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2013年度の基本方針と活動計画について
Basic Policy and Activity Plan for the Academic Year 2013
グローバルセキュリティ研究所（G-SEC）の2013年度事業計画は、以下の基本方針に基づき推進することが、2013年
1月17日に開催された運営委員会において承認されました。これらの基本方針に基づき、今年度のG-SECがどのような
活動を計画しているかを紹介します（G-SEC所内運営委員会（4月8日）記録より）。
基本方針
1. 研究・教育・人材育成については、これまでの成果を踏襲してさらなる発展をめざす。
2. 国内外の機関との研究交流を深めつつ、「復興から再生」に資する研究を推進する。
3. 研究成果等を社会へ発信・共有するために、出版、Web広報、セミナーを強化する。
In the meeting held on January 17, 2013, the steering committee of the Global Security Research Institute (G-SEC)
approved the resolution to follow the basic policy and activity plan outlined below as the basis for its annual plan for the
academic year 2013. We are introducing a range of activities planned for the year in accordance with this basic policy (as
recorded by the G-SEC steering committee on April 8, 2013).
Basic Policy
1. Further develop the three fields of research, education, and human resource development based on the successful results obtained in the past year.
2. Promote research that contributes to the agenda “From Reconstruction to Regeneration” while deepening research exchange between institutes both at home and abroad.
3. Strengthen publication and public relations activities through websites and seminars to promote research.
所長
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2013年度の基本方針と活動計画について

事務局 共同研究、寄附講座、Faculty Seminarと、

Office: Activities in a variety of areas, such as joint research, en-

今年度も多方面にわたる活動が計画されていま
説明いただけますでしょうか。

dowed lecture courses, and G-SEC faculty seminar series, are
planned for this year. Please elaborate on these research activities,
beginning with the new ones.

竹中 今年度は、「バブル後25年の検証」を新た

Takenaka: This year, we will start the project called “Investigating a

にスタートさせます。日経平均株価が最高値3万

Quarter Century after the Bursting of the Bubble Economy.” In
2014, a quarter of a century will have passed since the Nikkei
Stock Average peaked at ¥38,915 on December 28, 1989. The
mass media calls this period “the lost two decades.” Is “the lost two
decades” the appropriate expression? In the first place, why did the
bubble economy occur? Why has the economy remained stagnant
for more than 20 years since the bubble burst? Systematic verification studies on the bubble economy and its bursting in Japan are
scarce.

すが、研究活動について、新規の取り組みからご

8915円（1989年12月28日）を付けてから2014年
で四半世紀を迎えます。マスコミでは「失われた
20年」と呼ばれていますが、なぜバブルが起きた
のか。バブル崩壊後、20年以上にわたって経済
が停滞しているのはなぜか。日本では、バブルと
その崩壊について体系だった検証がほとんどな
されて来なかったと言っても過言ではありませ
ん。
このプロジェクトは、財政、金融、都市、情報、政
策、労働、くらし、社会保障、産業組織、科学政策、
企業、経済等の分野から有識者を招いて10数回
のモーニングセミナーを開催し、多角的視点から
バブル後四半世紀を検証し、議論を交わしてい
こうというものです。この成果は来年になると思い
ますが、書籍にまとめて刊行する計画です。
加えまして、グローバル経済研究会 、国際金融
市場共同研究会 、原発事故検証フォローアップ

As a part of this project, we will conduct more than ten seminars, inviting intellectuals from a variety of fields such as public
finance, finance policy, urban development, information studies,
policy management, labor economics, science of living, social security, industrial organization, scientific policy, business management, and macroeconomics, with the aim to verify the economic
progress made since the bubble from a multilateral viewpoint and
exchange opinions. We plan to compile the results of these discussions into a book next year.

第1期は40名の委員に参加いただき、6回の会議

Apart from this new project, we will continue with the “Global
Economics Studies,” “Global Financial Markets Studies,” and
“Follow-up Study on the Accident in the Nuclear Power Plant”
projects as we did last year.

