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グローバルリーダー教育課程修了者が巣立ちました

平成27年3月と6月に、AGLの教育課程を修めた学生2名が社会に向けて巣立っていきました。AGL開設から4年と少し、教育課程の検討と準備から数える
と足掛け6年、長いようであっという間でした。この間、AGLの教育・運営に携わる我々も、そこで学ぶ学生たちも、グローバルリーダーとしてのより有意義な
能力養成・修得を目指して暗中模索してきました。学生たちにとっては、不安に感じたり不満を持ったりしたこともあったでしょう。この点については、二人の修
了者にも、現在AGLで能力修得に勤しんでいる学生たちにも、率直にお詫びしたいと思います。その一方で、修了者たちやその予備軍である学生たちが手応え
を感じてくれていることを大変心強く、嬉しく思います。

AGLは、博士課程学生がそれぞれの専門性を高めつつ、それを社会の課題解決に繋げていくための俯瞰力や倫理観、コミュニケーション力、合意形成力を
も身に付け、グローバル化する世界を牽引しうる人材を輩出するために開設されました。目標はきわめてクリアですが、その実現には大いなる困難さを感じて
います。この最大の理由は、学生たちがAGLで体験できる取り組みは一つの例に過ぎず、真のグローバルリーダーとして彼ら・彼女らが大成するには、社会に
出てからの経験を通して様々なものをつかみ取っていく必要がある点です。すなわち、大学が責任を負えるのはリーダーたるべき素養の養成までで、本当の
リーダーは社会で作られるということです。この意味でAGLでは、所属学生のキャリアプランを大切にしてきました。自身が活躍したいと考えるフィールドで
様々な経験を通してリーダーとしての素養を磨いていく。AGLではそのための意欲を高める取り組みを用意する。これがトップリーダー候補を養成する教育体
系の一つのあり方だろうと信じています。教育課程としてはいささか「ふんわり」としていますが、暗中模索を通して我々が（そして学生たちもが）到達した一つ
の結論です。

修了者たちはこれから、自身の思い描くキャリアパスの中でいろいろな課題に直面し、それを解決していく過程でリーダーとしての能力と評価を高めていって
くれるだろうと期待します。次ページにあるように、彼らがそのための「気概」を掴んでくれていることに安心しています。彼らの今後の活躍にご期待いただくと
ともに、是非、皆様の積極的なサポートをお願いいたします。

教育院長　佐藤 勲
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今年度、博士課程教育リーディングプログラムの折り返し地点となる4年目を迎えるAGL。プログラム採択前からAGLに所属し、AGLの成長と共に歩ん
できた修了者たちは今、自身のキャリアプランを見据えつつ、それぞれのフィールドで日々、邁進しています。彼らの今後の活躍に、是非ご期待ください。
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選抜合宿　2015.8.10 〜 8.12
8月10日（月）〜12日（水）、IPC生産性国際交流センター（神奈川県三浦郡葉山町湘南国際

村）において、2泊3日の本所属者選抜合宿を実施しました。
合宿当日5つのグループにグループ分けされた志願生たちは、事前発表と当日発表の2つの課

題に取り組み、そのソリューションをグループプレゼンテーションで発表。審査にあたる教員は、グ
ループワークやプレゼンテーションの様子、個人面接などから、一人一人のコミュニケーション能
力や人間力、リーダーとなる気概を厳格に評価しました。時に、評価として厳しいコメントもある
中、志願生一人一人が真摯に課題と向き合い、議論し、プレゼンテーションの内容を練り上げて
いました。

合宿最後の全体ディスカッションでは、『2泊3日を通して感じた「リーダー」とは？』を主題とし、
志願生、教員、合宿のサポートとして参加した第3期・第4期のAGL所属生たちが、それぞれが思う

「リーダー」について語り、充足したディスカッションが行われました。
今年度、第5回となる選抜合宿、合格した12名は、10月からAGL第5期生として真のグローバ

ルリーダーとなるべく、プログラムに取り組んでいきます。

科学技術系  大隅道場
2015年度前期の大隅道場では、Big Data 

Miningをテーマに、グループワークに取り組み
ました。ビッグデータ活用のコンサルティングを
行う企業や、本学知能システム科学専攻の寺野
教授、高安准教授、同専攻からのTAによる講義
の後、2つのグループに分かれ、それぞれが設定
したテーマに沿って、データ分析を行いました。

