
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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明治大学商学部「ベンチャービジネス論」2021 第２回

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

mailto:Nobu.kume@nifty.com
https://www.facebook.com/nobukume


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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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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明治大学ベンチャービジネス論受講生からの質問 210416

Ｑ自分は現状維持的思考をこれまでしてきたので、どうしても挑戦が怖いように考えてしまいます。
挑戦の上で手に入れた成果は、挑戦に見合うものだと考えますか。

Ｑ正直、夢についてまだよくわかっていません。十年後にやっていたいことはありますが、夢のため
に十年後やっていることという感じではないです。先生はどのように夢を見つけましたか？

Ｑ働きながら別のことをする場合、時間を確保するために時間的拘束の少ない企業に入社するべき
だと思いますか？

大学2年間で色々なことを学び知識が増え、将来の選択肢が広がったことで、将来絶対にこれがやり
たい、という夢がまだ定まらないのですが、やはりもう定めたほうがいいのでしょうか

Ｑ色んなものに参加することやアクティブなマインドの大切さについて語られていたとおもうのですが
、自分の腰が重い日、時はどのようにモチベーションを上げていますか？

ＱF A Qの先生の回答が全て一文で明解に示されていたと感じました。そのように端的に言語化する
ために、普段から何か意識してされていることはありますか？

Ｑ取っておいたほうがよい検定があったら教えてください。

Ｑとりあえず、色んな分野で色んな人と出会うために、勉強会やボランティアのようなさまざまな経験
をやってみることをお勧めして頂きました。そのような多様な分野での経験値を高めることや新たなこ
とに挑戦してみることもとても重要であると思いますが、一つの分野での職人になることについて先
生は、いかが思っていらっしゃいますか。色んな経験をすることと、一つの分野での職人になることの
バランスをどのようにとれば良いのかについて、ご自身の経験から教えていただけると幸いです。

Ｑ私は学生の他に写真家としても活動しています。主にファッションフォトがメインです。久米先生が5
月に文化服装学院で講演されるとおっしゃっておりましたが、私も講演を聞きに行かせていただくこと
は可能でしょうか。実際に文化服装学院に通っている友人も多くいるのですが、これからもしかしたら
一緒に仕事をしていくかもしれない学生達の雰囲気・熱量を感じてみたいです。
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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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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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あなたは

何か地域の活動を

していますか？



楽しい地域活動を見つけて
第三の場所探し

16

自然保護

農漁業

スポーツ
音楽

料理

福祉

お祭り 情報発信

アート

読書 観光

もの作り
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地域活動に参加する７つのメリット
第三の場所を持つと元気になれる

元気で多様な老若男女と出会い、視野が広がる

志高く有能で尊敬できる師匠や仲間が見つかる

人のお役に立ち、笑顔でありがとうと言われる

自ら手を挙げれば、新しいリーダーになれる

お金や名誉以外の生きがい働きがいを感じる

将来に役立つ人生のヒントやアドバイスも得られる

将来なりたい仕事が見つかる



自分が極めたいテーマを絞り込む

学校の先生に聴いてみる

日本財団CANPANデータベースで探す

社会貢献支援財団の受賞者から探す

地域のNPO支援センターに言って相談する

その団体のネット発信を熟読してみる

〃 イベントに参加して楽しむ

リーダーとおはなしをしてみる

ボランティアスタッフの笑顔に触れる
18

自分にぴったりの地域活動を探すコツ



３つの仕事でバランスよく自己実現
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お金を稼ぐ
仕 事

就 職

お金を使っても
したい仕事

ＮＰＯ

資産収入
配偶者の収入

不労所得

人気がない

→競争なし

親が勧めない

→未知の可能性

好きじゃない

→期待を超える

お金より志

→本気になれる

出会いがある

→異業種の達人

リーダーに

→手を挙げ学ぶ

不動産や株式 →心の支え

共稼ぎの利点 →別業種別職種

心の自由獲得 →リスクを取る



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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Q18 

一度失敗すると
諦めてしまう

A18

１日１回は
失敗して、
その数を「貯金」
だと思って
記録する
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Q22 

