UNU
ALUMNI
CAFE BY JFUNU
日時

2017年1月5日
17:30 – 18:30
場所
国連大学本部ビル
1階ホール
〒150-8925

東京都渋谷区神宮前5-53-70

参加申し込み
2016年12月31日まで
QRコードからオンライン、または国連
大学同窓会までメールまたはFAXにて
お申込みください。

“アジアとアフリカにお
けるソーシャル・イノ
ベーション"

ゲストスピーカー
ラマ・クリシュナ・
レッディ・クミッタ
UNU-JSPS ポスドクフェロー

1年前までUNUでフェロー
として日本で活躍してい
たラマさん。この度UNU
Alumni Cafeのスピーカー
として日本に帰ってきま
す！
今回の講演のテーマは
「アジアとアフリカにお
けるソーシャル・イノ
ベーション」。草の根の
社会起業活動が社会の問
題の解決や持続可能な開
発にどのように貢献する
のかについてラマさんと
一緒に考えてみません
か？

UNU Alumni Association Secretariat Email: unualumni@unu.edu TEL: 03-5467-1368

MESSAGE FROM DR.KUMITTA

-ラマさんからのメッセージこんにちは。今回の講演では、アジアとアフリカにおけるソーシャル・イ
ノベーションに焦点を当てます。国連大学で研究をしていた際、インドを
はじめ、ケニア、ウガンダ、バングラディッシュにおいて、社会企業家を
訪ねては彼らの活動が同社会の在り方を良い方向に変えていくのか調査を
してきました。
この経験から学んだ事をみなさんと共有するとともに、社会起業について
一緒に考えたいと思います。近年執筆した図書についても簡単にご紹介し
ます。
また、私の専門についての話に加え、異文化の中でどう学術研究や生活を
送ってきたか、また社会科学管理分野における研究の機会についてもすこ
し触れたいとおもいます。
みなさんとUNU Alumni Cafeでお会いできるのを楽しみにしています！

ABOUT THE SPEAKER
ラマ・クリシュナ・レッディ・
クミッタさんは、現在ミラノ工
科大学にて研究を行っている。
それ以前は2013年から2015年に
かけて東京にある国連大学サス
テイナビリティ高等研究所にて
UNU-JSPSポスドク・フェローと
して活躍していました。

WHAT IS UNU
ALUMNI CAFÉ?
国連大学の人材育成コースを修

RECENT WORKS
Social Entrepreneurship and Social Inclusion:
Processes, Practices and Prospects
Rama Krishna Reddy Kummitha - Postdoctoral Researcher, School of Management,
Politechnico di Milano, Italy
London: Palgrave Macmillan/ Springer
This book argues that embeddedness and community participation bring
unique propositions for social entrepreneurship to foster social
inclusion. It uncovers the role of local knowledge and grassroots level
innovations to create necessary environment for the positive social
change to roll. Social enterprises have proven to reduce drudgery of
poor and excluded by offering creative and innovative solutions for long
standing social problems. The grassroots level creative problem solving
mechanisms they initiate travel through a variety of local dynamics and
cultural contexts.
However, social innovations quite often do not achieve their intended
results, especially when they fail to understand the local contexts and
embed themselves in such dynamism. In this background, the book
attempts to understand and analyse the 'connect' between the social
innovations and local dynamism. It argues that the community-driven
innovation management which is based on local knowledge inspires the
social entrepreneurial process and builds capacities and infrastructure to
foster social inclusion.

了した学生は述べ6500名を超え、
いまでは世界各国で貧困や環境
問題など世界規模の課題解決を
めざし活躍しています。UNU
Alumni Cafeは、そんな彼らが国
際協力のエキスパートとしてい
まどんな挑戦を行っているのか
聞き、またネットワークを更に
広げてもらう絶好の機会です。
イベントでは、プレゼンテー
ションと質疑応答のあと、お茶
やお菓子を片手に登壇者や参加
者との交流会も予定しています。

Social Entrepreneurship:

将来国際機関や国際NGOなどグ

Working Towards Greater Inclusiveness

ローバルに活躍したいという方

Rama Krishna Reddy Kummitha - UNU-JSPS Fellow, Institute
for the Advanced Study of Sustainability, United Nations
University, Tokyo
New Delhi: Sage Publishing

や国際協力についてもっと知り

Based on in-depth case studies that highlight the efforts of selected third
sector organisations, this book brings to light the emergence of social
entrepreneurship in India. The cases focus on the roles of
locally established methods and community participation in carrying out
sustainable social transformation.

イベントの言語は英語ですが、

Social Entrepreneurship: Working Towards Greater Inclusiveness
contributes to both practice and theory in social entrepreneurship. It
also sets out modalities for future work in the field, examining the
various processes adopted by social enterprises in their functioning and
delivering of services to address the concerns of exclusion.

たいという方、是非おまちして
ます！

日本語での解説をはさみながら
進行していきますので、英語が
苦手という方でも楽しめる内容
となっています。是非是非ご参
加ください。

