
近畿大学　
実学社会起業イノベーション
学位プログラム
令和5年（2023年） 4月開設
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社会課題を解決するイノベーターを育てる大学院
～あなたの事業で世界を変える～
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動画を要チェック!
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実学社会起業イノベーション
学位プログラムの
社会的ニーズ
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特色

国内外の研究機関・行政・コンサル企業等から経験豊富な実務家教員を招聘しカリキュラムを編成。

多彩な講師陣

異なる専門分野の複数の指導教員（文系・理系教員各1名、起業家メンター1名の合計3名）と多様な学部
出身者4名程度で構成される学生チーム制の導入。

充実したメンタリング

学生同士や修了生のみならず、社会で活躍するアントレプレナー人材と幅広いネットワークを構築できる。

人脈形成

オンライン・オンデマンド形式の講義を多用することで、ワーク・スタディ・ライフバランスの充実。

メディア授業の併用

出口
調査

ニーズ
調査

社会課題をビジネスで解決する

そのスキルを学ぶ2年間

イノベーション創生で地球規模の課題に挑戦する
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（192社）

���
（113社）
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（34社）
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（108社）

����
（5社）

85％（192社）の企業・機関が
「ニーズがある」と回答

50％（113社）が
「採用したい」と回答

※企業・機関からの回答数：226　※出典：近畿大学「実学社会起業イノベーション学位プログラム」出口・人材需要に関するアンケート調査（2021年度実施）

● ニーズはあまりない
● ニーズは全くない
● わからない

● 採用しない

● わからない

● 極めて高いニーズがある
● ある程度高いニーズがある
● ある程度のニーズがある

● 採用したい

「近畿大学」のブランドをフル活用し、
起業を通じて社会変革や社会問題の解決に挑める！

○スタートアップ等の現場で2カ月以上のインターンシップを行い、イノベーション創生の能力を身に付ける。
○起業している自身の会社での活動を、インターンシップとして単位認定可能。

長期インターンシップ

※単位認定に関する事項のため担当教員と相談のうえ決定します
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活躍が期待できるステージ
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学生時代に起業し
活躍する卒業生に
インタビュー

NEWRON株式会社
代表取締役社長　西井 香織さん （2019年3月薬学部卒業）

社会のニーズや課題と研究シーズをマッチングさせ、起業できる人材。

スタートアップ起業家

企業における社内ベンチャーやプロジェクトリーダーとして新事業・新商品開発の活性化や改革に貢献
できる人材。

イントレプレナー（企業内起業家）

後継者として事業承継に取り組みつつ、イノベーティブに新たな事業を発案し、実行できるノウハウを
備えた人材。

アトツギベンチャー起業家

NPO・NGO立ち上げ、グローバルな社会的課題の解決に挑戦できる人材。

ソーシャル・アントレプレナー（社会起業家）

産官学協働に取り組み、革新的な公共政策を立案できるスキルと意欲を備えた人材。

ポリシー・アントレプレナー（政策起業家）

活躍が期待できるステージ

起業の知識を体系的に学ぶことができる
非常に魅力的な大学院

私は新しいアイデアが生まれ、具現化されていく瞬間が好きで、それを仕事にするにはどうすれ

ばいいのか、就職活動をしながら探していました。そして短期インターン20社、長期有給イン

ターン10社をしてみた結果、「やりたい!」と思える仕事に出会うことができず、それなら、そう思

える仕事を自ら作るしかない！という考えに至り、起業することを決意しました。 

しかし私は当時、スキルも人脈もなく、上京して0から起業するための人脈形成を行ったため、起

業するまで結局3年かかってしまいました。 一方、本大学院では、関西にいながら東京の人脈形

成ができ、事業の創出方法を体系的に学びながら起業の仕方まで教えてくれるので、「起業した

いけど何から始めて良いかわからない」そんな方にも魅力的なプログラムだと思います。
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特色ある授業科目