と合宿で討議を重ねた結果として、2件の復興支

Tamura: The “G-SEC Reconstruction Leader’s Conference will en-

援活動モデルと、3件の課題共有に関する提言

ter its second year this year. In the first year, a total of 40 committee members participated in the discussions held during the six
meetings and camps conducted, constructed two models for reconstruction support activities and developed three proposals for sharing problems related to reconstruction. The two models and three
proposals were presented at the symposium held on February 23,
2013, in the presence of Takumi Nemoto, Minister of Reconstruction, and Kan Suzuki, a member of the House of Councilors.

は、昨年に引き続き継続していきます。
田村 「復興リーダー会議」は第2期を迎えます。

がまとめられました。それらは2月23日に根本復
興大臣、鈴木寛参議院議員にご列席いただいた
シンポジウムで発表されました。
第2期は、第1期の活動に加えて、全国各地の
地域振興、過去の震災からの復旧・復興等につ
いて、個人の経験に依拠した「暗黙知」をより多く
「形式知」とし、それを素材に復旧・復興等の活動
モデル、課題を掘起し、提言を検討すること。そし
て、復旧・復興を支援・推進するネットワークを拡
大することを目指したいと考えています。

In the second year, besides the activities performed in the first
year, we plan to gather the implicit knowledge gained from personal experiences in regional development as well as the knowledge in
recovery and reconstruction gained from past disasters, and to
transform them to systematized knowledge with general versatility
as much as possible. We plan to use this knowledge to build activity models for recovery and reconstruction, explore problems, and
review proposals. At the same time, we wish to expand the network
to support and promote recovery and reconstruction.

2013年度の基本方針と活動計画について

武山 経済のグローバル化や情報環境の急速

Takeyama: As the economy is globalizing and the information en-

な変化のなかで、企業にとって、新たな事業を

vironment is changing rapidly, it has become an important issue
for every company to create new businesses and values in collaboration with its customers. Thus, we initiated an industry-university
joint project, where members are working to develop open innovations and marketing methods that can attract consumers. In particular, the members focus on creating knowledge and ideas beyond
organizational boundaries with the help of various communication
media.

創造し、また顧客と価値を共創していくことは重
要な課題となっています。 私のプロジェクトで
は、消費者を巻込んだ企業のオープンイノベー
ションやマーケティングの方法を開発すべく、産
学共同でプロジェクトに取組んでいます。特に、
様々なコミュニケーションメディアを活用し、組
織の壁を超えた知識やアイデアの創発を起こ
すことに焦点を当てています。
昨年度からの継続になりますが、既に2件の共
同研究の申し入れを企業よりいただいていま
す。
もう1つ、坂倉先生を中心に活動をしています
が、港区からの委託事業で地域コミュニティサ
ポートスタッフ養成に関する調査研究と、その運
営を引き受けています。核家族化等により、今
後需要が高まると推察される、地区のコミュニ
ティ構築を推進する人材育成を目的としていま
す。
土屋 一番親交のある外国は？との問いに、多

くの日本人はアメリカを挙げると思われますが、
国内にアメリカを研究する拠点は意外と少ない
のが実状です。アカデミアに限らず、ビジネスの
世界でも欠かせないパートナーといえるアメリカ
について、義塾の研究者を中心に研究拠点を
作りたいと考えています。とはいえ、もはやアメリ
カばかりを研究していれば良いという時代では
なく、アメリカを通じて世界を見る、あるいは世
界がアメリカをどう見ているかを探るという視点も
求められます。日米関係を軸に、広くグローバ
ル社会の中で日本とアメリカの位置づけを考え
ていくプロジェクトにしたいと思います。
昨年度までの2年間、義塾の次世代研究プロ
ジェクト推進プログラムによる研究補助を受け