グループ1は『ビッグデータを活用した企業コラボ企画の効果測定』のテー
マで、レシピブログの口コミ数等と企業のプロモーションの相関関係を分析
し、多くの知見を得ました。

グループ2は『チーズの消費量と口コミの相関』のテーマのもと、チーズ消費
量の経年変化と口コミ数の変化の関係を分析し、チーズの商品特性の解析
を試みました。

両グループとも短時間での分析にも関わらず、大いなるラーニングとクリ
エーティビティの発露の結果、残課題はあるものの、発表にたる結果が残せま
した。

人文社会系  山田道場
山田道場では、4 ー7月の隔週で、道場のメイ

ンプログラムであるリーン・ローンチパッド・ワー
クショップを所属生以外の学生含め25名の参
加のもと行いました。どのチームも自らの事業ア
イデアをもとにプロトタイプ開発、のべ300人を
超える顧客調査を行い、受注を目指します。今回
は、健康状態をチェックするセンサーを備えた
手袋をもとにした事業を提案したチームが、導入を真剣に検討する顧客を発
掘し、優勝しました。

7月には昨年に引き続き、Stanford Universityの講師によるイベント、
『d. school comes to Tokyo Tech 2015』を開催し、「デザイン思考」レ
クチャー（学内外より約150名の参加）、および、2日間にわたるワークショッ
プ（他大学からの参加も含め48名が参加）を開催しました。英語で、かつス
ピード感のある進行で、ユーザーの立場に立った思考、new idea、そしてなに
より、「誰でもcreativeになれ、それが最も価値がある」というマインドセット
の重要性を体感しました。

科学技術系  齋藤道場
齋藤道場では、「ものつくり実践道場」を今

期から開設しました。『ものつくり』に関するレク
チャーを行い、本学の「設計工作技術センター」
および「ものつくり教育研究支援センター」を訪
問し、生産設備と加工デモを見学し、『ものつく
り』の基礎を学びました。さらに、3Dプリンター、
レーザー加工機などを利用して、『ものつくり』を
実際に体験しました。

グループワークでは、自分たちでつくりたい"もの"を決め、一連のプロセス
（生産工程〜生産管理〜PDCAサイクル〜デザインレビュー）を実施しまし
た。グループ1では、「オリジナル印鑑の製作（留学生用のはんこを製作するプ
ロジェクト）」、グループ2では「ものつくり広報用特撮映画の製作（本館モデル
の試作）」と題して、試作と評価・検討を繰り返しながら製品を完成させ、最終
プレゼンテーションでは、それぞれの製品・作品を発表しました。これらの成
果は、工大祭でも披露する予定です。

人文社会系  松木道場
松木道場は地球規模の社会的問題からテー

マ設定をしています。第４期生は、第3期生が取
り組んだテーマの一つである「未利用資源の活
用によるエネルギー問題の解決」を一部引き継
ぎ、「日本の林業を変える！」をテーマに、日本の
すばらしい天然資源である森林をいかに活用す
るかに取り組みました。

具体的には、約30名のリーダーたちへのインタビューを実施し、日本の林
業の様々な問題を抽出・分析。そしてこれらを解決するための施策を皆で考
え、それを社会で活躍する経営者に何度もぶつけながら練り直し、最終的に
は農林水産省の局長への直接プレゼンテーション（提案）を実施しました。

また、座学では、実際の社会でグローバルに活躍するトップ・リーダーたち
を講師として招き、リーダーとしての姿勢、情熱、そして悩みなどを学ぶことが
できました。

実社会でリアルに動いている現場と、そのリーダーたちとの直接対話を通
じた、緊張感のある半年間でしたが、リアリティある学びを得られたことと思
います。
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修了特集

修了生の声　グローバルリーダー教育院を修了し、研究機関や企業へと巣立っていった修了生の声をお届けします。

畦地 啓太さん
AGL第1期生、博士（工学）
2012年　グローバルリーダー教育院所属
2012年　大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻 修士課程修了
2015年　大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻 博士課程修了
自然電力株式会社　事業開発部勤務

青木 祐太さん
AGL第1期生、博士（理学）
2012年　グローバルリーダー教育院所属
2012年　大学院理工学研究科物性物理学専攻 修士課程修了
2015年　大学院理工学研究科物性物理学専攻 博士課程修了
東京工業大学大学院理工学研究科 理学国際教育研究流動機構 流動研究員

