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台場入口

台場出口

Daiba Entrance

Daiba Exit

高速

レインボーブリッジ
一般道入り口

水上バス

11

号台場線

Water Bus stop

Lower level road:
Rainbow Bridge

ヒルトン東京お台場
Hilton Tokyo Odaiba

デックス東京ビーチ

Aqua City Odaiba

Decks Tokyo Beach

ゆりかもめ線

Yurikamome Line

Daiba St.

お台場海浜公園
フジテレビ

Odaiba-kaihinkouen St.

Fuji Television

国道357号線 Route 357

臨海副都心出口
Rinkai Fukutoshin Exit

博士課程教育

Metropolitan Expressway
Route No.11 Daiba Line

台場駅

アクアシティお台場

リーディングプログラム

高速湾岸線 Metropolitan Expressway Bayshore Route
臨海副都心入口
Rinkai Fukutoshin Entrance

国道357号線 Route 357

船の科学館
Fune-no-kagakukan St.

東京テレポート

ダイバーシティ東京
DiverCity Tokyo Plaza

Tokyo Teleport St.

りんかい線
Rinkai Line

フォーラム2 016
Route Map
路線図
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会場 ： ヒルトン東京お台場
1Fペガサス・他
大宮駅

URL ： http://hiltonhotels.jp/hotel/

Omiya St.

kanto/hilton-tokyo-odaiba

池袋駅

住所 ： 〒135-8625 東京都港区台場1-9-1

Ikebukuro St.

新宿駅
Shinjuku St.

TEL ： 03-5500-5500

東京駅
Tokyo St.

空港リムジンバスをご利用の場合
渋谷駅
Shibuya St.

新橋駅

JR山手線
JR Yamanote Line

Shimbashi St.

JR京葉線
JR Keiyo Line

浜松町駅

Shinagawa St.

約20分

成田国際空港から

約75分

Hilton Tokyo Odaiba

ゆりかもめ線

品川駅

Osaki St.

Daiba St.

東京国際空港（羽田）から

ヒルトン東京お台場

Hamamatsu St.

大崎駅

台場駅

豊洲駅

Yurikamome Line

Venue ：Hilton Tokyo Odaiba

Toyosu St.

りんかい線
Rinkai Line

(Floor 1; Pegasus Room, etc.)
URL

：http://hiltonhotels.jp/hotel/

Add.

：1-9-1, Daiba, Minato-ku,

kanto/hilton-tokyo-odaiba
大井町駅

天王洲アイル駅

Oimachi St.

Tennozu Isle St.

東京テレポート駅
Tokyo Teleport St.

会場まで徒歩10分

京浜急行空港線
Keikyu kuko Line

東京モノレール
Tokyo Monorail

新木場駅
Shin-kiba St.

Tokyo 135-8625, Japan

羽田空港
国際線ターミナル駅

羽田空港
国内線ターミナル駅

Haneda Airport
International Terminal St.

Haneda Airport
Domestic Terminal St.

TEL

：+81-3-5500-5500

2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日（ 金 ）
・1 2 日（ 土 ）
i n ヒルトン東京お台場 1Fペガサス・他
参 加 対 象 ／ プ ロ グ ラ ム 関 係 者（ 学 生 、教 職 員 ）、産 業 界 、研 究 機 関 、国 際 機 関 、国・地 方 行 政 機 関 及 び 一 般 の 皆 様
参加費／無料 （事前参加登録が必要）

By Airport Limousine Bus

主催／慶應義塾大学
From Haneda Airport

20mins

共催／日本経済団体連合会

企 画・運 営 ／ 慶 應 義 塾 大 学 リ ー デ ィ ン グ フ ォ ー ラ ム 2 0 1 6 実 行 委 員 会

From Narita International Airport 75mins

On Nov.11-12

(Fri.-Sat.)

in Hilton Tokyo Odaiba (Floor 1; Pegasus Room, etc.)