We have already received a proposal for joint research from
two companies last year and will work on them this year.
We are also working on another project under the leadership of
Project Senior Assistant Professor, Kyosuke Sakakura. It is a project sponsored by Minato Ward, and we have been entrusted with
the operation of this research on the development of support staff
in regional communities. The project aims to develop human resources for promoting the construction of a local community. We
understand that the study results will be in great demand because
of the ongoing trend toward nuclear families.
Tsuchiya: If Japanese citizens are asked which foreign country is

the friendliest to Japan, most of them will answer that it is the
United States. However, in Japan, there are not as many institutions offering American Studies as people may expect. We are
planning to establish a research core staffed with researchers inside and outside Keio University covering the U.S. in many fields.
We can no longer be satisfied with research focusing on the U.S.
alone today. We need to develop two new viewpoints: how the
U.S. sees the world and how the world sees the U.S. We wish to
make this project a platform to consider the Japan-U.S. relations
in the global context.
Funded by the Keio University’s “Promotion Program for the
Next-generation Research Projects,” for the last two years, we
organized workshops in fields such as culture, politics, the economy, and law to establish relations with U.S. agencies and researchers. Based on these endeavors, we plan to strengthen and
widen such relations.

て、文化研究、政治研究、経済、法律・憲法な
どのワークショップを組んで、アメリカの機関、研
究者との関係を築いてきました。今年度からは
それらを礎に、いっそうの関係拡大、そして拠点
化につなげていくことを計画しています。

＜好評開催中＞モーニングセミナー「バブル後２５年の検証」
第３回

７月 ２日（火） 島田 晴雄氏（千葉商科大学）

第４回

７月１６日（火） 松原 聡氏 （東洋大学）

第５回

９月１７日（火） 袖川 芳之氏（電通）

労働

産業政策
くらし

コーディネーター： G-SEC所長 竹中 平蔵

いずれも 8:15～9:30 東館 ６階 G-SEC ラボ にて開催
詳細および参加お申込みは、Ｇ－ＳＥＣホームページ（http://www1.gsec.keio.ac.jp/）をご覧下さい。

2013年度の基本方針と活動計画について

事務局 次に、寄附講座とFaculty Seminarにつ

Office: Next, please elaborate on the endowed lecture courses and G-

いてはいかがでしょうか。（事務局）

SEC faculty seminar series.

竹中 寄附講座は5年目を迎えます。今年度は

Takenaka: The endowed lecture course will enter in its fifth year. This

私が3講座、商学部の梅津光弘先生が1講座を

した。

year, I will teach three courses, and Mitsuhiro Umezu, Associate Professor of Faculty of Business and Commerce, will teach one course.
Masaya Sakuragawa, Professor of Faculty of Economics, taught
“Theory of Tourism” two years ago, and we published a book titled
“Study on the Growth of Tourism” last year, based on his accomplishments.

田村 Faculty Seminarは、昨年よりグローバル人

Tamura: The development of global human resources has been one of

材の育成を重点課題として取り組んでいます。

今年度も引き続きグローバル人材の育成を

the top priorities of the G-SEC faculty seminar series since last year.
In October, we invited Dr. Daniel Shapiro, the Director of the Harvard International Negotiation Program, and he delivered a lecture
titled: “Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate.” As we
received excess number of entries, the venue of his lecture was
changed to the Hall of the North Building. We plan to invite more
intellectuals involved with advanced approaches in various fields that
fall under the theme of developing global human resources.

テーマに、各方面で先進的な試みに取り組んで

Office: G-SEC holds an annual symposium to share the research re-

いる方を講師にお招きしていく予定です。

sults with the society at the Open Research Forum, which is held by
the Shonan Fujisawa Campus each November. Please educate us
about your plan for the symposium this year.

担当します。
一昨年、経済学部の櫻川昌哉先生に担当い
ただいた「ツーリズム論」は、その成果を踏まえて
編集した「ツーリズム成長論」を昨年度出版しま

10月に、ハーバード国際交流プログラムディレク
タ ー の ダ ニ エ ル・シ ャ ピ ロ 博 士 を お 招 き し て
「ハーバード流交渉の最先端に迫る－感情を活
かす交渉学－」と題して講演いただいた際に
は、参加申し込みが多く、北館ホールに会場を
移して開催しました。

事務局 研究成果の社会との共有について、毎

年11月にSFC ORF（Open Research Forum）会
場でシンポジウムを開催していますが、今年度
の計画はいかがでしょうか。（事務局）
竹中 昨年は、嘉悦大学ビジネス創造学部の高

