金沢工業大学アントレプレナーズラボ

今年３月、金沢工業大学のキャンパス内に「アントレプレナーズラ
ボ」が誕生しました。革新的なアイデアを生み出す人材を養成する
拠点であり、地元自治体や住民、県内外の企業などと連携したさま
ざまなプロジェクトが進行しています。課題を見つけ、その解決に取
り組む学生の姿を追いました。
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