大学・大学院起業家教育推進ネットワーク主催
ビジネスプランコンテスト全国大会 (第４回 University Venture Grand Prix) 開催要領
平成２７年６月
平成２７年度起業家教育普及促進事業事務局
１． 目的
起業家教育の効果向上を図るため、起業家教育を実施する大学・大学院に在籍する
学生を対象に全国規模のビジネスプランコンテストと交流会を開催する。本ビジネス
プランコンテストを通じて、学生の起業家教育を受講する際の意識を向上させるとと
もに、起業家教育に携わる教員に対し、教育の質の向上に繋がる意見交換・ネットワ
ークの場を提供する。
２． 実施概要
起業家教育を実施する大学・大学院の学生からビジネスプランを募集し、応募プラ
ンを予備審査で選考したうえで、１２月に最終選考プラン発表会、評価・交流・メン
タリングセッション、懇親会等からなる「全国大会」を開催する。
また、起業家教育を実施する大学・大学院の教員から起業家教育講義の実施内容を
募集し、予備審査で選考したうえで、上記「全国大会」で起業家教育に係る最優秀教
員を決定する。
３．実施体制
主催： 大学・大学院起業家教育推進ネットワーク、経済産業省
共催： 文部科学省、一般社団法人東京ニュービジネス協議会（ＮＢＣ）、日本ベンチャー学
会
協賛： 調整中
後援： 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会（ＪＶＣＡ）、一般財団法人ベンチャー
エンタープライズセンター（VEC）
４．応募資格
（１）大学生・大学院生
起業家教育を受講している大学生・大学院生のチーム（卒業後１年以内まで応募可）。
チームは、２名以上で構成。１人１チームのみエントリー可能。
(２)教員
起業家教育に関する講義1を行っている大学・大学院の教員。
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ビジネスプラン策定に係る指導、そのための教育に加えて、起業家精神（チャレンジ精神、創造性、探
究心等）や起業家的資質・能力（情報収集・分析力、判断力、実行力、リーダーシップ、コミュニケーショ
ン力等）を養う教育全般を対象とします。
例：創造性教育（クリエイティビティ―教育）、問題発見・解決能力を養う教育、アイデア発想法に関する
教育

５．スケジュール
応募受付開始：
応募の締め切り：
一次審査：
二次審査：
全国大会：
海外派遣：

平成２７年
平成２７年
平成２７年
平成２７年
平成２７年
平成２８年

６月１２日（金）
１０月３０日（金）
１１月末
１２月上旬
１２月１９日（土）
３月

６．審査・表彰2
（１）大学生・大学院生からの応募について
応募プランについて、起業支援専門家等の一次審査により３０件程度に絞り、大学・大学
院起業家推進ネットワークのアドバイザリーボードによる二次審査で８件程度を選考、最終
選考プランの全国大会での発表を受けて最終審査を行い、以下の表彰をする。
○ University Venture Grand Prix 大賞
本審査委員が決定。 副賞はシリコンバレー等への派遣。
○ 教員審査員大賞
全国大会参加教員の評価の総計で決定。 副賞はシリコンバレー等への派遣。
○ ＪＶＣＡ賞
本審査委員のうちＪＶＣＡ委員が決定。 副賞はプランの資金調達機会の提供等。
○ TOMODACHI 賞（仮）
TOMODACHI イニシアチブとの協業が可能となれば、設定。
副賞は、シリコンバレー等への派遣。
(２)教員からの応募について
応募された講義内容について、大学・大学院起業家教育推進ネットワークのアドバイザリ
ーボードによる審査で４件程度を選考、最終選考プランの全国大会での発表を受けて最終
審査を行い、以下の表彰をする。
○ 最優秀教員賞
全国大会参加教員の評価の総計で決定。 副賞は、起業家教育における全米第
一の実践校である米国バブソン大学他東海岸の大学への派遣。
○ 優秀教員賞
全国大会参加教員の評価の総計で決定。副賞は、起業家教育における全米第一
の実践校である米国バブソン大学他東海岸の大学への派遣。
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University Venture Grand Prix 大賞・JVCA 賞・TOMODACHI 賞（仮）は、本審査委員（または本審査委
員のうち一部）の評価で決定する。
教員審査員大賞・最優秀教員賞・優秀教員賞は、全国大会参加教員（大学・大学院起業家推進ネット
ワーク アドバイザリーボード 参加教員を含む）の評価で決定する。

