一般社団法人日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)との連携講義に関するお知らせ
以下の通り、開講いたしますので、TWINSで履修申請の上、奮ってご参加ください。
参考URL： https://www.tsukuba.ac.jp/education/pdf/h29japic.pdf

世界に挑む産業界・官界トップリーダーによる連続リレー講義【受入上限数200名】
社会基礎学ーグローバル人材に不可欠な教養I－
科目番号： 1226151
オーガナイザー：野村 港二
講義日程：4/22(土), 5/20(土), 6/3(土), 6/17(土), 6/24(土)
13:30～16:30(初回：13:00～、第2回：14：00～)
会場: 春日講堂

社会基礎学ーグローバル人材に社会が求める教養－

授業実施済み。

履修希望者は、「特別履修申請」により登録してください。

科目番号：1G26031
オーガナイザー：五十嵐 浩也
講義日程：10/14(土), 10/28(土), 11/11(土), 11/25(土),
12/2(土) 13:30～16:30
会場: 春日講堂

世界に挑む産業界・官界トップリーダーによる大学院アドバンスト・ディスカッションコース
・授業の準備等がありますので受講が確実にできる方のみ登録してくださ い。
・履修者数は１０～１５名を標準とし、１５名を超える場合は履修制限（選抜）を行う事もあります。
また、１０名を下回った場合は、開講しない場合があります。
流動化する世界とこれからの日本
科目番号：01ZZ513
担当教員：田邉 弘幸

テクノロジーとグローバルで拓く未来

講義日程：5/11(木), 6/8(木), 7/6(木) 13:00～

科目番号：01ZZ515
担当教員：岩田 眞二郎
講義日程：10/7(土), 11/11(土), 12/11(月) 13:00～

会場： 5/11(木)及び 6/8(木) 3B213 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ,
7/6(木) 双日㈱本社 21階

会場： 10/7(土)及び11/11(土) 春日キャンパス,
12/11(月) 都内(詳細は後日案内)

授業実施済み。

TWINS登録期間：4/7(金)～10/3(火)

平成２９年９月２１日 教育推進課

筑波大学 大学院共通科目
秋 AB

大学院生対象

01ZZ515

テクノロジーとグローバルで拓く未来
未来を拓いて行く為には、グローバルに考え・行動する事と、テクノロジーの活用（特にDisruptive Technology）が重要である。
世話教員

担当教員

●野村 港二（大学院共通科目委員長、教育イニシアティブ機構・教授）
●佐藤 忍（教育企画室長、生命環境系・教授） ●石田 東生（特命教授）

岩田 眞二郎 Shinjiro Iwata

株式会社日立製作所 アドバイザー

プロフィール
1972年4月、
（株）
日立製作所に入社、海外営業部門に配属となり初めて英会話に取組んだ。その後、シンガポールに6年間駐在。又、
シリコンバレーで通算12年間を過ごし、2社の買収会社の経営に携わった。その後、執行役専務情報・通信システム社社長などを経て、2013年、代
表執行役執行役副社長、2016年より現職。米国の単身赴任時代に家事全般を習得し、料理も趣味の一つとなった。

メンター

12/11【月】

キーワード

安達

プロフィール
1977年三菱商事入社。米国MITにてMBA取得後、第
二電電（現KDDI）
に出向し、ベンチャー企業の立ち上げに携わる。1988
年からマッキンゼー・アンド・カンパニーにて、情報通信・ハイテク産業
分野のコンサルタント業務に従事した後、GEキャピタル・ジャパン事業
開発本部長、日本リースオート社長等を歴任。2003年からカーライル・
グループ マネージングディレクター・日本代表を務め、中堅企業を中心
に20社以上に投資。2016年10月から現職。趣味は、愛犬2匹との散
歩と料理。

【土】

筑波大学

筑波大学

13：00〜

第３回

12/11
【月】
13：00〜

何故、今、グローバル化が必要なのか、そして、ビジネスのグローバル展開に必要な事は何か、を実ビジネスの
視点・経験を踏まえて議論する。同時に、グローバルに生き・仕事をして行く為に、必要な人材像、ビジネス文
化の相違についても議論・検討する。

●テクノロジーで未来を拓く

第2回
【土】

プロフィール
1981年早大卒三菱商事入社。同社米シリコンバレー
（SV）支店勤務後、2000年現地ベンチャー ineo,Inc.入社、2002年
（株）ACCESS入 社、2007年IP Infusion, Inc.CEO就 任、5年 間で売
上5倍と黒 字 化 達 成。2011年ACCESS社COO、2015年Midokura
President&COOを経て2016年SOMPOホールディングス グループ
CDO就任。米SVに延べ11年間滞在。米MBA、米CPA、電気通信主任
技術者、第1級陸上無線技術士、応用情報技術者等資格多数保有。趣味
は読書と映画とマリンスポーツ。ゴルフでシングル目指すも道半ば。

