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After its establishment in November 2019, IJL has been engaged in a wide range of activities
with the core aim to enhance education, research, innovation and entrepreneurship potentials
between India and Japan. Although the ongoing COVID-19 pandemic presented significant
challenges for conducting on-field activities this year, IJL has effectively capitalized on the
opportunity to engage in several online activities, in collaboration with a range of
stakeholders. The five major activities of IJL in the AY 2020-21 are summarized below:

Course on Culture, Environment &
Technology of India
A new course on ‘Culture, Environment and Technology of India’
has been started in Keio University from the Spring Semester
2020, wherein eminent guest faculties are invited to share their
practical knowledge and experience. More than 115 students
registered for the first batch of this course, and the beginning of
this course was marked in presence of Mr. Raj Srivastava,
Deputy Chief of Mission, Embassy of India in Japan.
Detailed Report available at: https://indiajapanlab.org/wpIJ/wpcontent/uploads/2020/11/Coursework-Compilation-for-Indiaclass.pdf

Social Innovation Online
Hackathon (SIOH)
In cooperation with RIKA India, and four Indian Universities, Keio
IJL organized the SIOH. Under this 2.5-month long event,
intensive mentoring sessions were provided to 46 students
from 5 Universities to develop innovative ideas under 6 SDG
themes. The final pitch was held with presence of HE
Ambassador Verma, HE Ambassador Hirabayashi, NDMA India,
Keidanren, FICCI, UN and other members. A message of
appreciation was also received from Dr. P K Mishra, Principal
Secretary to Prime Minister of India.
Detailed Report available at: https://indiajapanlab.org/wpIJ/wpcontent/uploads/2020/10/SIOH-Report.pdf
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The Urban Thinkers Campus 5.0
TACTFUL
In cooperation with VNIT India (Host), IIT Roorkee, RIKA India, RUPD
GbR (Germany), ARISE India, and FICCI, Keio IJL co-organized the
‘Think innovAte aCT For Urban cLimate-change’ (TACTFUL) event in
Dec 2020, which focused on enabling stakeholder discussions on
‘Urban Climate Change’ issues and the COVID-19 Crisis. The 3-day
event witnessed the presence of more than 26 eminent speakers,
including the Hon’ Mr. Nitin Gadkari, Cabinet Minister, Govt. of India
& Mrs. Mami Mizutori, SRSG and Head, UNDRR.
Detailed Report available at: https://indiajapanlab.org/wpIJ/wpcontent/uploads/2021/01/UTC-Report.pdf

Joint Webinar Series on
India Japan Innovation Potentials
With an aim to nurture young talents in India, Japan and globally,
Keio IJL jointly with Rakuten Inc. organized an open webinar series
covering three important pillars: 1) India-Japan innovation, 2)
Healthy urban lifestyle, and 3) Sustainable Development. A total of
three webinars (60 to 90 minutes each) were conducted in this
series with experts from India and Japan, for which more than 190
registrations were received.
Detailed Report available at: https://indiajapanlab.org/wpIJ/wpcontent/uploads/2021/02/IJL-Rakuten-Webinar-Series-Report.pdf

Social Innovation Challenge
In cooperation with IISc Bangalore, Keio University IJL initiated the
SIC in November 2020. A call for submitting ideas/concepts was
launched under the four broad themes, wherein 550 teams from
across India were registered, and around 175 proposals and proof
of concepts were submitted for consideration. After a thorough
evaluation, the Top 3 prize winners for each of the four themes
were announced in Jan 2021, and Certificate of Excellence were
awarded to five other teams in each themes.
Detailed Report available at: https://indiajapanlab.org/wpIJ/wpcontent/uploads/2021/02/SIC-Report-2020.pdf