Participants : Students and faculty and staff members involved in the program,
representatives from industry, research institutes, international organizations,
and national and/or local government bodies, etc., and members of the public

お問い合わせ

CONTACT US

慶應義塾大学リーディングフォーラム2016実行委員会

Leading Forum 2016 Executive Committee of Keio University

〒223-8522 横浜市港北区日吉3-14-1

3-14-1 Hiyoshi, Kohoku-ku, Yokohama 223-8522, Japan

Hosted by Keio University with the co-host Keidanren (Japan Business Federation)

forum2016@plgs.keio.ac.jp

forum2016@plgs.keio.ac.jp

Organized by Leading Forum 2016 Executive Committee of Keio University

参加登録・プログラム案内

http://forum2016.plgs.keio.ac.jp

Participation is free of charge (prior registration required)

REGISTRATION, INFOMATION http://forum2016.plgs.keio.ac.jp

参加登録 ・ Registration

http://forum2016.plgs.keio.ac.jp

新しい価値と産業創生をリードする世 界スケールの博 士たちが東 京 に 集 結します。
A Tokyo forum bringing together world-class graduate students ready to lead innovation.
開催趣旨

学 生ラウンドテ ーブ ル

博士課程教育リーディングプログラムは、広く産・学・官にわたりグローバルに

修士・博士課 程５年一貫のリーディングプログラムを修了し、これから社会に

活躍する高度 博士人材の育成と輩出を目指す大学院 改 革プログラムとして、

飛 び 立っていく学 生 たちが 登 壇します。5 年 間 の 教 育を振り返りな がら、

文部科学省が2011年度に採択を開始し、全国30大学62プログラムで実施され

リーディングプログラムが目指す「深い専門性と、幅広い視 野・柔軟な思考を

ています。特に、これまでの博士とは異なる新たな出口として、産業界、国・地方

持つ人材」にどれだけ近づけたのか、もっとチャレンジしたり身につけたりした

の行政機関、国際機関等に学生達が挑戦し、採用後は新たな価値創造等に貢

かったこと、就 職 活 動を通して感じた 現 実などについて語ってもらいます。

献することが期待されます。

そして、会場に参加する産業 界の関係者からも意見を聞きながら、今のプログ

本年度のフォーラム2016は、本プログラム開始初年度に採択されたプログラム

ラムに不足していること、より良いプログラムにするために必 要なことなどに

においては、5年一貫教育のプログラム修了生が、社会に飛び立とうとするタイ

ついて、学生が主体となって議 論を展開します。

The Program for Leading Graduate School was established by the Japanese
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) as a
project to reform graduate education in Japan by creating educational programs
that foster and launch the careers of highly-skilled doctoral graduates capable of
playing global roles in fields spanning industry, government, and academia. Since
the first selection of educational programs in the 2011 academic year, it has
grown to encompass 30 universities across Japan offering a total of 62 programs.
Students of these five-year programs combining master’
s and doctoral studies
are anticipated to follow new career paths unlike those conventionally taken by
doctoral graduates, particularly in industry, national or local government, and
international organizations, and to contribute to creating a new value and other
such areas in the course of their careers.
The 2016 Forum of the Program for Leading Graduate Schools (
“Leading Forum
2016”
) will coincide with the time when the first students of the first programs
to be selected are nearing the end of their studies and preparing to start their
professional careers. The first day of the forum will be, therefore, focused on
industry, a field for which the programs have sought to provide new sources of
talented graduates. With the assistance of the Keidanren (Japan Business
Federation) as the forum co-host, it will include speeches and discussions that
consider the training of and roles to be played by this rising generation of
doctoral graduates whose skills have been developed through collaboration
between industry and academia.
The second day will offer opportunities for students and others involved in the
program to share information. It will also include career path-specific sessions for
each of the occupational fields in which graduates are anticipated to play roles in
the future. By inviting those who have obtained their Ph.D. degrees and have
successfully secured their career paths, these sessions will consider the
potential career paths of many students set to graduate in the coming years.
In addition to bringing together the students, faculty members, and staff involved
in the programs, we would also like to welcome a broad range of participants
from industry and academia, and organizations such as research institutes,
government bodies, and international organizations.