���������� 2年間のカリキュラム

1年前期 【基礎】 1年後期 【実践】

アントレプレナーシップ
の全体像について学ぶ

2カ月以上のインターンシップを経験し、
スタートアップの知識を深める

専門科目の学びを深めながら、
特定の課題（ビジネスプラン等）作成の

ための設計を行う

特定の課題（ビジネスプラン等）を
完成させ、学外ピッチコンテスト等に

積極的に挑戦する

2年前期 【応用】 2年後期 【発展】

● 実学社会課題ベーシック
● 実学社会課題アドバンス
● アントレプレナーシップ概論

● 国内外アントレプレナーインターンシップ ● 学際ピッチプレゼンテーション特論
● Business and Pitch Presentation

● 学際実学シミュレーション特論
● アントレプレナーシップ・アカウンティング

特別研究【アントレプレナーシップ特別研究Ⅰ、アントレプレナーシップ特別研究Ⅱ】（1年次～2年次）

学際科目 専門科目

修了要件
起業プラン・ビジネスプランやすでに起業している自身の会社の事業報告を「特定の課題についての研究成果」としてまとめ、
審査及び公聴会における口頭発表及び最終試験に合格すること

総計：40単位以上

第一線で活躍する起業家の講義を受講し
ディスカッションすることができる

▶ アントレプレナーシップ特別研究Ⅰ
▶ アントレプレナーシップ特別研究Ⅱ
▶ アントレプレナー課題解決実践
▶ アントレプレナー・インターフェース講義Ⅰ
▶ アントレプレナー・インターフェース講義Ⅱ

長期インターンシップで実践力を身に付ける ▶ 国内外アントレプレナーインターンシップ

NPO・NGOを設立するためのプロセスを学ぶことができる ▶ 実学社会課題アドバンス

事業継承者（アトツギ）の育成を目指す ▶事業継承・アトツギベンチャー概論

国際機関や国際援助、海外のNPO・NGOで
活躍するための知識を得ることができる

▶ Globalization and Public Policy

起業プラン・ビジネスプランやすでに起業している自身の会社の
事業報告を「特定の課題についての研究成果」としてまとめる

▶ アントレプレナーシップ特別研究Ⅱ

起業に不可欠な財務計画（コーポレートファイナンス、
原価計算等）を学ぶことができる

▶ アントレプレナーシップ・アカウンティング

英語による
��������������������や������������������の
実践的訓練を受けることができる ▶ Business and Pitch Presentation

ビジネスコンテストやビジネスピッチに参加することをサポート ▶ 学際ピッチプレゼンテーション特論
▶ Business and Pitch Presentation

起業家やベンチャーキャピタルとの人脈形成

▶ アントレプレナー・インターフェース講義Ⅰ
▶ アントレプレナー・インターフェース講義Ⅱ
▶ 国内外アントレプレナーインターンシップ
▶ 学際ピッチプレゼンテーション特論
▶ アントレプレナーシップ特別研究Ⅰ
▶ アントレプレナーシップ特別研究Ⅱ

特 色 関連する授業科目

▶ アントレプレナーシップ特別研究Ⅰ
▶ アントレプレナーシップ特別研究Ⅱ
▶ アントレプレナー課題解決実践

優れたビジネスアイデアを事業化するためのサポート環境
（起業家メンター＋文系・理系教員２名の指導教員チームによるきめ細かいメンタリング）
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パートナー機関
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アドミッションポリシー

