
CBEC（シーベック）プログラム
Cross-Border Entrepreneur Cultivating Program
チーム志向越境型アントレプレナー育成プログラム

• 主なポイント／Major points

– デザイン思考に基づく創造手法を学ぶ／Creative methods through design 
thinking approach

• MBA科目とハンズオン演習／MBA course and hands-on project

– 東工大生、大企業派遣学生、美大生の混成チーム／Mixed members from 
Tokyo Tech, large companies, and art college

– デザイン工房とツール／Design workshop and tools for creative activities

– 優秀チームの海外派遣:エコールポリテクニーク等との学生交流など／
Overseas dispatch: student exchange with École polytechnique, etc.

– 履修希望者は申告期間に2種の申請書をCBEC事務局へ提出すること／
Please submit TWO kinds of application forms to CBEC admin office during 
course application period.

• 詳細はこちら／See below for details

– https://www.cbec.titech.ac.jp/ ,https://www.facebook.com/titech.cbec/

– CBEC事務局: info@cbec.titech.ac.jp, 03-5734-3475, Rm. W9-301／CBEC 
admin office
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チーム志向越境型
アントレプレナー育成

（CBEC）
特別専門学修プログラム

ご紹介

妹尾大（せのお だい） CBECプログラム主査

経営工学系 経営工学コース／エンジニアリングデザインコース

senoo.d.aa@m.titech.ac.jp  03-5734-2371
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チーム志向越境型アントレプレナー
育成プログラム

*Cross-Border Entrepreneur Cultivating Program
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【ミッションステートメント】
私たちCBECは東工大を起点として，学部，大学院
学生，社会人に対して，あらゆる境界を超えて
チームとして世の中に新しい価値を生む力を育成し，
その価値を実現する機会を持続的に提供します．



デザイン思考に基づく
創造手法を学ぶ

「デザイン思考」の
大学院特別教育課程
（１年間：証明書付）

 通年のハンズオン演習（青）
 ＭＢＡ関連座学（黄）
 アントレプレナーシップ論（赤）

4Q

導入イベント
導入ワークショップ

MBA関連
科目 デザイン思考基礎

エンジニアリング
デザイン応用

エンジニアリング
デザイン
プロジェクト

ゲスト
講義等

アントレ
プレナー
シップ論

学内・学外発表会

海外派遣
スタートアップイベント出展

3Q

2Q

1Q
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＊注
新型コロナウイルス感染拡大防止の措置
により、開講時期および開講形態が変更
となる可能性があります。



混成チームによる多彩な発想

抽象的な課題に具体的なソリューションを与える
東工大生，大企業派遣学生，美大生の混成チーム
による協調

詳しくはEDPウェブサイトの各種動画をご覧ください．
https://titech-edp.github.io/
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デザイン工房とツール

チーム作業をサポートする環境，迅速な試作を可能とする
最新の加工機が揃っています．
必要とあれば，階下の工場へ．
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MBA関連科目も充実

科目名
2020年度

開講時期と時間帯
講師 備考

１
社会起業
Social Entrepreneurship

前期 月曜
19:05-20:45
※遠隔講義

石黒 順子
東洋学園大学現代経営学部
専任講師

北陸先端大学院博士（知識科学）
株式会社総合コンサルティングオアシス
コンサルタント

２
営業戦略・組織
Sales Strategy and 
Organization 

前期 木曜
19:05-20:45
※遠隔講義

北澤 孝太郎
レジェンダ・コーポレーション
株式会社 取締役

主な著書に『優れた営業リーダーの教科
書』（東洋経済新報社）、『人材が育つ
営業現場の共通点』（PHP研究所）

３
製品設計・開発
Product Design and 
Development 

前期 集中講義
（6月7月の金曜予定）
8:50-17:05

長濱 雅彦
東京藝術大学 教授

デザイン学科機能・設計研究室
プロダクトデザイン

４
マーケティングサイエンス
Marketing Science 

後期 金曜
19:05-20:45

神部 昌彦
グロービスマネジメントスクー
ル講師、博報堂経営企画局

ノースウェスタン大学ケロッグMBA
マーケティング戦略立案の経験豊富

５
ファイナンス
Finance 

後期 集中講義
（1月末～2月初旬予定）
17:15-20:45（仮）

岩澤 誠一郎
名古屋商科大学 教授

経済学部長
行動経済学、行動ファイナンスが専門

６
リーダーシップ
Leadership 

後期 月曜
19:05-20:45

山本 成一
デロイトトーマツコンサルティ
ング合同会社 執行役員

キャメルヤマモト
ビジネスブレークスルー大学教授
主な著書に『グローバルリーダー開発シ
ナリオ』（日本経済新聞社）

5/8



プログラムの出口

• 学内発表優秀チームを国際企業イベントBARKATION(前SLUSH TOKYO)等へ
派遣、潜在利用者や投資家等との出会い

• 生み出したアイデアやプロトタイプを基にした特許の申請や起業など
• École polytechnique（フランス）等への市場調査
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プログラムの修了要件・問合せ先

特別専門学修プログラムの修了要件を満たすと，
学長名での修了証が発行されます．
• デザイン思考基礎
• エンジニアリングデザイン応用、エンジニアリングデザインプロジェ
クトから4単位以上

• MBA関連科目から6単位以上
• アントレプレナーシップ論

（注）エンジニアリングデザイン応用、エンジニアリングデザインプロジェクトは講義受入
れ人数に制限があるため，希望者多数の場合，履修できない可能性があります．ESDコース
学生・CBEC履修登録学生，の順に優先的に受講許可しますが， CBEC履修登録学生が多数
の場合は選抜を行います．
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WebPage https://www.cbec.titech.ac.jp/

Facebook https://www.facebook.com/titech.cbec/

CBEC事務局（お問い合わせ先）
大岡山西9号館W棟3F 301号室:ポストW9-120 

info@cbec.titech.ac.jp Tel:03-5734-3475



プログラムの履修申請方法
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①「特別専門学修プログラム履修申請書」履修様式第15号

※入手方法： 履修様式第15号は教務Webシステムよりダウンロード

詳細については、「学務部教務課 大学院グループ（内線3005）」まで。

②「CBECプログラム履修届」

※入手方法： CBECのHPよりダウンロード。またはCBEC事務室でも用紙を配布。

・履修申請に際しては、下記の①②の書類に必要事項を記入のうえ、
CBEC事務室（大岡山西9号館W棟3F 301号室:ポストW9-120）に提出すること。

提出期限：2020年5月13日まで

• 東工大HPの「特別専門学修プログラム履修案内（CBECプログラム） 」ならび
にCBEC・HPの履修案内を確認し、履修計画を立てること。

• 履修に問題がある場合はCBECプログラム担当教員あるいは指導教員と相談する
こと。