橋洋一教授と、シティグループ証券株式会社取
締役副会長の藤田勉氏をゲストにお招きして
「バブル後四半世紀を検証する」と題したシンポ
ジウムを開催しました。
今年は「バブル後25年の検証」の成果が積み
重ねられている時期ですので、中間報告会的な
位置づけで開催できるものと考えています。
田村 「復興リーダー会議」第2期は、SFC ORF

でのシンポジウムでの発表を最終ターゲットに、
プロジェクトを進めています。

Takenaka:

Last year, we held a symposium under the title,
“Investigating a Quarter Century after the Bursting of the Bubble,”
and invited Yoichi Takahashi, Professor of Graduate School of Business Innovation of Kaetsu University, and Tsutomu Fujita, Vice
Chairman and Director of Citigroup Global Markets Japan Inc., as
guests.
We expect that many results from the project “Investigating a
Quarter Century after the Bursting of the Bubble Economy” to have
accumulated by the time this year’s symposium is held, and so we are
sure that we can hold a symposium as a meeting for interim reporting.

Tamura: In the second year of the “Reconstruction Leader’s Confer-

ence,” our goal is to advance the project by sharing a presentation at
the SFC Open Research Forum.

武山 私の研究プロジェクトも、例年、展示という

Takeyama: I will also continue sharing the results of my project at the

形ですが、SFC ORFの場を借りて成果を社会と

SFC Open Research Forum to get feedback from society. We sincerely wish to participate in the SFC Open Research Forum again this
year.

共有し、フィードバックをいただく活動を続けて
います。
今年も、ぜひ参加したいと考えています。
竹中 昨年度は寄附講座の成果を出版しました

が、このような形で、研究所の活動成果を社会と
共有していくことは、今後も続けたいと考えてい
ます。

Takenaka: We have compiled the results of the endowed lecture cours-

es into a book. We sincerely wish to continue with our endeavors to
share the results of our research activities with society.

「ご近所イノベータ養成講座」開講
港区芝地区総合支所との協働による地域活性化人材育成事業

Opening the new course “Developing Neighborhood Innovators”
Development of human resources for local revitalization in collaboration with Minato Ward .
本格的な少子高齢社会を迎える現在、地域生活
の基盤としての「つながり」や「支え合い」の創
出が求められている。しかし、「つながり」や
「支え合い」は、従来の政策課題と異なり、行政
の施策によって直接生み出すことができないこと
から、地域づくりを担う人材の育成が求められ、
その方法が模索されている。

これまで港区芝地区総合支所とは、「芝の家」
の開設と運営を通じて、地域コミュニティ創出の
手法に関する実践的研究を行ってきた。こうした
知見を活かした新たな人材育成事業モデルの提案
が「ご近所イノベータ養成講座」である。
そのコンセプトは、「自分を生かし、地域を活
かす」。すなわち、リーダー育成や活動の組織化
ではなく、自分のやりたいことを地域につなげる
ことで、日常生活にイノベーションを起こし、そ
れを近隣に広げていけるインフルエンサー＝「ご
近所イノベータ」の養成を目指すということであ
る。
2013年度の開講に向けて、2012年度は、各地の
先進的な事例調査、実験的講座の実施、広報計画
の検討などを経て、最終的な講座の実施計画を作
成した。2013年3月、FacebookやWebマガジンも活
用して、応募を開始、次のような呼びかけを行っ
た。
「ご近所イノベータ養成講座は、まずは、地域
に暮らす一人ひとりが『自分のやりたいこと』
を、一人でやるのではなく、『ご近所』につなげ
てみる。そして、多くの小さな『ご近所イノベー
ション』が積み重なることで、やがて地域の『つ
ながり』の量と『支え合い』のかたちが少しずつ
変わっていく。こうしたまったく新しい地域づく
りを、港区からみなさんとともに、はじめてみた
いと考えています。自分の生活と地域のあいだ
に、小さな『イノベーション』を引き起こしてみ
ませんか。」
この結果、定員の3倍近くの応募があり、その
なかから書類・面接選考を経て、20人の受講者が
確定した。いよいよ、6月1日から約5ヶ月の講座
がはじまる。（坂倉杏介）

