
ここは明治大学「ベンチャービジネス論」のルームです。

間違えていないことを確認してください。

開始時のお願いです
・入室後はマイクをミュートにしてください。

（発言の際は「マイク」をオンにしてから）

・お名前は本名で、ビデオはオン。

オフにした時のアイコンに顔写真を入れましょう。

（講師やゲスト講師からもわかりやすいように）

・授業中の質問は随時チャットで、途中の質問コーナーでは発言で！

・Oh-O Meijiのクラスウェブで今週のレポートをダウンロード。
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最初に心をこめてごあいさつ

●始業時

ようこそいらっしゃいました！（復唱）

どうぞよろしくお願いいたします！（復唱）

●終業時

どうもありがとうございました！（復唱）

またのおこしをお待ちしております！（復唱）
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ベンチャービジネス論：キャッチコピー

選ばれる「自分」になる！

生涯の師やパートナーに

出会う！認められる！

久米 信行 t-galaxy.com     
https://www.facebook.com/nobukume
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ベンチャービジネス論：授業理念

私たちは、将来、起業家として自立するため

素直な心で講義と先輩経営者から学びます。

ソーシャルメディアを使った自己プロデュースと

ゲスト講師にも喜んでいただける情報発信で

「三方よし」の「あきんどの心」を体得します。

自ら企画・立案・運営し、いつでも情報発信が

できる「智慧・勇気・行動力」あふれるリーダー

を目指して、半年間努力いたします。

久米 信行 t-galaxy.com     
https://www.facebook.com/nobukume
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ベンチャービジネス論：８つの特色
１．ゲスト起業家講師からも学べて元気になれる

２．毎回の５分３行レポートで聴く力・書く力を磨く

３．名刺代わりのFacebookで講師とつながる

４．ゲスト講師と講義前後に意見交換や質疑応答

５．講師からの学びをネット発信して認められる

６．ゲスト講師と交流しながらイベントに参加

７．最終発表で１分間で夢を語れる大人になれる

８．毎週レポートやネット発信を続ければ高評価

久米 信行 t-galaxy.com     
https://www.facebook.com/nobukume

6



7

毎回の受講レポートの書き方

講義を聴きながら要点をメモしておく
↓

Oh-o! Meijiレポートで入力
最後の５分間で書く
それぞれ簡潔な１行で書く
感想や質問は自由記入欄に

↓
出席代わりに最後に提出 ＋１

実名が出せない人は、その旨、事前登録を
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教科書１ マンガでわかる「すぐやる技術」

この本の舞台は

墨田区!

主人公が働くのは

江戸油脂→松山油脂

主人公が癒されるのは

すみだ珈琲
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5月末までにOh-O Meijiに提出
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教科書２ ｢すぐやる技術」

見る前に跳ぶ＝まず行動するのが
苦手な日本の若者のために書いた本

セブンアンドワイ・アマゾンや
日販・三省堂・紀伊国屋・TSUTAYA
ビジネス書上位にランクイン
20万部を超えるヒット作に
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6月末までにOh-O Meijiに提出



教科書のA4で1枚レポート

１．5月末までにマンガの感想

２．6月末までに解説書の感想

質問はチャットかご発言で
久米 信行 t-galaxy.com     

https://www.facebook.com/nobukume
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最終講義での１分間スピーチ

きっかり１分！何も見ないで堂々と話すこと

１ 学部/学年 名前

２ わたしの夢（具体的に＝どこで誰に何を）

３ 10年後の私（具体的に＝どこで誰に何を）

４ 今日から始めること

→必ず時計で測ってリハーサルすること

→駄文を入れずに要点のみを明確に話すこと

久米 信行 t-galaxy.com     

https://www.facebook.com/nobukume
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みなさんにとって

日本の未来は

明るい？ 暗い？
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マスメディア的常識
日本は、なんてダメな国なのか