ミングで開催されます。そこで初日は、本プログラムが新たに輩出を目指した産
業 界にフォーカスし、日本経済団体連合会（以下、
「 経団連」）との共催の下で、

意見交換会

11/11 17：40-19：40

産学共創による次代の博士人材の育成と活用を考えて参ります。
2日目は、プログラム関係者や学生間の情報交換の場を提供します。博士学位

2 0 1 8 年 の 春に産 業 界に 就 職を希 望する学 生が 、ポスター 発 表により自己

をもつゲストをお呼びし、その就 職 経 験 談を参 考に、広く産・学・官にグローバ

アピールします。会場には、100面を超えるポスターパネルを設置するとともに、

ルに期待される出口イメージについて、職域毎の分科会で議論します。

経 団 連の協力の下、人事・採 用 担 当の方を中心に多 数ご参 加いただき、学 生

プログラム関係の教職員・学生は元より、産業界、研究機関、行政機関、国際機

たちと懇談していただく予定です。学生はどのプログラムからも参加できるように

関、アカデミアから、幅広い参加をお願いします。

事前に調整を行います。軽食も用意します。

招 聘 講 演 1, 2

11/11 10：40-11：40

学 生 に よる 討 論 会

11/12 9：30-11：00

招聘講演1は、本フォーラムを共催する経団連を代表して、丸紅株式会社 会長

学生たちが、リーディングプログラム間のコラボレーションの現状と、SNS等に

朝田 照男様にご講演いただきます。招聘講演2は、
G&S Global Advisors Inc.

よるコミュニケーションツールの使用経験について語るとともに、
「プログラム間を

代表取締役社長 橘フクシマ咲江様にご講演いただきます。

跨ぐ・人を繋ぐ」、そのようなコミュニケーションを活 性化するプラットフォーム

11/11 13：40-15：20

出口討論分科会

11/12 11：30-13：00

思考が可能なT型博士人材の育成を目指しています。新しい価値が創造できる

① 産 業 界(ビジネス、企 画、新 規 事 業 開 拓 等)、② 産 業 界(研 究 職)・シンク

人材としても期待が高まっています。T型博士人材の資 質を引き出せる新しい

タンク、③ 留学生の就 職(英 語討 論)、④アカデミア・国研(理工系)・行 政体、

職場として、産業界にはどのようなものが考えられるでしょうか。現場のニーズは

⑤アカデミア・国研(人文・社会科 学系)・行政体、および ⑥ 国際 機関の６つの

どうでしょうか。期待される役割は何でしょうか。文系はどうでしょうか。大学で

出口ごとに別会場で討論します。冒頭にロールモデルとして経験者に、
就職までの

教育すべきこと、企業で育成すべきことの役割分担は今後どのように考えるべき

道程を語っていただきます。

議論します。

10：00

10：30

オープニング
挨拶・講演
Opening
greetings
and speech

ペガサス
Pegasus

受付
ホワイエ
Foyer

11/12（SAT）

同時通訳・Simultaneous Interpretation

慶應義塾長
清家 篤

Reg

10：40

文部科学省
ご挨拶
Greetings
from MEXT

11：10

11：40

13：10

13：40

Explanation of program

産学
ラウンドテーブル

・オールラウンド型
・複合領域型
・オンリーワン型

Round-table
Discussion on
Industry-Academia
Collaboration

プログラムの説明
招聘講演 1

招聘講演 2

Invited Talk 1

Invited Talk 2

昼食
休憩
各プログラムのパンフレット等を展示
Display of pamphlets, etc. from each program

Lunch
break

15：20

各プログラムのパンフレット等を展示
Display of pamphlets, etc. from each program

15：35

17：15

17：25

17：40

19：40

Round-table Discussion
from a Student Perspective

休憩

休憩

博士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2016

Career Path-specific Sessions

Break

Break

10：00

Discussion sessions will be held at six different venues, each covering one of
the following six career paths: (1) industry (business, planning, new business
development, etc.), (2) industry (positions in research) and think tanks, (3)
employment of international students (discussion in English), (4) academia and
national research institutes (science and technology), (5) academia and national
research institutes (humanities and social sciences), and (6) international
organizations. At the beginning of each session, students who have found
employment will talk about their experiences as examples for those who will be
seeking employment in the future.

Address
by JSPS

11：00

アポロン
Apollon

13：00

分科会 ① 産業界（ビジネス等）
Career path-specific sessions (1) industry (business, etc.)