●グローバルに生き・仕事をして行く

13：00〜

11/11

SOMPOホールディングス株式会社
執行役員

楢崎 浩一 Koichi Narasaki

夢と情熱。ビジネスは知的格闘技。Disruptive Technology。
グローバルに戦う。質問力/問題発見能力/仮説構築力。

第1回

10/7

株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長

保 Tamotsu Adachi

何故、日本の将来にとってテクノロジーが重要かを議論・検討する。そして、
「イノベーションのジレンマ」
を教材
に使い、テクノロジーが産業に与える影響を研究する。又、事例研究として、富士フィルム及び日立製作所を取
り上げ研究する。

●テクノロジーで未来を拓く
都内の
日立施設

第2回に引き続き、何故、日本の将来にとってテクノロジーが重要かを議論・検討する。そして、
「イノベーショ
ンのジレンマ」
を教材に使い、テクノロジーが産業に与える影響を研究する。又、事例研究として、富士フィルム
及び日立製作所を取り上げ研究する。

●グローバルに活躍する人達からのメッセージ
企業で実際にリーダーとしてグローバルに活躍する経営者から、これまでの経験、今後の方向、課題について講
演を頂き、それに対し、質疑応答を通じ理解を深める。
（決まり次第お知らせ。）
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総合科目Ⅰ
・Ⅲ
総合科目Ⅰ

社会基礎学〜

グローバル人材に不可欠な教養Ⅰ

春 AB

世界に挑む産業界・官界トップリーダーによる連続リレー講義
第1回

4/22【土】

13：00〜16：40

14：00〜17：00

13：30〜16：30

第4回

6/17【土】

13：30〜16：30

第5回
オーガナイザー

6/24【土】

総合科目 Ⅲ

第1回

13：30〜16：30

社会基礎学〜

グローバル人材に社会が求める教養

10/14【土】13：30〜16：30

窪田 朗・吉村 麻央
三浦 潔司・德永 保
佐藤 忍

保・佐藤

日本外交の現状と課題

秋葉 剛男

ダイバーシティと人材活用〜国際機関、アジアに於けるマネジメントから日本の女性起業支援へ〜

原田 文代

現代の金融システム

吉村

途上国・新興国に対する日本の貢献〜日本の政府開発援助を振り返る〜

江島 真也

日本政治の現状と課題

伊藤

日本が誇る環境都市づくりの海外展開

石川 貴之

交通・観光ビッグデータがもたらす変革

野津 直樹

第４次産業革命の実現に向けて〜ロボット・ドローンを中心に〜

片岡 隆一

忍

隆

宏

【導入講義 】連続リレー講義の意味・意義と狙い

三浦 潔司

【パネルディスカッション】
【第１部】

進藤 秀夫・太田 誠
川手 康司・三浦 潔司

【パネルディスカッション】
【第２部】

学生は何を学び、何を身に付けるべきか？

第2回

第3回

11/11【土】13：30〜16：30
第4回

11/25【土】13：30〜16：30
第5回

12/2【土】

都市ソリューションの輸出

野田 由美子

GDP６００兆円に向けた経済産業省の取組

佐々木 啓介

総合商社の活動、国際情勢、少子高齢化の現実

島﨑

豊

日本経済の展望と課題

岡部

央

企業経営の現状・課題と戦略

右田 彰雄

日本の安全保障環境と防衛政策

鈴木 敦夫

地方自治の視点から社会資本整備を考える

森

13：30〜16：30

【パネルディスカッション】

社会資本整備と構造改革から見た我が国の成長戦略

五十嵐 浩也

流動化する世界

とこれからの日本

春 ABC

【パネルディスカッション】
【第１部】

グローバル化とは何か？グローバル化の中で日本は？

10/28【土】13：30〜16：30

大学院共通科目

三浦 潔司

学生は何を学び、何を身に付けるべきか？

第3回
6/3【土】

オーガナイザー

【導入講義Ⅱ】連続リレー講義の意味・意義と狙い

【パネルディスカッション】
【第２部】

5/20【土】

秋 AB

德永

グローバル化とは何か？グローバル化の中で日本は？

第2回

野村 港二

【導入講義Ⅰ】筑波大学におけるグローバル人材育成方針

民夫

森 民夫・中原
平石 和昭

淳

世界に挑む産業界トップリーダーによる大学院アドバンスト・ディスカッションコース
自己紹介・予め提起されたアンケートに基づく発表と議論

第1回

5/11【木】
第2回
6/8【木】

13：00〜

本ゼミのテーマ講義と全員参加による議論展開
世界情勢の激変と日本の対応について

13：00〜

田邉 弘幸

英国人・米国人の講師を迎えての講義と全員での議論（英語と日本語）

田邉 弘幸
David Williams
Ashley Murphey

事前に提起された宿題（課題）と発表、議論
担当教員

第3回
7/6【木】

秋 AB

第1回

田邉弘幸

テクノロジーと
グローバルで
拓く未来

担当教員

岩田 眞二郎

パネルディスカッション
13：00〜

ラップアップ・セッション

田邉 弘幸
西原 茂・倉田 聡彦

グローバルに生き・仕事をして行く

岩田 眞二郎

第2回

テクノロジーで未来を拓く

岩田 眞二郎

第3回

テクノロジーで未来を拓く

岩田 眞二郎
安達 保・楢崎 浩一

10/7【土】

13：00〜

11/11【土】13：00〜
12/11【月】13：00〜

グローバルに活躍する人達からのメッセージ

