
KMD RealProject Showcase は、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）が産官学連携のもとで進めている
プロジェクトを学内外の方々にご覧いただく機会です。是非お越し下さい！
Graduate School of Media Design, Keio University (KMD) offers RealProject Showcase which introduces KMD's cutting edge researches. 

KMD RealProject Showcase - the 3rd kmd forum -
2013 年 3月 2日 慶應義塾大学日吉キャンパス協生館にて開催！

Ideaslab ワークショップ／ Ideaslab workshop
　SPACE プロジェクトでチャレンジしているテーマ：食糧問題を解決しようとするNPO,　起業家や才能
あるアーティストを世界に飛躍させるためのサポート、BOP 市場への展開、個人が世界で活躍できる力を
磨く「場」―などを学生チームが紹介し、スピーディなブレーンストーミング手法で、新しいアイディア、
ネットワークの活用法を参加者とともに考えます。
　どんなテーマ、どんな課題があるか知りたい、何かやりたいけどどうしたらよいかわからないなどと思
う方にはぴったりの機会です。「実践」こそ世界への第１歩。

Students present global agenda we address briefly and you join any group you like to brainstorm ideas and solutions. 
Group topics include energizing NPO working on global food issue, building mechanism to support entrepreneurs and 
artists for their global activities, promoting companies to penetrate BOP (Base of the pyramid) market and creating 
SPACE where individuals can develop skills for global leadership. 
 Bring your ideas and network so that you can join the exciting initiatives to make the world better. It is a great 
opportunity for those who want to find out topics of our project and those who want to do something, but do not 
know how. PRACTICE is the key to become a global leader.

グローバル・ディベート／Global Debate
　オープン化した世界では、誰にでも活躍する機会が開かれています。そんな希望を持つ若い世代向け
のひとつの試みが、グローバル・ディベートです。リアルとバーチャル、世代、距離などを超える
SPACE（石倉洋子 KMDプロジェクト）の一環として、世界の課題―２つのテーマ―日本語では「ＩＴ
イノベーションは雇用を減らす」、英語では「Future schools need No lectures.” というテーマに賛成か
反対か、日本語と英語で繰り広げられるエキサイティングな場に自ら参加し、実践から力を磨く。
　多様な意見やアイディアを戦わせ、より良い世界をつくるグローバル・ディベート。ライブストリー
ムを予定していますので、オンラインでコメントや投票も募集します。

  Today, anybody can capture opportunities to make things happen in the highly-connected world. One of the 
initiatives for the youth (in spirit, included) to experience abundant opportunities is “Global Debate.”  You are 
invited to discuss/debate global agenda in the SPACE (KMD Yoko Ishikura Project) connecting the divided world̶real & virtual, intergenerational, distance, 
etc. YOU participate in the lively debate- one in English under the theme of “Future schools need No lectures.” And the other, in Japanese “IT innovation 
reduces job/employment.” You express your position-whether you agree or disagree with the above statement-and experience what it is like to connect the 
divided world. Join us in Global Debate to create the better world by proposing a variety of views and ideas. The event will be live streamed and comments 
and votes are welcome!  Be sure to join us! 

https://www.facebook.com/KMDRealProjectShowcase2013
KMD RealProject Showcase - the 3rd kmd forum - の最新情報は ...

https://www.facebook.com/events/554964011188358/
SPACE プロジェクトによるイベントの詳細は ...