分科会 ② 産業界（研究職）・ シンクタンク

Information session
by MEXT

Career path-specific sessions (2) industry (positions in research) and think tanks

受付

休憩

Career path-specific sessions (3) employment of international students (in English)

Reg

Break

分科会 ④ アカデミア・ 国研（理工系）
・行政体

学生討論会（英語討論）
Discussions by Students(in English)

意見交換会
Poster Session

11：30

文部科学省
説明会

A

Display of pamphlets, etc. from each program

11/12 11：30-13：00

分科会 ③ 留学生の就職（英語討論）

シリウス
Sirius

B
オリオン・シリウス
Orion, Sirius

Students will talk about the current status of communication among some of the
leading programs and their experience of using tools including SNS. To enhance
communication among the programs, an establishment of a platform,“Connecting
Across the Programs,”will be discussed.

11/11 13：40-15：20

JSPS講演

B

慶應義塾
常任理事
長谷山 彰

11/12 9：30-11：00

同時通訳なし・No Simultaneous Interpretation

9：30

オリオン
Orion

Closing
greetings

各プログラムのパンフレット等を展示

8：30

A

クロージング
学生
ラウンドテーブル

11/11 17：40-19：40

Students who wish to find employment in industry from spring 2018 will have
their opportunity to showcase their potential through poster presentations. Over
100 poster panels will be set up at the venue, and, with the cooperation of the
Keidanren, a number of human resources and recruitment supervisors and other
industry representatives will be invited to participate and engage in informal
discussions with students. This will be arranged in advance such that students
from any of the Program for Leading Graduate Schools have a chance to
participate. Light refreshments will also be provided.

The Program for Leading Graduate School has sought to ensure that graduates
are equipped with“T-shaped skills,”a combination of in-depth expertise with a
broad perspective and flexible intellectual approach. There are also growing
expectations toward their abilities as talented graduates who can create a new
value. The forum will bring together speakers from both industry and academia to
address a number of topics related to how the program should be developed and
the potential roles for students who are due to complete their programs and start

本プログラムのあり方、来春飛立つ5年一貫教育の修了生の活用策のあり方等を

9：00

Poster Session

11/11 10：40-11：40

Round-table Discussion on
Industry-Academia Collaboration

でしょうか。こうした多様な課 題に対し、産と学の双方からスピーカーを集め、

11/11 15：35-17：15

Participants will hear from students who are about to complete their five-year
programs and to embark on their first career paths. The discussion will allow
students from both the sciences and the humanities to look back on the five
years of education they have received in their programs and address topics such
as whether they have succeeded in both acquiring in-depth expertise and
developing a broad perspective and flexible intellectual approach, what they have
learned, what they would have liked to gain and challenge more, and what
experiences and challenges they have had when they have been seeking for their
employments. It will also provide an opportunity to discuss how the programs
should be developed in the future from the perspective of students, while also
gathering opinions from discussion participants from the field of industry.

As a representative of the Keidanren, Mr. Teruo Asada, Chairman of the Board,
Ma rubeni Corporation, will address the first invited talk. Ms. Sakie
Tachibana-Fukushima, President and Representative Director of G&S Global
Advisors Inc. will address the second invited talk.

リーディングプログラムは、深い専門性を備えた上で、幅広い視野を持ち、柔軟な

11/11（FRI）

Round-table Discussion
from a Student Perspective

Discussions by Students

Invited Talks 1,2

作りについて議論します。

産 学 ラウンドテ ーブ ル

their careers next spring, such as what kinds of new workplaces in industry can
bring out the talents of doctoral graduates with T-shaped skills, what skills are
sought in the workplace, what roles are expected of graduates, what roles
education and research in the humanities have to play, and what future
approaches should be taken to determining which areas should be taught in
university and which should be covered through training in companies.

Background and Objectives

11/11 15：35-17：15

ジュピター
Jupiter

Career path-specific sessions (4) academia and national research institutes (science and technology)

分科会 ⑤ アカデミア・ 国研（人文・社会科学系）
・行政体
Career path-specific sessions (5) academia and national research institutes (humanities and social sciences)

分科会 ⑥ 国際機関
Career path-specific sessions (6) international organizations

Forum 2016, Program for Leading Graduate Schools

