
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(5)  

2015年 3月 22日（日曜日）13:00-18:30 

『食と物流―健康のインフラストラクチュアの検討』 

 

平成 26 年度，慶應義塾大学次世代研究プロジェクト推進プログラム，「専門融合型・世代縦

断型研究による健康寿命延伸のグランド・デザイン提示の予備的研究」 共催プログラム 

  

人口減少，高齢化する日本ではもちろん，世界の人々の健康の増進には食と物流がきわめ

て重要な要因です。しかし，食の科学的分析については意外に知られていません。また，食

の物流の重要性についても見落とされがちです。そこで，今回は食と物流に焦点をあて，最

先端の 3人の講演者をお招きし，講演と討議を行います。 

  

開催趣旨説明  

13:00－13:10 オリエンテーション 

13:10－14:40 講演第 1部 佐々木敏講師（東京大学医学研究科教授）  

講演・討議 「食と健康の科学：なぜ真実は広まらないのか？」 

 

内容： 健康を実現する食事の観点から，この分野で最先端の研究を主導する佐々木講師を

お招きし，栄養素，慢性疾患，地中海食などについて最新の科学的知見を提示していただき

ます。http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/ 

 

14:50－16:20 講演第 2 部 薬師寺哲郎講師 （農林水産省 農林水産政策研究所上席主

任研究官） 

講演・討議「高齢者の健康と食品のサプライチェーン」 

 

内容： 食品のサプライチェーンについて最先端の研究を続ける薬師寺先生をお招きし，食

品へのアクセス問題，いわゆるフードデザート問題を人口動向などの食料品の需要面と店舗

数などの供給面の両面から分析します。 

http://www.maff.go.jp/primaff/kenkyu/kenkyuin_syokai/yakusizi_teturo.html 

サプライチェーンプロジェクト http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/project/index.html 

http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/2014/pdf/20141021.pdf 

 

16:30－17:30 講演第 3 部 黒田 善徳 講師 （（有）オネスト・ジョン・ジャパン(日本) 代表

取締役）       

講演・討議 「日本食・食品の海外普及と日本食の世界食化について」 

http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/
http://www.maff.go.jp/primaff/kenkyu/kenkyuin_syokai/yakusizi_teturo.html
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/project/index.html
http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/2014/pdf/20141021.pdf
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内容： 「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され，農林水産省

は，2020 年に農林水産物・食品の輸出総額 1 兆円を目標として掲げています。日本の食品

や農産物を海外で販売することに永年にわたり主導してきた黒田講師により，同氏が 2008 年

からオランダ市場で取り組んだ「海外における日本食・日本食品の普及モデルづくり」の経験

をもとに，日本食ブームの実態と課題，これからの日本食・日本食品の普及についてお話を

いただきます。 

 

日程  2015年 3月 22日（日曜日）13：00 －18：30 

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，事前申し込みをお願いします。 

 

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.k bs.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。USTERAM から

Youtubeに移転しました。 https://www.youtube.com/user/KeioGrandDesign 

案内記録 https://sites.google.com/site/keiogranddesign/ 

 

今後のフォーラム企画 

2015年 4月以降の予定 

若年者のストレスと健康 

大学発のビジネス－死の谷と緑の谷 

地域再生と鉄道の技術マネジメント，ソフトマネジメント 

3日間特別集中有料セミナー Project and Program Management for the Grand Design 

 (7月 4，5日，11日 日程確定) 有料，登録制，講師 田中弘講師，井上多恵子講師他 

*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/infoforum.html
https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/
https://www.youtube.com/user/KeioGrandDesign
https://sites.google.com/site/keiogranddesign/
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Keio University, Grand Design by Japan 

March 22, 2015, Sunday 13:00-18:30 

(in Japanese) 

2014 School Year Forum 5  

Foods and Distribution System: Infrastructure of Health 

 

Program: This forum will focus on “foods and their distribution system” as the infrastructure 

of health of all people. By inviting renowned researchers and business person in this field, we 

will discuss science of foods, their supply chain, and the prospect of Japanese foods. First 

speaker, Professor Sasaki Satoshi, will give a lecture on science of foods and health, and raise a 

question why the scientific truth of foods are rarely known by people. The second speaker, 

Mr.Tetsuro Yakusizi, a leading scholar of food supply chain in Japan will discuss the “food 

desert” for the aged people who have difficulties to food distribution system. The third speaker, 

Mr. Yoshinori Kuroda, a renowned business person as exporting Japanese foods to the world, 

will discuss his experience and propose necessary means to advance Japanese foods in the 

world. 

  

Program and Speakers  

Introduction 13:00－13:10 

13:10－14:40 Lecture 1. Professor Sasaki Satoshi, Professor of the University of Tokyo, 

http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/ “Science of Foods and Health: Why truth is less 

accepted?”  

 

14:50－16:20 Lecture 2 Mr.Tetsuro Yakusizi, senior researcher at the Policy Research Institute, 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, is the leading scholar of food supply chain in 

Japan. http://www.maff.go.jp/primaff/kenkyu/kenkyuin_syokai/yakusizi_teturo.html  

“Health of the Aged and Food Supply Chain” 

 

16:30－17:20 Yoshinori Kuroda, CEO of Honest John Japan. “Advance of Japanese Foods in 

the Wrold” 

  

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://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.  

http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/
http://www.maff.go.jp/primaff/kenkyu/kenkyuin_syokai/yakusizi_teturo.html
mailto:keio.grand.design@gmail.com
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index2.html
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/infoforum.html
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https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/ 

 

E-Learning  Past Lectures : https://www.youtube.com/user/KeioGrandDesign 

 

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/ > 

https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/
https://www.youtube.com/user/KeioGrandDesign
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 

2015年 3月 22日(日曜日) 

フォーラム, 参加申し込み 

（事前登録：3月 20日締め切り） 

“Foods and Distribution System: Infrastructure of Health” 

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) if available. 

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

Position (勤務先) if available                                                                               

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