政治家もダメ、役所もダメ

ムダ遣いで、国も破産寸前

大地震に、原発事故まで重なる

少子高齢化も進んで年金破綻

若者のハングリー精神も無くなる

海外の追上げでものづくりもピンチ

AI×ロボット×IOTで仕事がなくなる

コロナ騒動で令和大恐慌で就活難
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２１世紀型経営：８つの着眼点
これまでの常識にとらわれない戦略と情報発信を

１ 日本が世界からモテモテの国になる

２ 金融×地震激動期に、自分と会社を守り抜く知恵

３ 少子高齢化×成熟化＝ダヴィンチ社員大活躍社会

４ すぐやる×やり抜く×オタク社員を採用して活性化

５ ソーシャルメディアで、世のため自分のためつながる

６ 自然エネルギー×地産地消＝地域分権ネット社会

７ 観光地域づくりで、地元の農工商と子供たちが元気に

８ AI×ロボットに飽きた、物語のある手仕事が人気

９ 規制緩和・デジタルシフトと本質回帰で生き方改革

地球でイチバン○○な企業と人のオンリー１経営
16



みなさんは

私の世代よりも

人生を楽しめる
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今すぐやれば
いつか楽しい！

夢見れば跳べる！

久米 信行 nobu.kume@nifty.com www.facebook.com/nobukume

誰と会い どう夢がかなうか
判らないから面白い！

mailto:nobu.kume@nifty.com
http://www.facebook.com/nobukume


最初に質問：みなさんの夢は？

ゼロから会社を起業したい人は？

ＮＰＯ・ＮＧＯを起業したい人は？

大企業で新規事業を起こしたい人は？

ベンチャー精神のある企業に就職したい人は？

家業の後継者になる人は？

勤めながらＳＯＨＯをしたい人は？

創業期ベンチャーに参加したい人は？

その他の人たちの夢は？

久米 信行 t-galaxy.com     
https://www.facebook.com/nobukume
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次の質問：みなさんの現状

■あきんど力

ご両親が商売をされている方

飛び込みセールスのプロと仕事をしたことがある方

接客のプロと仕事をしたことがある方

■ＩＣＴ活用力

SNSで発信している方

Youtubeで発信している方

すでにネットでビジネスをしている方

久米 信行 t-galaxy.com     
https://www.facebook.com/nobukume

20



ベンチャービジネス論：成績評価方針
１．教科書2冊の感想レポート（A4）提出

２．毎回講義前後のレポート（A4）提出

３．最終レポート（A4）と１分間スピーチ

加点要素

各自SNSに講義感想記事
１のレポートを写メして、同じ内容を書くもよし

講義ブログコメント欄への感想記入
２のテキストをコピペも可。リンクすること

→出席8割でも単位可 加点要素多ければ高評価
21



みなさんの質問に

講義ブログで

お答えいたしました

久米 信行 t-galaxy.com     
https://www.facebook.com/nobukume
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明治大学ベンチャービジネス論受講生からの質問 210409
Ｑ勉強会の情報はどんなところから得るのでしょうか

Ｑ講義中におっしゃっていた、毎日メディアカフェの情報はどこで入手できるのでしょうか。

Ｑ本日はZOOMでの参加だったのですが、通信が途絶えている間はどのようなことをお話しされていたのでしょうか？

Ｑ証券会社に勤めていたお話をしている際に、「株は面白い」とおっしゃっていましたが、大学生のうちに株について勉強するにはどの
ような手段が有効でしょうか？

Ｑ久米さんはあまりゲームをやってこなかったのにゲーム会社に勤めていて会社内ではゲーム好きでない人からの新鮮な意見が重宝
されていたという事でしたが、逆に好きじゃない事を仕事にしたことによって損したことなどがあれば教えていただきたいです。

Ｑ私は趣味が多く、その中のなにかに携わる仕事がしたいと考えていましたが、今回の授業で、「好きじゃないもの」を仕事にするとい
いと聞いて、頭の中がもやもやしています。そうしたほうがいいとおっしゃる理由は納得できましたし、選択肢の一つになりましたが、や
はり就活に失敗しない限り諦めたくないし、期待を超えていきたいです。わがままな質問かもしれませんが、好きなものにかかわる仕事
に就きながら期待を超えていくのに、何か方法はないでしょうか。