大阪の中小企業等の経営力強化や創業支援

等の事業を行っています。平成25年（2013

年）から大阪市により設置された世界に挑戦

する起業家やエンジニアなどが集まるイノ

ベーション創出拠点「大阪イノベーションハ

ブ」にて、起業家を創出・支援するためのイベ

ントやプログラムを年間約200回開催して

います。さらに令和元年（2019年）10月か

らは「大阪スタートアップ・エコシステムコン

ソーシアム」の事務局として、更なるスタート

アップ支援に取り組んでいます。

公益財団法人　大阪産業局

平成22年（2010年）の創業以来、総額850

億円以上の資金を運用し、関連ファンドを通

じて、520社以上のスタートアップへの投資

活動を行うなど、創業前後のシードステージ

に特化したベンチャーキャピタルとして国内

最大規模の実績を有しています。独自のアク

セラレーションプログラム

や起業化支援プログラムを

実施しています。

インキュベイトファンド株式会社

常に新しいチャレンジを成長につなげようとする意欲を持っている人��

国内外のアントレプレナーと議論してコミュニケーションできる
言語化力・理解力・思考力・表現力を持っている人

��

既存概念にとらわれず新しい学問・研究に対して、主体的に考え、
情報収集し問題解決することに意欲を持っている人

��

社会問題の解決を通じて、社会の発展に寄与するという
責任感・使命感・倫理観のある人

��

求める学生像

主な支援内容

起業家・若手実務家を招いたオムニバス講義等の実施

スタートアップ企業等でのインターンシップの実施

文系・理系の教員および起業家の計3名による複数指導体制の構築

アクセラレーションプログラム・ピッチコンテストへの学生の参加案内

スタートアップの起業・シード期支援プログラムへの参加案内

講師の紹介

長期インターンシップ先の紹介

大学院生のスポットメンターの紹介

関連プログラムへの参加

大学発ベンチャー・スタートアップの起業支援

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

近畿大学は以下2つの機関と包括連携協定を締結し、
本学位プログラムに対して全面的に協力・支援をいただきます。

［代表パートナー］ 本間 真彦氏から皆さんにメッセージ

https://youtu.be/pq7M1wrhi5g
https://youtu.be/pq7M1wrhi5g


□ 設置の概要

名　　称

課　　程

開設時期

定　　員

学　　位

実学社会起業イノベーション学位プログラム

修士課程

令和5年（2023年）4月

30名（収容定員60名）

修士（学術）

□ 学費

修士課程

授業料学年

1年次

2年次

合計（円）

1,031,500
※93１,500

881,500

825,000

875,000

学生健保共済会費

6,500

6,500

入学金

200,000
※100,000

（1） ※印は、本学の学部および大学院を令和5年3月卒業・修了見込の方に適用されます。
（2） 表示額以外に校友会終身会費30,000円が必要です（入学年次に20,000円、最終学年次に10,000円）。入学後、校友会の準会員となり、卒業後、正会員になります。
　　ただし、本学学園出身者で既に校友会終身会費を納めた方は不要です。

□ 入学試験

※ローリング・アドミッション方式

入学試験は出願期間を設けない随時出願とし、複数の日程から試験日を選択できる入試方式※を導入

▶ 学部卒業生（見込み含む）のみならず、社会人を含め学内外から多様な志願者を受け入れます。

▶ 大学の出身学部は不問とし、幅広い専門・学問領域の志願者を募集します。

▶ すでに起業している方、これから起業をめざす方も問わず幅広く受け入れます。

設置概要

◎入試日程 ： 出願期間 令和4年8月15日（月）～令和5年2月2日（木）

出願期間

第1期 令和4年  8月26日（金）

令和4年10月28日（金）
令和4年11月25日（金）
令和4年12月  9日（金）

令和4年11月12日（土）
令和4年12月10日（土）
令和4年12月24日（土）

令和5年  1月20日（金）

令和5年  3月  7日（火）
令和4年12月10日（土）～
令和5年  2月  2日（木）

令和5年  1月  7日（土）～
令和5年  2月18日（土）まで

令和4年  9月  3日（土） 令和4年  9月30日（金）

第2期

第3期

試験日 合格発表日

出願・募集要項はこちら（ �����������������������������������
�����������	）

（原則、毎週土曜日に試験可能）

【随時】

東大阪キャンパス
〒577-8502 東大阪市小若江3-4-1
アクセス方法 ●近鉄大阪線「長瀬」駅下車 徒歩約10分。
近鉄奈良線「八戸ノ里」駅下車 徒歩約20分、JRおおさか東線「長瀬」駅下車 徒歩約20分

https://www.kindai.ac.jp/graduate/ ▷

動画を要チェック!
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https://youtu.be/sFLY-ZcOp24

https://www.webshutsugan.com/kindai-graduate/top/
https://www.webshutsugan.com/kindai-graduate/top/
https://youtu.be/sFLY-ZcOp24
https://www.kindai.ac.jp/graduate/