研究プロジェクト
紹

介

Introduction of the
Research Project

The ideas of “relationships” and “being mutually supportive” can be regarded as forming an important part of community life in today’s society, which faces an aging population with fewer children. Unlike with more conventional
policy issues, the ideas of building “relationships” and
“being mutually supportive” are concepts that cannot be
created directly by administrative policies. It is, therefore,
necessary to develop human resources responsible for building communities and to explore the methods to develop
these human resources.
So far, we have only been conducting practical research
on methods to create a local community with the help of the
general affairs office of Shiba area of Minato Ward, through
the establishment and operation of “Shiba House.” The introduction of the new course “Developing Neighborhood
Innovators” proposes to help establish a new human resource development model that makes the best use of the
knowledge accumulated from practical research.
The concept of this course is to “use your ability and
utilize the strengths within communities.” That is, instead of
developing leaders and organizing activities, this course
aims to develop people who are able to exert a positive influence in the local communities they serve. These
“neighborhood innovators” align their goals with the local
communities they serve to promote innovations that benefit
the neighborhoods in which they work.
At the beginning of 2013, we drew up the final plan of
execution for the course through preparatory tasks that included surveying advanced cases around the country, offering an experimental course, and reviewing public relations.
In March 2013, we began collecting applications through
Facebook and web magazines with the following introductory statement:
“The Developing Neighborhood Innovators course asks
individuals living in communities to start associating “what
each of them wants to do” with their “neighborhoods” instead of only acting for themselves. As a number of small
“neighborhood innovations” begin to accumulate, no matter
how small each innovation is, they will change the qualitative and quantitative level and number of “relationships”
and promote the concept of “being mutually supportive” in
communities. We sincerely wish to start building such a
community in this new way with the help of the residents of
Minato Ward. We suggest you to create small, innovative
links between your life and your communities.”
Using the above approach, applications were nearly triple
the enrollment limit. After document screening and interviews, we selected 20 students. Finally, this five-month
course will start on June 1, 2013 (Kyosuke Sakakura).

開催報告 第13回 Faculty Seminar

■G-SEC 開催報告■
第１３回 Faculty Seminar

2013年5月24日（金）

東館

G-SEC Lab.

中室先生は、日本で働きたい外国人は日本の大学にいくべきか等の教育的な命題
を経済学の観点から研究されている。現在、コストを抑えて効果的に途上国を援助で
きているかどうかを分析する試みが世界でなされている。その中で低コストで最大の
教育成果を挙げるには虫下し薬を配布して衛生状態を良好にすることだと判明し
た。ただ、この分析には教育現場で実験することが適切であるかと倫理面を指摘する
意見もある。先生はまずは小規模の分析からはじめ、社会の支持を得ることが必要だ
と述べる。限りある資源を有効活用するべく経済学を用いる考えは、効果的な途上国
支援を明瞭に把握する重要なツールだと感じさせられた。

The 13th Faculty Seminar: Held in the G-SEC Laboratory in the East Building
on Friday, May 24, 2013.
Makiko Nakamuro, Associate Professor of the Faculty of Policy Management, studies educational subjects such as analyzing the economic utility of a Japan-based tertiary education for non-Japanese people seeking to work in Japan.

The 13th Faculty Seminar

Today, various analytic studies are being conducted worldwide to understand
whether or not developing countries are being supported effectively at a reasonable cost. Pertinent to this, for example, one exemplary study found that an improvement in sanitary conditions by the distribution of
deworming medicine is the best way to achieve the greatest educational effect at a low cost.
However, in response to this method of analysis, some researchers question the ethical propriety of conducting experiments in
the field of education. Professor Nakamuro mentioned that it is necessary to start with this kind of analysis on a small scale and
gather support from society. Her responses elucidated that the use of economics for the effective utilization of limited resources is an
important tool to clearly understand the effectiveness of assistance provided to developing countries.