Ｑ私は現在イラストやグラッフィクを作るアーティストとして活動していて、それが転じて友人と二人で既成のボディなどを使って洋服を
作り、販売を行っています。

それに関連して卒業までに一度、一から洋服をデザインしたいとう学生時代の目標があるので、それについても今度お時間があるとき
にじっくりとお話、ご相談をさせて頂きたいです。

Ｑ先生のSNSには電線がお好きとありました。インスタグラムを拝見したところ桜もお好きなのでしょうか？

Ｑ尊敬する人は誰でしょうか。 Ｑ初心者向けの情報商材についてどうお考えですか？

Ｑ「草の根を分けていいことをしている人を探しだして表彰している」とおっしゃっていましたが、どのような方法でそのような素敵な人を
見つけてるのでしょうか？個人的にそのような素敵な取り組みをされている方々を知りたいな、応援したいなと思っているので是非教え
ていただきたいです。

Ｑ自分の進みたい方向に対して、横やりが入ったときの気持ちの持ち方を教えていただきたいです。

Ｑ「十人に話して九人がダメだというアイディアの方がいい」というお話がありました。それに関連して、私は地方出身でゆくゆくは地方
を活性化させるような企画などを立ち上げたいと考えています。しかし、地方は過疎化の一方でチャンスはほとんどないと言われること
がしばしばあります。ですが、上のような考えに沿うと、だからこそ大きく変えられる機会があると捉えて良いのでしょうか？

Ｑ久米先生のお人柄はとても明るく行動力があり、活力に満ち溢れているなと思ったのですが、そのお人柄が形成されたきっかけ、タ
ーニングポイント等、何か明確なものがありましたら教えていただきたいです。

Ｑ自分が苦手だと思うことに挑戦するためには、どのような視点を持って、心構えをしなければならないでしょうか。先生の経験上、最
初は嫌だったことをたくさん挑戦し続けて、そのうち好きになったケースが多く見られました。私もそのように、好きではない分野に挑戦
し、好きになりたいと思いますが、そのための事前準備の方法について教えていただけると幸いです。

23



講義ブログを活用しよう

講義で使ったプレゼン資料を

講義ブログからダウンロード可

講義の感想をコメント

Facebookのリンクつけ

久米 信行 t-galaxy.com     
https://www.facebook.com/nobukume
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明治大学「ベンチャービジネス論」

http://blog.canpan.info/meiji_venture/

http://blog.canpan.info/meiji_venture/


最終講義での１分間スピーチ

きっかり１分！何も見ないで堂々と話すこと

１ 学部/学年 名前

２ わたしの夢（具体的に＝どこで誰に何を）

３ 10年後の私（具体的に＝どこで誰に何を）

４ 今日から始めること

→必ず時計で測ってリハーサルすること

→駄文を入れずに要点のみを明確に話すこと

久米 信行 t-galaxy.com     

https://www.facebook.com/nobuku

me
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久米 信行 nobu.kume@nifty.com

http://kume.keikai.topblog.jp/
26

すぐやる→やり抜く→認められる
人生を自分の手で切り拓く３つの技術

すぐやるシリーズ 著者：久米信行×編集者：佐藤聖一ブログ

http://blog.canpan.info/suguyaru/

http://blog.canpan.info/suguyaru/


久米 信行 nobu.kume@nifty.com 27

あなたは…

「逃げ惑う小勤め人」

ですか？

「やり抜く喜業人」

ですか？



あなたは喜業人？ 小勤め人？

久米 信行 nobu.kume@nifty.com 28



29

先送りゼロの「冒険的な人生」を！



大原則

「見る前に跳べ」

30



なぜ？
考えれば考えるほど

できなくなる
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ありがちな言い訳１

得意か？苦手か？
「そんなのできっこないよ」
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ありがちな言い訳２

