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―破壊的創造性でイノベーションを
創出するグローバルリーダー
「メディア・イノベータ」を育成する。
先端的なデジタル技術によって加速するデジタルトランスフォーメーションが社会にパラダイムシフトを起こしています。
この急激な変動を乗り越え、新しい社会を生み出すには創造性が不可欠であり、
経済活動をはじめとする社会の重要な仕組みを変える活動すなわちイノベーションが求められています。
メディアデザイン研究科（KMD）は従来からの問題解決型ではなく、
新しい価値を社会に提案するイノベーションによって新規に市場を創り出すための研究と教育を行っています。
KMD では、ゼロ（アイデア）からイノベーションを創造し、それが市場に提供されて社会的インパクトを生み出すまでの、
一連の展開を実践していきます。学術的な貢献を超え、新しい製品やサービスなどのビジネス展開や標準化、
制度改正の提言など、グローバルな創造社会へのインパクトを目標としています。

―Develop media innovators that innovate
through disruptive creativity.
Digital transformations accelerating through emerging technologies are
causing a paradigm shift in society.
Creativity is essential if we are to capitalize on these rapid changes to build a new society.
This entails activities that transform key frameworks for economic and other social activities.
In a word, it’s innovation. Rather than taking the conventional problem-solving approach,
research and education at KMD uses innovation to propose
new value to society and to create new markets.
The focus of KMD activities is on innovating out of zero,
bringing those innovations to market, and creating social impact.
In addition to contributing to academic inquiry,
our objective is to impact the global creative society by developing new products,
services and businesses, formulating new standards,
and recommending changes to systems and institutions.
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メディアデザイン研究科（KMD）の修士課程修了要件
メディアデザイン研究科に所属し、CEMS MIMプログラムに参加する学生は、その修了要件
を満たすことで、慶應義塾大学の修士号 ( 修士 (メディアデザイン学 ))とあわせてCEMSの
Master’s in International Management (CEMS MIM) を取得できます。
メディアデザ
イン研究科では、修士課程修了要件として、以下の要件を満たして計 30 単位以上修得し、
修士論文審査に合格することが必要です。
1 共通基盤科目
（必修科目）：10 単位
2 理論・戦略科目
（選択必修科目）：3 つ以上の系列から合計 6 単位以上
3 プロジェクト科目
（必修科目）：基礎プロジェクト2 単位 /リアルプロジェクト合計 6 単位以上
4 特別研究科目
（必修科目）：6 単位

詳しくは日吉学生部大学院メディアデザイン研究科担当までお問い合せ頂くか、https://
www.kmd.keio.ac.jp/ja/academics をご参照下さい。
メディアデザイン研究科では、毎
年 4 月と9 月に入学が認められています。従って、同研究科におけるCEMS MIMプログラ
ムのスケジュールは、入学時期によって変わります。
また、下図で示すように、慶應義塾大学
の修士号（メディアデザイン学）
とあわせて CEMS MIM を取得するためには、通常の修士
課程よりも長い期間（最短で 2 年半）
を要します。
また、帰国後に所定の手続きと審査を経
れば、CEMS 加盟校で取得した単位はメディアデザイン研究科修士課程の修了に必要な
単位として認定することができ、留学をした期間は 1 年間を上限にメディアデザイン研究
科修士課程の修了に必要な在学期間に算入することができます。

Requirements for the completion of a master’s programme at the Graduate School of Media Design (KMD)
Students of the Graduate School of Media Design who participate in the CEMS MIM Programme can obtain a CEMS Master’s
in International Management (CEMS MIM) along with a Master of Media Design from Keio University by meeting the graduation
requirements for both degrees. In order to obtain the master’s degree from the Graduate School of Media Design, the student
is required to earn a minimum of 30 credits while meeting the requirements described below, as well as to pass the Final
Presentation for their Master’s thesis.
1 Introductory subjects (requisite): 10 credits

2 Theory/Strategy subjects: 6 credits or more（from 3 or more tracks）

3 Project subject: 2 credits from Introductory Project and at least 6 credits from Real Project

4 Independent research subjects for Master in Media Design: 6 credits

For details, please contact the Graduate School of Media Design, Office of Student Services (Hiyoshi Campus), or visit https://www.kmd.
keio.ac.jp/academics.
The Graduate School of Media Design permits enrolment in April and September every year. Therefore, the expected course structure in
relation to the entire master’s course of the Graduate School of Media Design and the CEMS MIM Programme varies depending on the
month of enrolment. As the table shows below, it takes at least two and a half year to obtain a master's degree from Graduate school of
Media Design. The credits acquired at CEMS member schools can be included in the required credits to complete the master’s programme
at the Graduate School of Media Design as well as study abroad period at CEMS member schools (maximum one year) can be counted
towards completion of the master’s programme at the Graduate School of Media Design through the designated procedure and approval
upon a student’s return.
● 4 月入学の場合

Enrolment in April
１年目

2年目

3年目

CEMS MIM Year
春学期
Spring semester

Term 1*

Term 2*

秋学期
Fall semester

春学期
Spring semester

ー

慶應義塾大学
Graduate courses at
Keio University

CEMS加盟校
Study abroad at a CEMS
member school

CEMS加盟校
Study abroad at a CEMS
member school

慶應義塾大学
Graduate courses at
Keio University

慶應義塾大学
Graduate courses at
Keio University

ー

● 9 月入学の場合 Enrolment in September
１年目

2年目

3年目

CEMS MIM Year
秋学期
Fall semester

春学期
Spring semester

Term 1*

Term 2*

秋学期
Fall semester

ー

慶應義塾大学
Graduate courses at
Keio University

慶應義塾大学
Graduate courses at
Keio University

CEMS加盟校
Study abroad at a CEMS
member school

CEMS加盟校
Study abroad at a CEMS
member school

慶應義塾大学
Graduate courses at
Keio University

ー

*学期の開始・終了時期は、
留学派遣先のCEMS加盟校によって異なります。
これ以外にCEMS MIM Yearの授業期間以外での連続8週間以上のInternational Internshipがあります。
*The start and end of terms vary depending on the CEMS member school that one attends. In addition, students must complete an international
internship of at least eight weeks (uninterrupted).
CEMS 加盟校への留学は原則 2 学期ですが、1 学期のみでも可能です。但しその場合には 8 週間のインターンシップは日本以外で実施することが条件となります。
In principle, students must spend two terms abroad. However, spending only one term abroad is acceptable subject to the completion of eight weeks
of internship abroad.
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