
【主催】新潟県 産業労働部しごと定住促進課　　【事業受託者】新潟大学　　【協力】新潟地域連携コミュニティ

未来志向で新潟の異組織・異業種

連携を加速する
連続セミナー
産業活性化と雇用の創出に向けた先進的な取り組み事例や課題について、組織・業種・属性の壁を越え、
互いのニーズを理解し合い新たなビジネス創出や課題解決を目指す連続セミナーです。

講演・事例紹介 ●＋ 参加者による意見交換！

2021年 11月18日（木） 2022年 ２月21日（月）2022年 1月28日（金）

講師     山﨑 達也氏　 
新潟大学工学部　教授 

（新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター長）

講師・事例紹介     
中村 文香氏　  株式会社新潟博報堂 マーケット

デザイン局 みらいの事業開発部　部長
宮崎 芳史氏　新潟県立新潟南高校　教諭
武田 修美氏　株式会社 MGNET　代表取締役
伊藤 龍史氏　新潟大学経済科学部　准教授

事例紹介    参加者の皆さまから寄せられた
課題や事例を講師と共に考えます。

▲
申込〆切 ： 各セミナー開催日の１週間前

以下のWEBサイト内の申込フォーム、またはE-mail・FAXでお申し込みください。
WEB サイト  ▲

 https://www.iess.niigata-u.ac.jp/sym/detail.html?symp_idx=60
申込専用 E-mail  ▲  entry@ge.niigata-u.ac.jp　　 FAX  ▲  025-262-6991

▲

申込専用E-mail ： entry@ge.niigata-u.ac.jp

参 加 申 込

参加申込書

1
セミナー

2
セミナー

3
セミナー

講師       杉浦 二郎氏　 
株式会社モザイクワーク　 
代表取締役社長

事例紹介   様々な大学生と企業との接点
について、事例から掘り下げて考えます。

詳細は、裏面をご覧ください。

参加
無料

オンライン
開催

（Zoom）

申込みはこちらから

・   11/18開催の「IoT導入で気を付けたい無線通信トラブル」に参加申込みの方には事前アンケートへの回答をお願いいたします。参加申込みの際にWEBサイト内の参加申込フォームの設問へ回答をお
願いいたします。E-mail・FAXでの参加申込みの方には別途ご連絡申し上げます。

・ セミナーのスケジュール・内容は都合により変更となる場合がございます。最新情報はWEBサイトでご確認ください。
・ 申込〆切は各セミナー開催日の１週間前ですが、定員となり次第〆切とさせていただきます。
・ 複数名でお申込みの場合は、〔Zoom〕に入室される参加者毎にお申込みください。
・ 申込書に記載された個人情報は、本セミナーに関するご連絡以外の目的に使用いたしません。

IoT導入で気を付けたい
無線通信トラブル

工場IoTあるある
社内・地域内での
アントレプレナーシップ（起業家精神）育成

大学や異組織との連携をどう活用するか
大学生と企業の
「出会いかた」を考える

インターンシップ、授業、イベント、多様な接点

参加セミナー

※参加希望のセミナーの□にをつけてください
□ 11/18　IoT 導入で気を付けたい無線通信トラブル
□  1/28　社内・地域内でのアントレプレナーシップ（起業家精神）育成
□  2/21　大学生と企業の「出会いかた」を考える

企業／事業所名

所属／役職

氏　　名

連 絡 先 E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：
※ Zoom アクセス用の URL 等を送付させていただきます。

セミナー運営の参考とさせていただきますので、講演・事例紹介や意見交換で聞いてみたいこと、貴殿の事業や業務遂行上で解決したい
課題などについてご記入をお願いします。

ワークショップ（学生との意見交換）



インターンシップ、授業、イベント、多様な接点
大学生と企業の「出会いかた」を考える

【新潟地域連携コミュニティのご案内】
新潟県における若者雇用・定着、地域人材の育成に取り組む産金官学が意見や
情報の交換、情報共有、自主的な協働を促進するためのコミュニティ（場）を
提供し、各機関同士の連携を推進します。
2020年10月設立　 https://www.iess.niigata-u.ac.jp/niigata-community/

あらゆるモノをインターネットのプロトコル群で
接続することで、実世界から様々なデータを収集す
るIoT（Internet of Things）の技術がかなり定着し
てきました。工場などのモノづくりにも導入が進み、
成功事例が報告される中、想定される結果が出ない
という声も聞かれます。それらの原因の一つに無線
通信のトラブルが
あることが電子情
報通信学会 の 学会
誌に報告されてい
ま す。本 セ ミ ナ ー
では、この解説記事
に基づいて現場で
気 を 付 け た い IoT
の無線通信トラブ
ルを紹介します。