損か？得か？
「そんなことやって

何の得があるの 」
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ありがちな言い訳３

閑か？多忙か？
「そんなことやってる

時間がないよ」
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「見る前に跳べ」
だからこそ

原則を決めておいて

即答する

35



原則１
嫌なこと≒苦手なことからやる

脳も心も筋肉のようなもの。

苦手な部位を鍛えればバランスの良い体幹が

嫌なことが面白くなる得意になる経験が

冒険と成功の人生を切り開く

久米 信行 nobu.kume@nifty.com

http://kume.keikai.topblog.jp/
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原則２
師匠≒尊敬する先輩に言われたらやる

若い自分よりも先の先が見えて

自分の潜在力もわかってくれる

師匠の無茶ブリは特効薬

素直なおっちょこっちょいの方が

場数を踏んで成功する。可愛がられる

久米 信行 nobu.kume@nifty.com

http://kume.keikai.topblog.jp/
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原則３
みんなが停めたり反対したらやる

自己保身×現状維持に忙しい

上司や同僚が反対するようなことこそ大切

失敗しても当たり前だが、勇気を買われる。

経験値を積める。成功したら儲け物

久米 信行 nobu.kume@nifty.com

http://kume.keikai.topblog.jp/
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原則４
忙しい時こそ引き受けてやる

人生の展開期は、忙しい上に忙しい仕事が

重なってモテモテになるもの

それをクリアすれば、パラレルで仕事を

進められる達人に近づける

久米 信行 nobu.kume@nifty.com

http://kume.keikai.topblog.jp/
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原則５
すぐに儲からないものこそやる

まだあやしい変人しかやらないものこそ

引き受けて布石を打つ。縁を広げる

仕事が順調（不調）な時こそ、

社会貢献や文化活動など

儲からないものを積極的に

久米 信行 nobu.kume@nifty.com

http://kume.keikai.topblog.jp/
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しあわせな仕事ってなんだろう？
しあわせな人生ってなんだろう？



久米 信行 nobu.kume@nifty.com

http://kume.keikai.topblog.jp/
42

3.11で日本は、世界は変わった
生活者の意識もメディアも変わった

個人主義 → コミュニティ重視

経済至上主義 → ソーシャルな経済

ファースト○○○ → スロー○○○

東京一極集中 → 地産地消コミュニティ

中央集権組織 → 自立分散ネットワーク

マスメディア → ソーシャルメディア

会社ブランド → 個人ブランド



脳のパラボラ力 アルマ望遠鏡のごとく

43

http://alma.mtk.nao.ac.jp/j/aboutalma/outline/00.html

http://alma.mtk.nao.ac.jp/j/aboutalma/outline/00.html


心のズーム力 ハッブル宇宙望遠鏡のごとく

44

http://www.nationalgeographic.co.jp/science/space
/space-exploration/hubble.html

http://www.nationalgeographic.co.jp/science/space/space-exploration/hubble.html


ここがすごい！ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡

久米 信行 t-galaxy.com     
https://www.facebook.com/nobukume
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http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/042800075/

http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/042800075/


脳のパラボラ力

×

心のズーム力

↓↓↓

幸福力
（≒仕事力≒変革力）

アルマ望遠鏡
alma.mtk.nao.ac.jp

ハッブル宇宙望遠鏡
asd.gsfc.nasa.gov/archive/hubble/
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ポスト3.11→今こそ幸せの尺度を持とう
答えは自分の中にある

人は、「幸せになるため」に生きている

自分を幸せ（不幸）にできるのは「自分」だけ

幸せな人は、自分で考え 自分で決めて 自分で動く

幸せな人は、「幸せを感じる力」に長けている

幸せな人は、「逆境でスイッチ」が入る

幸せな人は、「我慢強いマゾ体質」の「変人」である

幸せな人は、「世のため＝自分のため」に動く



幸せな人生を送るために「すぐやる」

５つのTO DO
１ 大きな夢を持とう！１人でも多くに語ろう！

２ １０人の師匠を探そう！合鍵を増やそう！

３ 第３の場所で仲間を探そう！自分を磨こう！

４ 上手なリスクの取り方失敗の仕方を学ぼう！

5 近くにいる人の批判や嫉妬を受け流そう！

48



49

初面談で

かならず私
が
尋ねる質問
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あなたの

夢は何ですか？
あなたは10年後

何をしたいですか？
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夢を即答した人と

だけ付き合おう！
夢の内容は問わない

明日変更しても良い
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大きな夢を
持つための
逆説的な
４つの質問