７．全国大会
開催日時： 平成２７年 １２月１９日（土）
開催場所： 東京大学 情報学環・福武ホール内 福武ラーニングシアター
オープニング
１３：００－１３：１５
開会挨拶
ビジネスプラン発表会
１３：１５－１４：１０
最終選考 ４チームの発表
（休憩 １４：１０-１４：２０）
１４：２０－１５：１５
最終選考 ４チームの発表
（休憩 １５：１５-１５：３０）

（１チーム ５分発表 質疑８分）

起業家教育講義発表会
１５：３０－１６：１５
教員 ４名の発表
（教員１人あたり ７分発表 質疑３分）
（休憩 １６：１５-１６：３０）
ビジネスプラン評価セッション ／ 学生・その他参加者向け講演セッション
１６：３０－１７：３０ 本審査委員および教員による評価セッション
本審査委員および参加教員が、各学生チームのプランおよび各教員の講義内容を
評価・採点。
各学生チームのプランについては、グループごとに予め指定されたチーム分に関し
てメンタリング方針を検討。（大学・大学院起業家推進ネットワーク アドバイザリーボ
ード 参加教員がコーディネーターに）
（同時開催）
１６：３０－１７：３０ 学生・その他参加者向け講演セッション
ウォンテッドリー株式会社 代表取締役 CEO 仲 暁子 氏 による講演
（休憩 １７：３０-１７：４５）
メンタリングセッション
１７：４５－１８：２５ 本審査委員および教員による各学生チームへのアドバイス
本審査委員および教員が各学生チームに対して意見を述べ交流。（大学・大学院起
業家推進ネットワーク アドバイザリーボード 参加教員がコーディネーターに）
表彰式・懇親会
１８：３０－１９：１５
結果発表・表彰式・講評
１９：１５－１９：２０
休憩
１９：２０－２０：３０

懇親会

８．本審査委員3
田島 聡一 氏 一般社団法人 日本ベンチャーキャピタル協会 理事
市川 隆治 氏 一般財団法人 ベンチャーエンタープライズセンター 理事長
田中 豊 氏
一般社団法人 東京ニュービジネス協議会 副会長
事業創出部門担当
田中 貴之 氏
ＥＯ（Entrepreneurs Organization）ジャパン
原 勝彦 氏
新日本有限責任監査法人 日本エリア評議会 議長
実務家候補者を検討予定
９．大学・大学院起業家推進ネットワーク アドバイザリーボード 参加教員4
五十嵐 伸吾 氏 九州大学大学院 産業マネジメント専攻 准教授
各務 茂夫 氏
東京大学 教授 産学連携本部 イノベーション推進部長
黒木 正樹 氏
須賀 等 氏
髙橋 徳行 氏
田村 真理子 氏
長谷川 博和 氏

立命館大学 経営学部 経営学科 教授
国際教養大学 グローバルビジネス課程 客員教授
武蔵大学 経済学部 経営学科 教授
日本ベンチャー学会 事務局長 / 早稲田大学 客員教授
早稲田大学大学院 ビジネススクール 教授

１０．エントリー・問い合わせ先
（１）大学生・大学院生
エントリーシート（様式１）に必要事項、プランの内容を記載し、添付資料をつけた上で、
以下のアドレスにメールで送付（使用言語は日本語又は英語）。
(２)教員
エントリーシート（様式２）に必要事項、起業家教育講義の内容を記載し、添付資料をつけ
た上で、以下のアドレスにメールで送付（使用言語は日本語）。
有限責任監査法人トーマツ TS 事業部 UVGP 事務局（岡田、宮本）
e-mail: tvs_entrepreneurship_education@tohmatsu.co.jp
Tel: 050-3786-5745
URL: http://www.jeenet.jp/
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University Venture Grand Prix 大賞・JVCA 賞・TOMODACHI 賞（仮）の審査を主に担当。
ビジネスプラン評価セッションにおいて、各学生チームへのメンタリング方針検討をコーディネート。ま
た、本審査委員および教員による各学生チームへのアドバイスをコーディネート。
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