参加費無料
事前登録あり
文部科学省「イノベーション経営人材育成システム構築事業」
平成３０年度第２回大学トップマネジメント研修国内プログラム公開セミナー

研究大学の将来と課題
平成３０年12月

6日（木）13：00-17：10

* 日英同時通訳あり

政策研究大学院大学 １階 想海樓ホール

主催： 文部科学省、政策研究大学院大学 科学技術イノベーション政策研究センター

我が国の大学の研究力の強化は喫緊の課題である。大学における研究体制、研究環境の改善、
優れた人事の確保、研究マネジメントの改革などの取り組みを通じて、グローバル社会にお
ける国際競争力を向上させることは大きな課題となっている。しかしながら近年、我が国の
論文数や被引用の多い論文数の順位は低下傾向にある。この原因は、どこにあるのだろうか。
本公開セミナーでは、世界トップレベルの研究大学の一つである、エール大学で強いリー
ダーシップを発揮し20年間もの長期にわたり学長を務められたRichard C. Levin氏をお招き
し、在任中にLevin氏の尽力により成し遂げられた、大学の国際化、高等教育の果たすべき
役割の確立、産学連携の推進等の事例を通して、日本の大学、特に研究大学における研究活
動やイノベーション促進の将来像について議論する。

プログラム
12:30 -

受付

13:00 - 13:10

主催者挨拶

文部科学省

13:10 - 13:30

趣旨説明

上山 隆大 氏（内閣府総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員）

13:30 - 14:40
14:40 - 14:50
14:50 - 16:00
16:00 - 16:10

基調講演

Richard C. Levin氏 （President Emeritus of Yale University）
『How to Build a World-Class University』

休

憩

基調講演

松尾 清一 氏（名古屋大学 総長）
『名古屋大学の将来ビジョン』

休

憩

パネルディスカッション
16:10-17:10

Richard C. Levin 氏 （President Emeritus of Yale University）
松尾 清一 氏（名古屋大学 総長）
上山 隆大 氏（内閣府総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員）

Richard C. Levin 氏 （President Emeritus of Yale University）
In 2013, Richard Levin completed a twenty-year term as President of Yale University,
during which time he rebuilt the campus, redeveloped downtown New Haven,
strengthened the University’s international programs, and co-founded Yale-NUS
College. He is the Frederick William Beinecke Professor of Economics, Emeritus, and
a Senior Fellow of the Jackson Institute for Global Affairs. He is author of two
volumes of essays on higher education (The Work of the University and the Worth of
the University) published by Yale University Press.From 2014 to 2017, Levin served
as Chief Executive Officer of Coursera, a provider of open online education from 150
top universities to 35 million registered learners worldwide. He continues as a Senior
Adviser to his successor. Levin served on President Obama’s Council of Advisors for
Science and Technology. He is a director of American Express, C3 IoT, the William
and Flora Hewlett Foundation and Yale-NUS College. He is a Fellow of the American
Academy of Sciences and the American Philosophical Society. Levin earned a B.A. in
History at Stanford University, a B.Litt. in Politics at Oxford University, and a Ph.D. in
Economics at Yale. He holds Honorary Doctorates from Harvard, Princeton, Yale,
Oxford, Peking, and Waseda Universities, and the Chinese University of Hong Kong.
松尾 清一 氏（名古屋大学 総長）
1981年7月同学大学院医学研究科博士課程修了。1981年9月ニューヨーク市立大学医学部マウント
サイナイメディカルセンター研究員、1982年8月ニューヨーク州立大学バッファロー校研究員、
1985年1月労働福祉事業団中部労災病院内科副部長及び人工腎室長、1986年5月同学医学部助手、
1997年 2月同学医学部附属病院講師を経て、2002年1月同学大学院医学研究科教授、2007年4月
同学医学部附属病院長、2009年4月同学副総長、2010年4月 名古屋大学予防早期医療創成セン
ター長、2012年4月同学産学官連携推進本部長などを歴任し、2015年4月より現職。
専門分野は内科学一般、腎臓内科学。

上山 隆大 氏（内閣府総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員）
1987年大阪大学経済学部経済学科博士課程修了。スタンフォード大学歴史学部大学院修（Ph.D. ）。
上智大学経済学部教授・学部長を経て、慶應大学総合政策学部教授、政策研究大学院大学副学長を
経て、2016年4月から現職。スタンフォード大学歴史学部・客員教授、東北大学工学部大学院工学
研究科客員教授などを歴任。主な著書に『アカデミックキャピタリズムを超えて：アメリカの大学
と科学研究の現在』（NTT出版、読売・吉野作造賞）などがある。専門は、科学技術政策、科学技
術史、公共政策、イノベーション政策、高等教育論。

ア ク セ ス

政策研究大学院大学
〒106-8667 東京都港区六本木7-22-1
http://www.grips.ac.jp/jp/about/access/

最寄駅
都営大江戸線六本木駅 7出口 徒歩5分
東京メトロ日比谷線六本木駅 4A出口 徒歩10分
東京メトロ千代田線乃木坂駅 5出口 徒歩6分

参 加 登 録
最新プログラムおよび参加申込みは
ＨＰをご覧ください。
<URL http://ttm.grips.ac.jp/?p=910>
（登録締切：12月3日（月）正午）
参加費：無料
申込みは定員に達し次第、締め切らせていただきます。

＜問合せ先＞
イノベーション経営人材育成システム構築事業
「大学トップマネジメント研修」事務局
<Email: ttm-ml@grips.ac.jp>