５ 世界

４ 日本

３ 地域

2 身内

１自分

Q１ あなたの夢＝ピンの生き方で幸福をもたらしたい範囲は？

→逆説１ 自己チューをやめて 世界を想うほど 幸福に生きられる
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Imagine all the people

Living life in PEACE
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PEACEの前に

LOVE



１
いま

２
十年後

３
死ぬまで

５
千年後

４
百年後

Q２ あなたの夢＝ピンの生き方で幸福をもたらしたい期間は？

→逆説２ 今チューをやめて未来を想うほど 幸福に生きられる
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Futures made of virtual insanity now （Jamiroquai）

どんなことでも7世代先のことを考えて
決めなくてはならない （イロコイ族）
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前後裁断

今ここに集中



５ あらゆる
ものごと

４ 人工物

３ 植物

2 動物

１人間

Q３ あなたの夢＝ピンの生き方で愛情を注げる範囲は？

→逆説３ ヒトチューをやめて万物を愛おしむほど 幸福に生きられる
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お元気でいらっしゃいますか？

おかげさまで！
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一◯入魂のアニミズム
久米 信行 nobu.kume@nifty.com

https://www.facebook.com/nobukume



文明 文化

地
域

地域文明 地域文化

世
界

グローバル文明 グローバル文化

Q４ あなたの夢＝ピンの生き方で活躍したいフィールドは？

→逆説４ グローバル文明から地域文化にシフトなら 幸福に生きられる
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みんな ちがって

みんな いい
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駅前のスタバより
路地裏のふるカフェ



観光業は発展し
自動車産業を凌ぐ
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ツーリズムEXPOジャパン2015基調講演
パスカル・ラミー氏

世界観光倫理委員会 議長
世界貿易機構［WTO］元事務局長

パリ五輪・万博招致委員長

http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=69529

旅する理由の
４割は文化
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Q26 

段取り通りに
実行できない

A26

自分「事業計画書」
をつくり
行動基準を決める



本業=ものづくり

観光地域づくり

文化芸術振興

教育・研修

執筆・発信

非営利・公益 営利・ビジネス

国
際
的
・
全
国
的

地
域
密
着

久米信行
くめ のぶゆき

Tシャツメーカー

久米繊維工業
経営者

日本発

ものづくり
提言

プロジェクト

東京
商工会議所
墨田支部
副会長

明治大学
商学部
講師

日本財団
CANPAN

センター
理事

社会貢献
支援財団
評議員

墨田区
観光協会
理事新日本フィル

ハーモニー
交響楽団
評議員

熱中小学校
東京分校
用務員

墨田区
文化振興財団
評議員

電線クラブ
水面クラブ
葉っぱクラブ
観雲クラブ

Facebook
一日一曲

DJ

ビジネス
書籍・雑誌
執筆家

CRM・MA

ベンチャー

カレン
社外取締役

北斎
コミュニティ
デザイン
実行委員長

勝手に
観光協会
ガイド

観光地域づくり
プラットフォーム

推進機構

理事

リーダー
経営者向
講演・研修
講師

東商本部
健康づくり・
スポーツ
振興委員

飲食店
日本酒

提供者協会
監事

ネットワーク
オレンジ
理事

久米信行の志・ライフワーク

nobukume

多摩大学
経営情報学部

客員教授

NBS
日本舞台芸

術振興会
評議員

日本
ゲートボール

連合
評議員

日本
吟剣詩舞
振興会
評議員

本所
消防懇話会
会長

日本
未来学会
理事

大人の
童話作家

東京東
信用金庫
地区総代Instagram

一日一葉
写真詩人

日本でこそ創りえる「もの」や「こと」を世界へ発信。未来の子供たちへ継承する

ソーシャルメディア活用で「勝手に観光協会」を増やしてボーダーレスに連携する

国内外の美なるものを子供たちが味わい尽くし、日本発の文化・芸術を創生する

企業・自治体・NPOを元気に変革する起業家・ブリッジパーソンを育成する

志高く「すぐやる人」になるビジネス書、夢見る大人の童話、写真詩を創作する
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現在→１０年後なりたい自分マップ
ライフワーク：仕事