＜既刊本紹介＞
「ツーリズム成長論」（慶應義塾大学出版会）
櫻川昌哉（慶應義塾大学経済学部教授）

編著

慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所

編著

本書は、日本ツーリズム産業団体連合会（現 (社)日本観光振興協会）の寄付
により、グローバルセキュリティ研究所が開講した寄附講座「ツーリズム
論」の講義を基に書籍化されたものです。
日本の観光振興を牽引する第一級の実務家・研究者たちが、観光経済学の
基礎からグローバル競争下の最新動向と展望までやさしく、楽しく、そし
て熱く紹介する「超ツーリズム入門」です(2013年3月発行)。

開催報告

第２期「復興リーダー会議」第１回会合

The G-SEC Reconstruction Leader’s Conference

第２期「復興リーダー会議」第１回会合

2013年5月25日（土）東館

G-SEC Lab.

「復興リーダー会議」は、東日本大震災の復興現場を中心に、全国各地の地
域 振興のプラットフォームづくり等において活躍するリーダーを集め、彼らを支
援し、日本の復興、ひいては日本発グローバルリーダー像とその育成プログラム
づくりにつなげることを目的に昨年春に発足し、今期で第2期目を迎えた。
第2期初回会合は、委員18名、オブザーバー5名の出席により開催された。会合
は2部構成で、第1部では、「震災から2年が経過した今、被災地／被災者が復興
を担うリーダーに求めること」をテーマに、公立大学法人宮城大学理事長兼学長
の西垣克氏にご講演を頂いた。現地に住む人々と、復興ボランティアとして全国
からやってくる人々や行政との意識のずれ、 2年が経過した今、「復興」や「被災
地」といった言葉に特化した議論や押しつけの支援活動ではなく、持続可能な産
業をいかに根付かせるか、この不幸な歴史を繰り返さないため教育や行政はどう
Participating Members in the second section
of the “Reconstruction Leader’s Conference”
あるべきかといった点に日本全体の問題として取り組んでいく必要性に焦点をあ
Masaru Nishigaki’s speech in the first section
て、講演とそれに続く会議委員との質疑応答を通じ活発な議論が行われた。 第2
of the “Reconstruction Leader’s Conference”
部では、会議委員によるグループワークを通し「復興リーダー会議」において最終
的にアクションプランや政策提言に落とし込んでいくテーマ・キーワードのあぶり
だしを行った。多様なキーキーワードが抽出されたが、中でも、被災地にとどまらず全国的に横展開可能な産業雇用問題、地域コミュニ
ティにおける住民と行政との意思疎通、震災復興を語る上での福島（原発問題）の特殊性、災害時の情報発信・ロードマップのあり方、と
いった課題に焦点を当てた議論が展開された。

The first meeting of the second year of the “Reconstruction Leader’s Conference” held in the G-SEC Laboratory in the East
Building on Saturday, May 25, 2013.
The “Reconstruction Leader’s Conference” was inaugurated last spring with the aim to gather and support leaders actively involved in the
construction of a platform for regional development across the country, especially those from the field of reconstruction in the areas that were
devastated by the Great East Japan Earthquake. It is expected that this initiative will ultimately build an image of a program for global leaders
from Japan. The program entered its second year this year.
In the first meeting of the second year, 18 members and five observers participated. The meeting consisted of two sections. In the first
section, Masaru Nishigaki, Director and President of Miyagi University, delivered a speech titled: “Two years have passed since the earthquake disaster. What do the afflicted areas and victims now seek from leaders involved in
reconstruction?”
In reference to the fact that two years have passed since the disaster, he focused on the
necessity to address issues such as differences in the levels of awareness regarding reconstruction among the administration, volunteers from across the country, and people from the
actual affected areas. He also addressed issues such as the establishment of sustainable industries, together with the sort of education and administration systems required to prevent
such unfortunate incidents from occurring again, instead of merely holding discussions that
highlight words such as “reconstruction,” “afflicted areas,” and “intrusive support.” The
speech gave way to heated discussions on the topic and subsequent questions and answers
between the speakers and committee members.

