
政策・メディア研究科修士課程および博士課程コース 

「グローバル環境システムリーダープログラム」（GESL） 

履修生募集 (2020年 4月入学生対象）について 

GESL公式ウェブサイト：http://gesl.sfc.keio.ac.jp/ 

政策・メディア研究科 博士課程 2020年度 4月入学生を対象に、 

下記日程にて本コースの履修生の募集を行います。 

 

＜履修生選考日程＞ 

5月 18日（月）17:00 書類提出締め切り（時間厳守） 

【提出書類（GESL 公式ウェブサイト→「インフォメーション」http://gesl.sfc.keio.ac.jp/information/

に掲載）】 

（様式 1） GESLプログラム参加申請書 

（様式 2） 研究業績リスト 

（様式 3） 履歴書 

【書類提出方法】 

PDF形式の書式をメールで GESL事務局 gesl-office@sfc.keio.ac.jp 宛てに送付 

※書式中の指導教員の氏名は必ず記入してください。 

なお、指導教員の押印・サインは、メールの CCに指導教員のアドレスを入れることで代用可能とします。 

 

5月 21日（木）  書類選考結果通知 

5月 25日（月）～  面接実施予定（Skype） 

※面接日時については、書類選考通過者へ、追ってメールでお知らせいたします。 
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－コース概要－ 

 

慶應義塾大学 政策・メディア研究科および理工学研究科が連携して実施する「グローバ

ル環境システムリーダープログラム」は、優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え、広く産学

官にわたりグローバルに活躍するリーダーへと導くため、国内外の第一級の教員・学生を

結集して、産・学・官の参画を得つつ、専門分野の枠を超え、世界に通用する質の保証さ

れた博士課程前期・後期一貫の学位プログラムを構築・展開します。GESLコースは、地球

規模での環境の永続的維持、回復および改善の実現をリードするために必要な意識、知識、

技能を有し、地球規模での環境を対象とした技術的システム、社会的システムを設計・構

築する"グローバル環境システムリーダー"を養成する新しい大学院コースです。 

GESL コースでは、次の３つの特色ある教育研究 を行います。 

●特色 1  国際産・学・NPO 連携研究指導体制：理工学研究科と政策・メディア研究科の教員、

海外連携研究機関の研究者、および、インターン対象企業のスタッフを外部審査員から構成され

る国際産・学・NPO 連携研究指導体制を組織し、海外との「遠隔コラボレーションシステム（テ

レビ会議システム＋オンライン情報共有システム）」を用いて、日常的に国際的かつ産業界との

接点をもった研究指導を受けることが出来ます。 

●特色 2  国際トレーニング科目： 博士は計 6 ヶ月間、連携機関（ケンブリッジ大学、プリ

ンストン大学、タンペレ大学など）および提携機関（海外の大学・研究所・国際的企業）へ留学

やインターンシップを実施し、国際的な環境の中でグローバル環境システムの実現を先導できる

研究・実務能力を培うことが出来ます。 

* 2020 年度春学期の実施については、遠隔コラボレーションシステムを用いた実施を予定して

います。現地または対面での実施については、2020 年度秋学期以降とします。 

●特色 3  遠隔コラボレーションシステムと GESL Student Activity： GESL履修生は、遠隔

コラボレーションシステムを活用し、GESL プログラムの継続・発展、および、GESL 履修生の国

際的キャリアパス構築のための活動を GESL 履修生を主体として行っています。当該活動の枠組

み・目的・具体的活動は、すべて GESL 履修生により構築され、定期的なミーティング、および、

年２回のブラックウェンズデーにおける報告が行われます。GESL Student Activity は、1) 

Management Team, 2) Project Team の２つのチームにより構成されています。この活動は、遠

隔コラボレーションシステムを用いて、リアルタイムに海外の連携・提携機関を繋いだ情報共有

により、実施されています。  

発信者： グローバル環境システムリーダープログラム(GESL)事務局 

問い合わせ先:gesl-office@sfc.keio.ac.jp 



Call for Application 

"Global Environmental System Leaders Program (GESL)" 
Only for Doctoral students of  

Graduate School of Media and Governance who entered in April, 2020. 

  

GESL official website: http://gesl.sfc.keio.ac.jp/ 

 

<Selection schedule> 

May 18 (Mon) 17:00: Deadline of submission 

Documents：[Download] http://gesl.sfc.keio.ac.jp/information/ 

Form1 ：Application for Enrollment in GESL Program 

Form2 ：Research Achievement List 

Form3 ：Resume  

Please send the above 3 forms to GESL office (gesl-office@sfc.keio.ac.jp) in PDF form. 

*Please make sure to input your supervisor’s name in Form 1, while we accept it without his/her 

signature, when he/she is included in CC of the submission mail. 

 

May 21 (Thu.): Notification of Document Review 

After May 25 (Mon): Interview (by Skype) 

*The date and time of interview will be announced by e-mail later. 
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GESL Course Overview 

 

GESL aims to realize world-class master's and doctoral courses by combining a 

team of professionals, graduate students and international collaborative 

institutes in academic, industrial, and governmental sectors from all over the world. 

 

The important mission of  GESL is to educate and bring up PhD students to be 

Global Environment System Leaders, with interdisciplinary and international 

aspects including social rule making and science and engineering to achieve the 

recovery, continued improvement and safekeeping of the global environment, and 

the initiative to drive the design and creation of technological and social 

environmental systems. 

 

Advantage 1. International Advisory Group 

Each PhD student is supervised by three members: Professors in KEIO graduate schools of 

“Media and Governance and Science and Technology” and an International Institute. 

 

Advantage 2.  International Training 

Each PhD student conducts total 6 months international fieldwork and/or internship in PhD 

course at international organizations and research institutes. 

* In Spring Semester 2020, the international training will be conducted through remote 

collaboration system. The onsite / face-to-face training will be started after Fall Semester 

2020. 

 

Advantage 3.  Remote Collaboration System 

Each PhD student utilizes multiple-access distant collaboration system (teleconference + 

real-time information sharing system) for educating and studying environmental systems, 

mechanisms and governance. 

 

 

 

Sender: Global Environmental System Leaders Program (GESL) Office 

Contact: gesl-office@sfc.keio.ac.jp 

 