▲

山﨑 達也氏　新潟大学工学部　教授　
　（新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター長）
新潟大学大学院修了後、国の研究機関で情報通信の研究開発に20年以上
関与した後、2013年より新潟大学自然科学系教授に就任。2017年より
新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター長を兼務。

▲

ファシリテーター紹介
横山 淳氏　  新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター　コーディネーター

講師略歴

｢IoT｣ をテーマに、事前アンケートをもとに全員でディスカッショ
ンし、他者が抱える課題や質問、悩みを共有し、解決へのヒント
を探ります。

ディスカッション

本セミナー参加申込みの方には、申込みの際に WEB サイト内の
参加申込フォームの【事前アンケート】へ回答をお願いします。
E-mail・FAX での参加申込みの方には別途ご連絡申し上げます。

事前アンケートのお願い

インターンシップ、大学でのセミナー・授業、
一般のイベントなど、大学生と新潟県内企
業とが、就職活動の前に出会う場面は増え
てきていますが、それがどんな「接点」にな
ると、企業・学生・大学のそれぞれにとって
有意義な機会になるのでしょうか。事例を
交えて理解を深めつつ、ワークショップで
は実際に大学生を交えて意見交換を行いま
す。COVID-19 の影響も念頭に置きつつ、
インターンシップやそれ以外の場で得た企
業の理解・印象などの学生の実体験を基に、
参加者で率直に意見を交わします。

▲

杉浦 二郎氏　株式会社モザイクワーク　代表取締役社長
2015年まで三幸製菓㈱にて人事責任者を務め、2016年４月㈱モザイクワークを
設立し独立。企業向け人事部支援・採用支援・評価制度構築等、組織人事に関する
全般的なコンサルティングを行う。

講師略歴 杉浦 二郎氏

新潟大学 教育・学生支援機構 
教育プログラム支援センター　担当／長谷川・山田 　
問合せ用E-mail  ： n-community@ge.niigata-u.ac.jp
TEL：025-262-6633  　　FAX：025-262-6991

申込先・
問合せ先

実際に大学生を交え、小グループで参
加者との意見交換を行います。イン
ターンシップやそれ以外の場で得た企
業の理解・印象などの学生の実体験を
基に、率直に意見を交わします。

ワークショップ（学生との意見交換）

工場IoTあるある
IoT導入で気を付けたい無線通信トラブル

山﨑 達也氏
横山 淳氏

1セミナー

経済の不確実性が高まるな
か、企業にとって、人材・経営
資源をどう用いていくかは生
き残りを左右する大きな課題
です。その際に注目すべきは
社員のアントレプレナーシッ
プ（企／起業家精神）の育成、
そして外部（組織や業種）の経
営資源の積極的活用、連携で
す。しかし、どうしたら良い
かわからないとの声も聞きま
す。本セミナーでは、大学研
究室を軸にした多様な連携事
例を紹介し、セミナー参加者・
事例発表者を交えて、新たな
連携・課題解決の糸口を探り
ます。

▲   

中村 文香氏　株式会社新潟博報堂  
マーケットデザイン局 みらいの事業開発部　部長

「発想から実装まで」面白いアイデアを考えるだけでなく、その
社会実装までを一気通貫で実行する地域プロデュースビジネス
を地域と一緒に生み出すことを目指している。

▲   

宮崎 芳史氏　新潟県立新潟南高校　教諭
NIIGATA マイプロジェクト☆ LABO 実行委員長。旅行会社で
教育旅行の営業を経験し、2014年から新潟県の高校教諭へ。前
任校での取り組みはグッドデザイン賞・ふるさとづくり大賞などを受賞した。

▲   

武田 修美氏　株式会社 MGNET　代表取締役
2005年、家業である武田金型製作所にて新規事業部及び自社製品ブランドを設立。2011年、事業
部売上の拡大を受け株式会社MGNETを設立。燕三条を拠点にもの、こと、まちに好循環を生み出
す事業を展開。

▲   

伊藤 龍史氏　新潟大学経済科学部　准教授
早稲田大学産業経営研究所助手を経て2009年新潟大学着任、シリコンバレーのサンノゼ州立大学ビ
ジネススクール客員研究員などを歴任。新潟県のアントレプレナーシップ関連活動の中心人物の１人。

講師略歴

ワークショップ セミナー参加者・事例発表者を交えて、小グループでの意見交換を行
い新たな連携・課題解決の糸口を探ります。

武田 修美氏 伊藤 龍史氏

2セミナー

大学や異組織との連携をどう活用するか
社内・地域内でのアントレプレナーシップ（起業家精神）育成

中村 文香氏 宮崎 芳史氏

3セミナー

2021年

1118木

2022年

１28金

2022年

２21月

13:30～16:00
募集定員

40名

15:00～17:00
募集定員

40名

15:00～17:00
募集定員

40名