大勢に反対されると
自信をなくす

A22

みんな同じメニュー
をオーダーしたら
自分だけ
変えてみる
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Q25 

最初は
盛り上がるが
すぐに飽きて
熱が冷める

A25

上がってよし
下がってよし
もちあってなおよし
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Q31 

消極的に
考えてしまい
あきらめる

A31

思い切り悲観的×
楽観的なシナリオを
両方味わう
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Q19 

周りの反応がない

A17

社内で無視
されていることを
試しに社外で
発表してみる
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33 どんな仕事が向いているのか、
自分でもよくわからない…



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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Q13 

否定されるのが
怖い

A13

プチ奇行を
ひとつ始めて、
周囲に認めさせる
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久米 信行 nobu.kume@nifty.com

http://kume.keikai.topblog.jp/
30

マスっぽい ←→ ソーシャルっぽい
20世紀型の固定概念を捨てよう（１）

マスっぽい 項 目 ソーシャルっぽい

消費者（カスタマー） お客様 仲間（サポーター）

上から目線×一方通行 視点 フラット目線×双方向

プロダクトアウト 販売戦略 マーケットアウト

マーケティング（CRM） 広告手法 コラボレーション（SRW）

属性分析×予定調和 分析手法 感動分析×複雑系

マスメディア メディア ソーシャルメディア

有名人有識者×マスコミ 発信源 街角のカリスマ×口コミ
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久米 信行 nobu.kume@nifty.com

http://kume.keikai.topblog.jp/
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マスっぽい ←→ ソーシャルっぽい
20世紀型の固定概念を捨てよう（２）

マスっぽい 項 目 ソーシャルっぽい

規模×上場×知名度 会社評価 夢×経営理念×CSR

誰もが知っている ブランド価値 知る人ぞ知る

総合×百貨×新業態 事業分野 専門×一貨×温故知新

広く浅くリーチしたい 顧客獲得 深く長くつきあって口コミ

キレイなとこだけ見せる 見せ方 裏表隠さず全部見せる

結果だけが大切 関係性 プロセスも知りたい

お金をもらうため 働き方 お金を出してでも
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Q27

現状に満足しないで
生きたい

A27

「量的な拡大」に
満足せず
「質的な変化」を
追いかける
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社畜
↓

独立自尊
↓

独創共栄
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理財
↓

経世済民
↓

修郷福民
36



唯物
↓

和魂洋才
↓

和魂和才
37



未来企業とは 「８つの定義」

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

百年後にも通じる
夢と理念を掲げて
みんなをときめかせる会社

そこでしか創れない商品や
味わえないサービスを
考えて磨き続ける会社

成長よりも 共生を目指し
株価よりも笑顔を
大切にする会社

さりげない佇まいや
社員の所作言動に
美しい社風を感じる会社

先端技術を生かしつつも
昔ながらの手仕事や対話も
大切にする会社

もの言わぬ自然や
かよわき人たちにも
心配りをして思いやる会社

地域に根ざし末永く愛されて
持続的に発展する
未来の老舗企業

多様な人財の個性と可能性
を引き出し恊働の喜びと
幸せを最大化する会社
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働くように遊ぶ人

遊ぶように働く人が

２１世紀型仕事人
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狂信力
×

継続力
=

縁×運×勘
40
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You may say I’m a dreamer,
But I’m not the only one.
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抱えきれない程の
見知らぬ
美しいバラより

たった１本の
特別なバラが
誰かを変える
世界を変える



今日の素敵なご縁に深謝

世のため自分のため

幸せな生き方を

歩んで行きましょう

•facebook nobukume

43



次回講師 ベンチャー経営者・支援者・作家徳本昌大さん
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授業前に提出する課題レポート

講師名＋所属名でググっておく
講師所属の団体のwebも見ておく
講師のＳＮＳも読んでおく

↓
講師からの質問に答える
講師への質問や意見も書く

↓
受講前日に提出する ＋１

↓
講師が読んで授業を行う
双方のニーズに合った授業
双方向型の対話型授業



＜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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