
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」

A Vision of the Future of Research Universities: 
How Can we Create Still Greater Research Universities?

大学トップマネジメント研修公開セミナー
「研究大学の展望：
どのように卓越した研究大学を構築するか？」

日時：2016年9月30日（金）14:30～17:40（18:00から懇親会）
会場：政策研究大学院大学 1階 会議室1AB

第　１　回

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 

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（SciREXセンター）では、
本年度より、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」の委託を受け、
科学技術イノベーションを推進する主体の一つである大学において
次世代リーダーを育成する「大学トップマネジメント研修」を実施しています。
このたび、その一環として、1989年から2003年の14年もの間、
米コロンビア大学のプロボストをつとめられ、
現在の同大学の発展に大きく貢献されたJonathan Cole氏をお迎えした公開セミナーを開催します。
本セミナーでは、研究大学を取り巻く諸課題をグローバルな視点から整理検討するとともに、
我が国における卓越した研究大学の構築に向けた具体的方策をさぐります。

参加費無料
事前登録制

日英同時通訳あり
Japanese/English 

simultaneous interpretation 
is available

14:30－15:00 主催者挨拶
　文部科学省
背景説明・講師紹介
　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）

15:00－16:00 基調講演
　「Creating Still Greater Research Universities（さらに卓越した研究大学の創出に向けて）」　
　Jonathan Cole 氏
　（John Mitchell Mason Professor of the University, Provost and Dean of Faculties, Emeritus - Columbia University）

16:00－16:10 休憩 
16:10－17:40 パネルディスカッション

　「卓越した研究大学構築に向けた課題と展望（仮）」
　Jonathan Cole 氏と我が国の研究大学の現役経営幹部等が、世界の優れた研究大学に比肩する、
　卓越した研究大学の創出を我が国で実現するための具体的方策について議論します。

17:40 閉会
18:00 懇親会（場所：政策研究大学院大学１階カフェテリア）※会費制（3000 ～ 3500 円程度）

プログラム



最寄駅
都営大江戸線六本木駅
東京メトロ日比谷線六本木駅
東京メトロ千代田線乃木坂駅

政策研究大学院大学
会議室1AB
〒106-8677
東京都港区六本木 7-22-1

＊会議室1ABは本学1階にあります。
＊正門からお越しの際は、
　エレベーターで1階まで降りて下さい。

TEL：03-6439-6376
FAX：03-6439-6260
Email：ttm-ml@grips.ac.jp

 問い合わせ先
〒106-8677　東京都港区六本木 7-22-1
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（SciREXセンター）
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

最新プログラム及び参加申し込みはこちらをご覧ください。（締切：9月26日（月）17時） 
なお、申し込みは定員に達し次第、締め切らせていただきます。
Please visit the following URL for the latest program and registration form. (Due at 5pm, Sept. 26) 
The registration will be closed as soon as the number of applicants reaches the capacity. 

http://scirex.grips.ac.jp/events/archive/160908_560.html

講師紹介

Jonathan R. Cole 氏

Jonathan R. Cole is the John Mitchell Mason Professor of the University at Columbia University.  He served as its 
Provost from 1989 to 2003, after being its Vice President of Arts and Sciences.  His work has focused principally on the 
sociology of science and knowledge and on features of higher education.  He has published widely in these research 
areas and lectured on them around the world.  He is an elected member of the American Academy of Arts and Sciences, 
the American Philosophical Society, the Council on Foreign Relations, and an associate member of the National 
Academies of Sciences.  He has and still serves on many non-pro�t Boards, most recently as a member of the Board of 
Trustees of the Central European University.

Jonathan R. Cole 氏は、米国コロンビア大学の John Mitchell Mason 
Professor であり、Vice President of Arts and Sciences を務めた後、
1989 年から 2003 年にかけて、同大学のプロボストとして大学の発展に尽
力した。彼の研究は、主として科学と知識の社会学及び高等教育の特徴に
着目しており、これらの領域に関する著書を広く出版するとともに、世界各
地で講演を行っている。米国芸術科学アカデミー、米国哲学協会、米国外
交問題評議会の選出会員、全米科学アカデミーの準会員である他、中央ヨー
ロッパ大学の評議会委員をはじめ、様々な非営利団体役員も務める。

参加登録

アクセス


