■ 開 催 日 ： 2015 年 ３月１８日（水） 13:00～18:00

※

（予定）

※ 詳細は、[慶應義塾研究連携推進本部] ウェブサイトの [イベント新着情報] でお知らせします。

※

http://www.rcp.keio.ac.jp/index.html

■会

場 ： 慶應義塾大学 三田キャンパス北館ホール

研究連携推進本部は、2011 年 4 月 1 日の設立から 4 年を迎えました。研究の入口から出口まで、本学の研究者の個々の独創的な研究が、やがては分
野を超えた融合研究や新しい研究領域の創出につながるように、有機的な研究連携を戦略的に推進できる体制作りを目指しています。
また現在慶應義塾は新たな局面を迎え、「世界に貢献する研究大学としての慶應義塾の方向性」に向けて動き出しました。「超成熟社会の持続的発展」を
キーワードとして、国際研究大学としての研究・教育活動を推進していきます。
本フェアでは、慶應義塾大学で行われている研究例を紹介すると共に、本学が海外の大学・研究機関と進めている連携に基づく成果を紹介します。

プログラム（予定）

※講演内容は、変更となる場合があります。

海外連携拠点 紹介

同時通訳あり

The Research Partnership between ISHS-CNRS (Centre
national de larecherche scientifique , France) and Keio
University on Interdisciplinary Logic and Cognitive
Science Field
CNRS 人文・社会科学部門と慶應義塾諸拠点との学際的
論理学・認知科学研究における連携成果と今後の展望
慶應義塾大学文学部教授
岡田 光弘
フランス国立科学研究センター（CNRS)
人文・社会科学部門本部（IHSS）
副部門長（Scientific deputy director), 学際研究担当
Prof. Sandra Laugier
同センター同部門
副部門長（Scientific deputy director), 国際連携担当
Prof. Pascal Marty

Keio-NUS CUTE Center: a strategic collaboration to
foster creative innovation
Keio-NUS CUTE Center: 創造的なイノベーションを産み
出す戦略的なコラボレーション
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科委員長
Co-Director, Keio-NUS CUTE Center 稲蔭 正彦
シンガポール国立大学（NUS）
Co-Director, Keio-NUS CUTE Center
Prof．Ellen Yi-Luen Do

塾内助成（次世代研究プロジェクト推進プログラム） 成果報告
不安を生み出す「心・身体・脳」のメカニズムの解明：
基礎研究と教育的実践 （塾内助成：次世代研究プロジェクト推進
プログラム＜基礎学術研究型＞）

慶應義塾大学文学部教授 梅田 聡
太平洋島嶼の歴史生態学：「高い島」と「低い島」の
景観史研究(塾内助成：次世代研究プロジェクト推進プログラム
＜ミニＣＯＥ型＞）

慶應義塾大学文学部教授 山口 徹

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 成果報告
「思考と行動判断」の研究拠点 （戦略的研究基盤形成支援
事業）
慶應義塾大学文学部長 関根 謙（拠点代表）
慶應義塾大学文学部教授 岡田 光弘

Tissue Biology の基盤形成による癌の病態解明と革新的診
断・治療法の開発 （戦略的研究基盤形成支援事業）
慶應義塾大学医学部教授 坂元 亨宇

国際連携研究拠点の現状と将来の展望
慶應義塾大学研究連携推進本部本部長

菱田 公一

参 加 費 ／ 無料
／ rca-staff[at]adst.keio.ac.jp まで、メールでお申込ください。
・
・

メールタイトルを「慶應研連推フェア 2015 参加申込」とし、お名前・ご所属（団体名・部門など）・参加
ご希望の人数をお知らせください。
メールアドレスの[at]を@に置き換えて送信してください。

主
催 ／ 慶應義塾大学 研究連携推進本部
お問 合 せ ／ 慶應義塾 学術研究支援部（研究連携推進本部担当）
電話： 03-5427-1678 （内線：25804） E-mail： rca-staff[at]adst.keio.ac.jp
研連推フェア 2015 Flier20140916

スケジュール（予定）
13:00～13:15

※講演内容は、変更となる場合があります。

開会挨拶
真壁 利明

慶應義塾 常任理事

【海外連携拠点 紹介】
13:20～14:10

同時通訳あり

The Research Partnership between ISHS-CNRS (Centre national de larecherche scientifique ,
France) and Keio University on Interdisciplinary Logic and Cognitive Science Field
CNRS 人文・社会科学部門と慶應義塾諸拠点との学際的論理学・認知科学研究における連携成果
と今後の展望
岡田 光弘

慶應義塾大学文学部教授

フランス国立科学研究センター（CNRS)
人文・社会科学部門本部（IHSS）副部門長（Scientific deputy director),
Prof. Sandra Laugier

学際研究担当

同センター、同部門、副部門長（Scientific deputy director),
国際連携担当
Prof. Pascal Marty
14:15～15:05

Keio-NUS CUTE Center: a strategic collaboration to foster creative innovation
Keio-NUS CUTE Center: 創造的なイノベーションを産み出す戦略的なコラボレーション
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科委員長
Co-Director, Keio-NUS CUTE Center
シンガポール国立大学（NUS）
Co-Director, Keio-NUS CUTE Center

稲蔭 正彦

Prof．Ellen Yi-Luen Do

【塾内助成（次世代研究プロジェクト推進プログラム） 成果報告】
15:15～15:45

不安を生み出す「心・身体・脳」のメカニズムの解明：基礎研究と教育的実践
（塾内助成：次世代研究プロジェクト推進プログラム＜基礎学術研究型＞）
梅田 聡

慶應義塾大学文学部教授
15:50～16:20

太平洋島嶼の歴史生態学：「高い島」と「低い島」の景観史研究
(塾内助成：次世代研究プロジェクト推進プログラム＜ミニＣＯＥ型＞）
山口 徹

慶應義塾大学文学部教授

【私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 成果報告】
16:25～16:55

「思考と行動判断」の研究拠点 （戦略的研究基盤形成支援事業）
慶應義塾大学文学部長

関根 謙（拠点代表）

慶應義塾大学文学部教授
17:00～17:30

岡田 光弘

Tissue Biology の基盤形成による癌の病態解明と革新的診断・治療法の開発
（戦略的研究基盤形成支援事業）
慶應義塾大学医学部教授

17:35～17:45

17:50～18:00

坂元 亨宇

国際連携研究拠点の現状と将来の展望
慶應義塾大学研究連携推進本部本部長

菱田 公一

慶應義塾大学研究連携推進本部副本部長

細田 衛士

閉会挨拶

