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「本庄早稲田モビリティ共創プロジェクト」の立上げ
～地産地活モビリティの製造に向けた地域企業との取組み～
当財団では、2021 年 10 月 1 日に早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科

教授 小野田 弘士 先生

をプロジェクトリーダーとする「本庄早稲田モビリティ共創プロジェクト」を立上げました。
本プロジェクトは、地産地活モビリティの開発を複数の地域企業を中心とした枠組みで推進する製造サ
プライチェーンの構築を目指しており、参画企業は自社の得意とする事業領域とモビリティ製造や販売、
運用等における事業シーズを見出しながら、早稲田大学の研究活動を通じた参画企業の新規事業の発展に
寄与することが期待されます。
参画企業は現在、中小企業から大企業を含めた 12 社で、業種は自動車部品製造、金属等加工、システ
ム開発、デザイン、物流など様々です。プロジェクトに参画しながら各社の得意な分野でかかわりをもっ
て進めております。新年度には、開発された新車両を披露する予定です。

プロジェクトリーダー
小野田 弘士 先生

プロジェクト会合の様子

企業間活動の様子

プロジェクト全体スキーム
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地域産業人材育成研修 ～本庄早稲田塾～
「新任管理監督者研修」6 月 8 日（火）
、9 日（水）
有限会社ミッション代表取締役の田中久男先生を講師にお招きし、10 社 24 名の
新任管理職の方々を対象に講義をしていただきました。
研修ではマネジメントの基本から部下の指導や育成、リーダーシップのあり方
やコーチングにいたるまで、管理職に必要な項目を学びました。
「中堅女性リーダー育成研修」6 月 23 日（水）
株式会社キャラウィット代表取締役の上岡実弥子先生を講師にお招きし、8 社 8
名の女性社員を対象に講義をしていただきました。
研修では中堅社員に求められる役割を、女性ならではの強みや特徴をどのよう
に活かして実践していくかなどについて、二人一組の演習で学びました。
「品質管理基礎研修」7 月 13 日（火）
、14 日（水）
ワブコジャパン株式会社の菅生雅臣先生を講師にお招きし、5 社 9 名の方々を対
象に講義をしていただきました。
研修では品質管理の基本的な概念や、顧客満足向上のための仕組みやマネジメ
ント、品質改善のための様々なツールを 2 日間にわたって学びました。
「中小企業のデジタル化研修」8 月 3 日（火）
温井住設株式会社と真下建設株式会社、2 社 42 名の方々を対象に、オーダーメ
イド研修を実施しました。講師はササエル株式会社代表取締役の林雄次先生です。
研修では企業全体としてデジタル化にどう取り組んでいくのか、現場単位でも
検討が可能なのかなど、業務のデジタル化を進める上での勘所を学びました。
「営業クロージングトーク術研修」10 月 6 日（水）
Accept 代表の赤嶺哲也先生を講師にお招きし、8 社 18 名の経営者や営業担当社
員を対象に講義をしていただきました。
研修では商談をリードしつつ、契約まで持ち込むために必要な条件や、話す順番
の重要性などを学ぶとともに、実際の営業トークのロールプレイを実践してみるな
ど、すぐに役立つスキルを学びました。
「幹部候補育成研修」3 月 10 日（木）
、11 日（金）
人材育成フォレスト代表の松岡直人先生を講師にお招きし、8 社 13 名の幹部候補
や中堅社員の方々に講義をしていただきました。
研修ではリーダー（幹部候補）として必要な仕事の姿勢やコミュニケーション力、
また、実務の現場をどのように変革するか等の経営視点からの発想と行動計画の策
定について学びました。
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彩の国埼玉環境大賞優秀賞・毎日地球未来賞 SDGs 未来賞を受賞
当財団が連携して環境保全活動を行っている、早稲田大学本庄高等学院河
川研究班が、彩の国埼玉環境大賞優秀賞および毎日地球未来賞 SDGs 賞を受賞
しました。本庄市立藤田小学校と行う共同河川調査や、環境ホルモンマップ
の作成、外来エビ研究、汚泥発電、海外交流校との共同河川水質調査などの
プロジェクトのほか、コロナ禍で活動が制限された時間を活用した、
「ほんじ
ょうの川のいきもの」図鑑制作が、総合的に、高く評価された受賞となりま
した。

