
 

2019 年 2 月 14 日 

 

ノースカロライナ・アンビション・キャンプ 
〜アントレプレナーシップを通じて新しい価値を創造する力を身につける〜 

 

 

 

 

 

 

期  間：2019 年 5 月 26 日（日）〜2019 年 6 月 14 日（金） 

＊事前研修 3 回実施予定 

研修内容：アントレプレナーシップワークショップ・スタートアップ企業訪問他 

＊詳細プログラムは裏面を参照 

募集人数：約 25 名（最小催行人数 15 名／応募者多数の場合、先着順） 

費  用：約 20 万円（往復交通費）のみ自己負担（航空券・為替によって変動） 

＊滞在費、教育プログラム費用は名古屋大学がサポートします 

＊日々の食事や移動、保険等は別途自己負担 

滞  在：ノースカロライナ州立大学の寮（参加者とシェアハウス形式・キッチンあり） 

対  象：十分な英語力（IELTS 6, TOEFL iBT 70）を有する名古屋大学大学院生 

           ＊グループワーク、現地の人へのインタビューを行うため十分な英語力が必要です。その

ため、英語力の確認をします。IELTS もしくは TOEFL iBT 等のスコア表を提出する

か、未受験あるいはスコアをクリアしていない場合には、面接を受けていただきます。        

申  込：2 月 28 日（木）17 時までに下記連絡先に「氏名」と「学籍番号」を送付 

＊VISA 申請が必要な場合、3 月中旬を目処に VISA 取得手続きをしてください 

＊長期の研修のため、参加にあたっては、必ず指導教員の許可を得てください 

 

連 絡 先：nu-hakase@adm.nagoya-u.ac.jp(博士課程教育推進機構)  

 

  

「起業したい」 

「新しい研究の切り口を探したい」 

「アメリカで実践的な英語力を伸ばしたい」 

大学院生大募集!!!! 

約 3 週間ノースカロライナ州立大学でアントレプレナーシップを学べます 

ユーザーの声に耳を傾ける 
ディスカッションから 

新しいアイディアが生まれる 

投資家を説得させられる 

プレゼン力を磨く 



スケジュールとプログラム内容（一部変更の可能性があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*空き時間はグループ活動等 



 

14th February 2019 

 

North Carolina Ambition Camp 
〜Get a sense of creativity through entrepreneurship program〜 

 

 

 

 

 

 

Duration：26th May 〜 14th June, 2019 

＊You will have three pre-workshops before the training.  

Contents：Entrepreneurship workshop, site visit to start-up companies, etc. 

＊Please see reverse side for details 

Participants：Up to 25（First come, first served. Minimum number is15.） 

              Graduate students of Nagoya University with sufficient English 

skills (IELTS 6, TOEFL iBT 70). 

          * In the training you will engage in groupwork and interview local 

people for which you need sufficient English skills. If you have any 

official score, please submit it. If you do not have it or did not reach 

the minimum score, we can have English interview with you. 

Cost：You have to pay about 200,000yen(subject to change) for air tickets.  

＊Nagoya University will provide financial support for your stay and training.  

＊You will also pay for your own food, transportation in NC, insurance, etc.  

Stay：Dormitory of NC State University（Share house with participants. Kitchen equipped.）        

Registration：Send e-mail with your name & student number to the following 

contact by 5pm 28th Feb  

＊If you need VISA, please complete the VISA application by the middle of March. 

＊Because this is long term program, please consult with your supervisor before 

registration. 

Contact：nu-hakase@adm.nagoya-u.ac.jp(Doctoral Education Consortium)  

 

  

If you want… 

to start your own business, 

to find a new perspective for your research, 

to improve your practical English skills in USA, 

Join North Carolina Ambition Camp!!! 

 

Listen to users 
Innovative idea  

through discussion 

Presentation skills to 

engage investors 



Schedule & Program（TENTATIVE） 

 

 

*In free time, you would have group activities. 


