
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 
グローバル・ビジネス・フォーラムによる 

日本のグランド・デザイン策定を行う融合型実践教育 

Grand Design by Japan  

2014 年度，フォーラム(2)  

2014 年 11 月 23 日（日曜日）13:30-18:30 

『音楽と健康－音楽とは何か，音楽療法とは何か』 

－最先端の知見，理論，応用－  
 
プログラム 
 2014年度の第 2回目のフォーラムとして，音楽と健康をとりあげます。音楽とは何か，音楽療

法とは何か，その理論と応用について，この分野の最先端に位置する講師をお招きし，講演

と討議を行います。「音楽とは何か」という根幹にかかわる講演のあと，「音楽療法とは何か」を

その理論と応用を議論し，さらに「「認知症の音楽療法とは何か」について方法論の在り方を

含めて議論します。  
 
開催趣旨説明 13:30-13:40 主催者によるフォーラムの開催趣旨説明 
I.セッション 13:40－15:00 「音楽とは何だろう」 
講演者 岩田 誠 （イワタ マコト）講師，東京脳神経センター医師，前東京女子医科大学教

授 
 
内容：音楽とは何かという根源的問いに対する講演を行う。 
 
II. 15：15－16：45 「音楽療法とは何だろう」 
近藤真由(コンドウ マユ)講師，東海大学准教授 
 
内容：音楽療法の理論と応用について議論する。なお，講演のあと，今回，フォーラムにご参

加の沖野成紀（オキノ シゲキ）東海大学教授から補足説明が予定されています。 
 
III.セッション 17：00－18：30 「医療としての音楽療法：認知症を中心に」 
佐藤正之（サトウ マサユキ）講師，三重大学准教授  
 
内容：音楽療法には医療としての質が求められる。臨床現場で音楽療法のニーズがあるにも

拘わらず，なかなか広まらない。なぜか？…。本講演では，音楽療法が医療として成立するた

めの条件ならびに，高齢者の認知機能改善のための音楽を用いた取り組みについて紹介し

ます。 
 
日程  2014 年 11 月 23 日（日曜日）13：30 －18：30 
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場所  慶應義塾大学日吉，協生館 5F エグセキュティブ・ルーム 
地図：http://www.keio.ac.jp/ja/access/hiyoshi.html 

実施方法 事前登録制による公開ワークショップ型の基調講演と討議 
実施主体 慶應義塾大学大学院経営管理研究科「ビジネス・教育研究開発室」ならびに「グ

ランド・デザイン策定の融合型教育プログラム」keio.grand.design@gmail.com 
企画・監修 姉川知史 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 
参加料金 無料公開，事前申し込みが望ましい。 
 
申込方法  
方法 1 末尾の内容を keio.grand.design@gmail.com あるいは 045-562-3502 (Fax) にお送り

ください。同じものは http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/ 
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index.html からもダウンロードできます。 
方法 2 メールフォーム http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/infoforum.html 
方法 3 下記に氏名その他を御登録いただければ今回の参加申し込みができ，さらに，今後

の企画案内送付を差し上げます。 
https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/ 
 
過去の配信記録 過去のフォーラムの動画配信は下記のとおりです。 
http://www.ustream.tv/channel/keio-grand-design/videos （11 月 1 日をもってサービスが終了

されたのにともない，新しい配信方法を検討中です。） 
 
案内記録  
https://sites.google.com/site/keiogranddesign/ 
 
今後のフォーラム企画 （12 月以降） 
2014 年 12 月 23 日 「人類の健康－疫学と健康寿命」 （仮題） 講師，清原裕 九州大学，

広瀬信義 慶應義塾大学，村林信行 音楽療法学会，山口晴保 群馬大学 の各先生をお

招きする予定です。 
 
2015 年度以降 
東日本大震災３年間の研究－各研究成果の共有  
エネルギー産業の在り方 
インフラストラクチュア産業－交通，通信，エネルギー 
 
*今後，取り上げたい企画，御助言などがあれば，担当者の姉川知史まで御連絡ください。 
 
＜本プログラムは，慶應義塾の半学半教の精神に基づいて，専門横断的，世代縦断的な少

人数融合型の社会人教育により，日本発の世界のグランド・デザインの策定，実現をめざし，

将来世代の教育を実施中です。学生，社会人，その他の多様な背景の方々のご参加をお待

ちします。事前登録申請をお願いします。＞  
  

http://www.keio.ac.jp/ja/access/hiyoshi.html
mailto:keio.grand.design@gmail.com
mailto:keio.grand.design@gmail.com
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index.html
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/infoforum.html
https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/
http://www.ustream.tv/channel/keio-grand-design/videos
https://sites.google.com/site/keiogranddesign/
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Keio University, Grand Design by Japan 

November 23, 2014, Sunday 13:30-18:30 

(in Japanese) 

2014，Forum 2  Music and Music Therapy 
In Forum Series of Healthy Aging 

Physical Exercise, Eating Habit, and Social Communication 
 
Program: This forum, we will focus on the role of music and music therapy. With inviting 
renowned researchers in this field, we host discussion among professionals as well as people 
outside this field. First speaker, Dr. Makoto Iwata, will talk on “What is Music?” based on his 
vast research on music. The second speaker professor Mayu Kondo with the help of professor 
Shigeki Okino (Tokai University) will speak about “Music Therapy”. The third speaker, 
Professor Masayuki Satoh (Mie University) will talk “Medicinal Method of Music Therapy 
with Application to Dementia”.  