Participating Members in the second section
of the “Reconstruction Leader’s Conference”

In the second section, participating members clarified the themes and keywords that
would ultimately materialize into action plans and policy proposals on the “Reconstruction
Leader’s Conference” through group work of the committee members. In particular, the discussion developed with a focus on the development of industrial employment horizontally
across the nation beyond the afflicted areas; communication between residents and local
administration; reconstruction activities particularly in Fukushima (the nuclear power generation issue) following the earthquake; and information dispatch, as well as road maps needed during the time of a disaster.

活動報告 - 新年度会合、寄附講座ガイダンス

■G-SEC 活動報告■
2013年度 新年度会合

4月1日（月）

東館

セミナー室

2013年4月1日（月）東館セミナー室において、G-SEC新年度会合を開催した。
新年度会合は、研究者同士が顔合わせをすることにより、部門横断的研究や融合的研究に発展することを狙いとして開催してい
る。竹中所長より、今年度の事業計画について説明があり、その後研究プロジェクト毎に研究紹介および自己紹介が行われた。
G-SEC’s New Year Meeting for the academic year 2013 was held on Monday, April 1, 2013, in the seminar room of the East Building. The purpose of the first meeting at the beginning of the new academic year is for researchers to confirm that their goals are becoming more cross-sectional
and integrated and to cultivate a better understanding. In this context, Director Takenaka explained G-SEC’s annual plan for this academic year,
after which each research project was introduced. During the introductions, the members introduced themselves and presented their studies.

【 研究プロジェクト G-SEC Research Projects 】 (（）はプロジェクトリーダー (Project Leader))

2013年4月1日現在

As of 2013.4.1

・グローバル経済研究会（竹中 平蔵） / Global Economics Studies (Heizo Takenaka)
・国際金融市場共同研究会（竹中 平蔵） / Global Financial Markets Studies (Heizo Takenaka)
・アメリカ研究プロジェクト（竹中 平蔵） /American Studies (Heizo Takenaka)
・原発事故検証フォローアップ（竹中 平蔵）/ Follow-up Study on the Accident in the Nuclear Power Plant (Heizo Takenaka)
・復興とリーダーシップに関する研究（田村 次朗） / A Study on Recovery and Leadership: Leadership in Recovery Education Project (Jiro Tamura)
・慶應－国連PRMEプロジェクト（梅津 光弘） / Keio-UNGC PRME Project (Mitsuhiro Umezu)
・地域コミュニティサポートスタッフ養成に関する調査研究及び運営業務委託（武山 政直）
/ Research and Practice on Training Community Support Staffs (Masanao Takeyama)
・ソーシャルメディアを活用した実空間におけるコミュニケーション設計及びデザイン手法の研究開発（武山 政直）
/Development of Design and Communication Methods using Social Media (Masanao Takeyama)

G-SEC 寄附講座ガイダンス

4月4日（木）

西校舎

501番教室

2013年4月4日（木）西校舎501番教室においてG-SEC寄附講座ガイダンスを開催した。今年度は以下の寄附講座を開講する。ガイダンス
には、約220名の学生が参加し、講座設置のねらいや講義概要について説明された。
Guidance on G-SEC endowed lecture courses was provided in Classroom 501 of the West Building on Thursday, April 4, 2013. G-SEC will offer the
following endowed lecture courses as planned this year. See below for details. A total of 220 students attended the course guidance seminar where
they received an explanation about the purpose of the endowed lecture courses, together with a summary of the contents of each course.

【 2013年度設置講座 G-SEC endowed lecture courses in 2013 】

■春学期 Spring semester
シティグループ証券寄附講座「グローバル金融市場論」

“Global Financial Markets”

アントレプレナー寄附講座「起業と経営」 “Innovation & Leadership”
中外製薬寄附講座「健康への貢献：CSR論からの新たなアプローチ」 “Dedication to Health: New Approach from CSR”

■秋学期 Fall semester
シティグループ証券寄附講座「グローバル金融市場論演習」 “Global Financial Markets”
森ビル寄附講座「アートと社会」 “Art and Society”
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