慶應義塾大学
日印研究・ラボ
2020年度活動概要
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2019 年11月の設立後、IJLはインドと日本の教育、研究、イノベーション、起業家精神の
強化を目的として、幅広い活動を行ってきました。現在進行中のCOVID-19パンデミック
は、フィールドワークの実施を困難にしましたが、IJLは、さまざまなステークホルダー
と協力し、オンライン環境での複数の活動機会を効果的に活用しています。2020年度にお
けるIJLの5つの主要な活動は以下の通りです。

インドの文化・環境・技術に関する授業
慶應義塾大学では、2020年春学期から「インドの文化・環
境・技術」という新しい授業がスタートし、著名なゲストが
招聘され、実践的な知識や経験が共有されました。115名を
超える学生がこの授業を履修し、授業冒頭には、駐日インド
大使館のラジ・スリヴァスタヴァ主席公使が出席しました。
詳細なレポートについてはこちらをご覧ください:
https://indiajapanlab.org/wpIJ/wpcontent/uploads/2020/11/Coursework-Compilation-for-Indiaclass.pdf

ソーシャル・イノベーション・
オンライン・ハッカソン (SIOH)
IJLはインドの研究機関であるRIKAとインドの大学4校と連携
し、SIOH（ソーシャル・イノベーション・オンライン・ハッ
カソン）を発足しました。この2.5ヶ月の長いイベントのなか
で6 SDGのテーマに関する革新的なアイデアを生み出すため
に、5大学から46人の学生に集中的なメンタリングの機会が
与えられました。最終ピッチにはヴァルマ駐日インド大使、
平 林 イ ン ド 駐 箚 特 命 全 権 大 使 、 NDMA イ ン ド 、 経 団 連 、
FICCI、国連やその他のメンバーも参加しました。また、イン
ド首相のミシュラ首席秘書官からも感謝のメッセージが寄せ
られました。
詳細なレポートについてはこちらをご覧ください:
https://indiajapanlab.org/wpIJ/wpcontent/uploads/2020/10/SIOH-Report.pdf
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The Urban Thinkers Campus 5.0
TACTFUL
2020年12月にIJLはVNIT India (主催)、IIT Roorkee、インドの研
究機関のRIKA、RUPD GbR(ドイツ)、ARISE India、FICCIととも
に「イベント名」を開催しました。このイベントは、都市の気候
変動問題とCOVID19に関する2つの議論に集中して行われました。
この3日間のイベントでは、ニティン・ガドカリ内閣大臣、イン
ド政府、水鳥真美夫人、国際連合事務総長特別代表、国際防災機
関のヘッドを含む26人以上の著名な講演者が出席しました。
詳細なレポートについてはこちらをご覧ください:
https://indiajapanlab.org/wpIJ/wp-content/uploads/2021/01/UTCReport.pdf

日印合同のウェビナーシリーズ
IJLは、インド、日本、そして世界の若手人材の育成を目指し、
1)日印イノベーション、2)健全な都市生活、3)持続可能な開発
の3つの重要な柱をカバーするオープンウェビナーシリーズを開
催しました。このシリーズでは、インドと日本の専門家と共に
合計3つのウェビナー(各60～90分)を実施し、190人以上が登録
しました。
詳細なレポートについてはこちらをご覧ください:
https://indiajapanlab.org/wpIJ/wp-content/uploads/2021/02/IJLRakuten-Webinar-Series-Report.pdf

ソーシャル・イノベーション・チャレンジ
IISc Bangaloreと協力して、IJLは2020年11月にソーシャルイノ
ベーションチャレンジ（SIC）を発足しました。4つのテーマでの
アイディア・コンセプトが募集され、インド中の550にのぼる
チームが応募し、約175の提案と概念実証が提出されました。厳
正なる審査の結果、2021年1月には4つのテーマの上位3位の受賞
者が発表され、また、各テーマ5チームずつに優秀賞が授与され
ました。
詳細なレポートについてはこちらをご覧ください:
https://indiajapanlab.org/wpIJ/wp-content/uploads/2021/02/SICReport-2020.pdf