ライフワーク：NPO

ライフワーク：個人

68

個 人 仕 事

得
意
分
野

そ
の
他

私



幸せな人生を送るために「すぐやる」

５つのTO DO
１ 大きな夢を持とう！１人でも多くに語ろう！

２ １０人の師匠を探そう！合鍵を増やそう！

３ 第３の場所で仲間を探そう！自分を磨こう！

４ 上手なリスクの取り方失敗の仕方を学ぼう！

5 近くにいる人の批判や嫉妬を受け流そう！
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師匠の数だけ人生は豊かになる
人生の合鍵と楽しみが増える
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ICTの師

健康の師

サブカル
の師

グルメの
師匠

未来学の師

経営の師

社会貢献
の師

地域おこし
の師

旅行の師

読書の師 音楽の師

美術の師



自分が極めたいテーマを10個に設定する

各テーマ関連の本を図書館で10冊読む

面白いと思った著者名でネット検索する

その著者の本を何冊か読んでみる

著者のソーシャルメディアをひと月追う

講義や勉強会に参加して会ってみる

夢について質問し、共感できる答えを探す

師匠に相談して紹介していただく

71

生涯の師匠を探し出すコツ
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国公立美術博物館は子供無料

図書館に行けばタダで読書

世界の映画や音楽がほぼタダ

コンサートも格安

美しい公園も自然もタダ

世界一美味しいランチも

無料や格安の講座や勉強会

JMOOCもある

心あるNPO活動もある

→親と本人のやる気次第

→教師の導き次第

教育格差って本当だろうか？
今の日本ほど恵まれた文化芸術教育環境は…
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Q10 

人からのお誘いに
腰が重く
つきあいが悪い

A10

達人の誘いは
何も考えず参加し
３回は通う



１０人の師匠を見つけましょう

１ の師匠

２ の師匠

３ の師匠

４ の師匠

５ の師匠

６ の師匠

７ の師匠

８ の師匠

９ の師匠

１０ の師匠
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＜連 載＞
日経産業新聞SmartTimes

＜書 籍＞
「メール道」 「ブログ道」
(NTT出版)

「すぐやる技術」「やり抜く
技術」

「認められる技術」

「３３のエール」
（日本実業出版社）

「ビジネスメール道」
（中継文庫）

「コミュ力の鍛え方」
（宝島社）

「仕事と人生が同時に

上手くいく人の習慣」
（青春出版社）

「入社３年目までの仕事術」
(PHP研究所)

「ピンで生きなさい」
（ポプラ新書）

「すぐやる人の出会う技術」
（かんき出版）

「すぐやる人だけがチャンス
を

手に入れる」
（ぱる出版）
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久 米 信 行 nobu.kume@gmail.com

Nobuyuki Kume facebook.com/nobukume instagram.com/nobukume
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2020開学 iU 情報経営イノベーション専門職大学教授 i-u.ac.jp

1935創業国産Tシャツメーカー久米繊維工業相談役 kume.jp
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メルマガ 【オトナのための学び道楽】 mag2.com/m/0001692487

著書一覧 【amazon 著者ページ 】 http://amzn.to/ohUO9Z

連載コラム 【日経産業 SmartTimes】 https://tinyurl.com/nikkei-kume

【日経クロステック】 https://tinyurl.com/62fj8su2
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多摩大学客員教授 / 明治大学講師 / 熱中小学校講師
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日本未来学会理事 / 墨田区観光協会理事 / 墨田区文化振興財団評議員
新日本フィルハーモニー交響楽団評議員 / NBS日本舞台芸術振興会評議員
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