彩の国埼玉環境大賞表彰式の様子
（左から大野埼玉県知事、河川研究班部長の城島さ
ん、当財団職員、テレビ埼玉川原社長）

川のシンポジウム 2022 を開催しました
3 月 12 日（土）に当財団と早稲田大学本庄高等学院、本庄市立藤田小学校
が主催するシンポジウム「川のシンポジウム 2022」を今年度はオンラインで
開催しました。
このシンポジウムでは、藤田小学校が 2005 年から継続している、学校の近
くを流れる小山川・元小山川の河川調査の結果報告と、川をきれいにするた
めの取り組みを 5 年生 14 名が発表したほか、福岡県大牟田市立玉川小学校か
らは、大牟田市の川・海・環境と子どもたちの環境保護活動について、三重大学教育学部付属小学校から
はドローンと VR を活用した河川防災について発表をいただきました。
川という共通のキーワードで結びついた小学生の皆さんと、貴重な意見交換を行い、有意義なシンポジ
ウムとなりました。

本庄市内小学校国際理解授業
11 月 25 日～12 月 20 日までの期間に本庄市内小学校 6 校において、国際理解授業をオンラインで行い
ました。早稲田大学や近隣の大学などから留学生をお迎えし Google Meet や Zoom などを使って、小学生
と交流しました。秋平小学校の授業に参加したインドネシア出身の Andante Hadi(アンダンテ・ハディ)
さんは、インドネシアで行われているコロナ対策も紹介し、世界が協力して大きな問題に立ち向かってい
る事を感じてほしいと話してくださいました。
旭小学校では、台湾出身の Lin Yuchen（リン・
ユーチェン）さんから、台湾で有名なタピオカ
ミルクティーやルーロー飯などの食べ物や、地
元の人おすすめの夜景スポットなどをご紹介い
ただきました。
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本庄早稲田ビジネスプラットフォーム会員募集！
本庄地域でシェアオフィス・テレワークスペースをお探しの方へ！
自然に囲まれた「早稲田大学本庄キャンパス」内のインキュベーション施設にあるシェ
アオフィスで、電車、自動車による都心へのアクセスに便利です。
◇営業時間：9 時～17 時 30 分（土日・祝日、夏季休業・年末年始休業等を除く）
◇月額利用料：7 千円（消費税別）※6 ヶ月（初回に限り 3 ヶ月以内も可能）前払い制。
※現在、新型コロナウイルス感染症対策による利用時間縮小に伴い、料金を値下げしています。
◇基本サービス：シェアードブース（フリーデスク 6 席）、会議室、打合せスペース、無線・有線 LAN、プリ
ンター、郵便ボックス、ロッカー、駐車場、HP・名刺等への住所記載可。※法人登記
はできません。
◇JR 本庄早稲田駅（上越・北陸新幹線）徒歩 3 分、関越自動車道 本庄児玉 IC から 5 分
の好立地。※随時、見学が可能ですのでお気軽にお問合わせください！

本庄早稲田塾 第 2 回ゼロからの創業へのステップ
7 月 17 日（土）に、創業に興味のある方や創業を考えている方向けの無料のオンラインセミ
ナーを開催しました。早稲田大学の創業支援の専門家による「創業へのステップ」、女性起業
者による「女性起業者支援プロジェクト Lady★Go について」
、創業・ベンチャー支援センター
埼玉による「埼玉県起業支援金の概要について」、
「創業者の活動紹介」、
「創業者向けシェアオ
フィスの紹介」の配信を行い、43 名の方が参加されました。

辰野 博一 講師

本庄早稲田塾 第 6 回ゼロから始める創業スクール
今年度は 9 月 4 日（土）から講義が始まり、創業に必要な経営・財務・人材育成・
販路開拓の知識や資金調達方法を学ぶとともにビジネスプランを作成し、最終日 10
月 2 日（土）には参加者 20 名中 19 名の受講者が創業への想いのこもったビジネス
プランを発表しました（欠席者 1 名は後日補講にて修了）
。修了式では、当財団理事
長の吉田信解より受講者に修了証書の授与を行いました。
吉田 信解 理事長

イベントカレンダー
5 月 10 日（火）～31（火）

創業へのステップ

（オンデマンド）
6 月 4 日（土）～7 月 2 日（土） 創業スクール
7 月 6 日（水）
・7（木)

新任管理監督者研修

＊各イベントの詳細は HP に掲載しております。

http://www.howarp.or.jp/

～編集後記～
緑多き早稲田大学本庄キャンパス内にある当財団。
お昼休みは、メタボの解消も兼ねてキャンパス内を
散策。ウォーキングやジョギングをしている方、運
が良ければモビリティの実証実験の姿も！！来年度
も研修やセミナー、里川イベントなどを予定してい
ます。ぜひ一度お越しください。
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