情報や受講生が
参加できる大学イベント、

みなとみらい周辺の情報をお届け !

講座の情報や受講生が
参加できる大学イベント、

みなとみらい周辺の情報をお届け！

新しいみなとみらいキャンパスの情報や、
講座申し込み方法、講座ガイダンス、
オンライン講座受講方法など配信！

■主な事業内容
生涯学習・エクステンション講座の実施
学内情報の発信
その他市民への知的貢献活動

■事務取扱時間
月～土曜日／ 9:00 ～ 17:00
※講座の開講状況によって変更する場合があります。

■休講日
日曜日、祝日、
その他大学が定めた日。
■利用対象者
どなたでもご利用になれます。
講座受講をお考えの方は、
お気軽にお問い合わせください。

KUポートスクエア （みなとみらいキャンパス内 2F）

KUポートスクエア  ホームページのご紹介
お
問
い
合
わ
せ
先

■KUポートスクエア
TEL.045-682-5553
FAX.045-682-5554

■神奈川大学社会連携課
TEL.045-664-3710

ホームページからも講座の詳細情報を見ることができます。

www.ku-portsquare.jp
KU ポートスクエアのみならず、神奈川大学の生涯学習、エ
クステンション講座全般に関するさまざまな情報をホーム
ページでご紹介しています。資料請求や講座受講のお申し込
みもできますので
大変便利です。

スマホで
チェック

けーゆーぽーと 検索

(

代
表
）