Aging is the one of the most important concern for mankind. How to achieve “healthy aging” 
and make society lively are vitally important for society. Music would be a key for healthy 
aging. 
  

Speakers  

I.Session 13:40－15:00  Makoto Iwata, “What is music?” 
II.Session 15：15－16：45 Mayu Kondo (with the help of Okino Shigeki), “What is music 
therapy?”  
III. Session 17：00－18：30 Mayuki Satoh, “Medical method of music therapy with application 
to dementia”  
 
Makoto Iwata MD, Ph.D. : Neurology Specialist, University of Tokyo Graduate School of Medicine 

Professor Emeritus, Tokyo Women's Medical University, Chairperson, Japan Society of Neurovegetative 

Research  

Mayu Kondo, Associate Professor, Tokai University, Course of Music, Department of Arts  

http://music.shc.u-tokai.ac.jp/plus/plus_detail.php?eid=00016 

Shigeki Okino, Professor, Tokai University, Course of Music, Department of Arts 

http://music.shc.u-tokai.ac.jp/plus/plus_detail.php?eid=00015 

Masayuki Satoh, Associate Professor, Mie University, Graduate School and faculty of Medicine 

http://www.medic.mie-u.ac.jp/en/research/dept03.html 

http://kyoin.mie-u.ac.jp/profile/2622.html 

 

Application:  

Method 1. To participate in forum, please fill in the last page and send it with an e-mail 

keio.grand.design@gmail.com or Fax 045-562-3502. The same form is available from 

http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/ 

http://music.shc.u-tokai.ac.jp/plus/plus_detail.php?eid=00016
http://music.shc.u-tokai.ac.jp/plus/plus_detail.php?eid=00015
http://www.medic.mie-u.ac.jp/en/research/dept03.html
http://kyoin.mie-u.ac.jp/profile/2622.html
mailto:keio.grand.design@gmail.com
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/
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http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index2.html  

Method 2. Mail form  http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/infoforum.html 

Method 3. Please fill in the entry form of the program.  

https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/ 

E-Learning  Past Lectures : http://www.ustream.tv/channel/keio-grand-design/videos (This services is 

suspended as of Novemeber 1,2014 due to policy change of USTREAM. We are looking for alternative 

methods for broadcasting.) 

Contact information 

Anegawa Tomofumi, Keio University, Graduate School of Business Administration 
4-1-1 Hiyoshi Kohoku, Yokohama, 223-8526, Japan, Tel. 045-564-2015，Fax. 045-562-3502 
E-mail: keio.grand.design@gmail.com,  
HP: http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index2.html 
<Those who want to be registered for the future announcements, please fill in your profile and contact 

information in a following form. https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/ > 

http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index2.html
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/infoforum.html
https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/
http://www.ustream.tv/channel/keio-grand-design/videos
mailto:keio.grand.design@gmail.com
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index2.html
https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/
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Grand Design by Japan, Keio University 

11 月 23 日フォーラム, 参加申し込み 

（事前登録：11 月 22 日締め切り） 

 “November 23, 2014, Sunday 13:30-18:30: Music and 

Music Therapy”  

Fax.045-562-3502 or keio.grand.design@gmail.com 
                                                                                      

Application Form，Grand Design by Japan，Fax. 045-562-3502 
Both Japanese and English information is required if available. 

Name(氏名)                                                                                  

Name of School, Department (学校)  

                       Year： Ph.D.,    Mater    Undergraduate Name of Affiliation, 

Position (勤務先)                                                                               

Address 〒                                                                                            

住所 :  〒                                                                                            

Contact： Tel.:               Fax.:                      E-mail:                

 
上記申込者は，フォーラム参加にあたって，本プログラム別紙『フォーラム・シンポジウムおよび講演・授業・セミナー等の記録

について承諾書』の個人情報保護，撮影，記録，配信等の覚書が適用されます。 

General principles regarding to an individual participant information, recording and storing pictures of the event, and 

documentation are applied as shown in 『フォーラム・シンポジウムおよび講演・授業・セミナー等の記録について承諾書』(in 

Japanese). Written agreement will be asked when you participate in the forum.  

 
Contact Information  
Office of the Grand Design by Japan Program 

Keio University, Graduate School of Business Administration 

4-1-1 Hiyoshi Kohoku, Yokohama-city, Japan 223-8526 

Tel． 045-564-2015， Fax． 045-562-3502 

E－mail： keio.grand.design@gmail.com Anegawa 

HP [ http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index2.html 
 
 

 

mailto:keio.grand.design@gmail.com
mailto:keio.grand.design@gmail.com
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index2.html