なぜAGLへの所属を選択されましたか？
2011年3月の原発事故を見て、再生可能エネルギーに関する自身の研究テーマの価値が特に高まると感じ、博士課程進学を決意。博士課程

に進学するにあたっては、修士課程の単なる延長ではなく、より多様な分野における能力を高めたいと考えていたところ、とてもよいタイミングで
AGL第1期生の募集がかかった。AGLが提供しうる多様な機会に強い魅力を感じた。

なぜAGLへの所属を選択されましたか？
2011年3月11日の東日本大震災に対する政府の対応を見て、日本における科学者コミュニティによる政策提言の必要性を実感し、「科学と

社会」の関係、とりわけ「科学と公共政策」の関係について学び考える機会を得たいと考えてAGLへの所属を志望した。日本においても科学者に
よる政策提言活動は日々行われているが、そのあり方を大きく改善させる必要があるのではないかと感じたきっかけが東日本大震災であった。
AGL発足がアナウンスされたのがその1か月後の2011年4月だったので、まさに渡りに船だった。

AGLへの所属を通して、ご自身に変化などはありましたか？
自分にとって、AGLでの活動と研究室での研究活動はほぼ一体であった。AGLに目的意識を持って参加することによって、日本物理学会にお

ける「物理学者の社会的責任」分科会や「環境物理」分科会に参加したり、アメリカ物理学会において米国における科学技術政策や科学者コミュ
ニティによる政策提言のあり方について調査を行ったりするなど、日々の研究室での研究活動においても活動の範囲を広げることができた。ま
た、これらの日々の研究活動の蓄積が、修了プロジェクトやオフキャンパス実習における自身の課題設定に大いに役に立った。

また、AGLでの活動を通して身につけたことが、学外での活動にも大きな影響を与えた。私は2010年5月から2015年3月まで、大学院生以上
の国外出身の留学生や研究者の居住施設である東京国際交流館にレジデント・アシスタントとして居住していたが、AGLでのプロジェクト・マネ
ジメントの経験を活かし、入居者による研究発表会などを首尾よく企画・運営し、成功させることができた。

今後のキャリアプランを教えてください。
今後も引き続きアカデミックな世界で研究活動に邁進するとともに、科学と社会、とくに科学と公共政策との橋渡しについて考え、必要と思う

ことを実践していきたい。科学と公共政策との関わりには、"Science for Policy"と"Policy for Science"の2つの方向性があるが、日本におい
ては"Science for Policy"の方が弱いと感じるので、特にこちらの方に重点をおいて活動していきたい。東日本大震災で明らかになったように、
非常時には科学者に対して単なるその人の専門以上のことが社会から求められることがある。私は自分の専門分野だけではなく、他の分野につ
いても今後も引き続き積極的に学び、社会から必要とされたときに、それに応えられる科学者を目指している。

グローバルリーダーを目指す皆さんへのアドバイスをお願いします。
今の段階で将来の明確な目標を持っている人、まだ何となくの漠然としたイメージしか持っていない人、どちらもいると思いますが、自分が将

来目指す道を決めるためには、今生きている世界が今後どのように変化していくかを見通し、その未来の世界で何が求められるかを自分なりに
見極めることが重要だと思います。そのためには、時間的にも空間的にも幅広いスケールの視野を持つことが大切です。日々様々な情報が飛び
交っていますが、情報に対するアンテナをしっかりと張って現在の動向を知るとともに、過去から未来へと向かう大きな時代の流れを読み取り、
その流れの中で自分に何ができるかを見つけられるといいと思います。AGLでは自分の知らない世界に出会えるチャンスが数多くあるので、何事
にも積極的にチャレンジすることをおすすめします。

AGL所属中、特に印象に残ったプログラムや出来事はありましたか？
修了プロジェクトとオフキャンパス実習が特に印象に残っている。修了プロジェクトでは、福島第一原発事故後、日本において大きな政策課題

となっている放射線の低線量被曝問題について調査し、低線量被曝についての様々な学説の対立点の整理および各々の学説の科学的根拠をま
とめて報告書を作成、その結果を銀座尾島俊雄研究室が主催する福島原発事故に関する調査委員会に対して報告した。このプロジェクトによっ
て、「科学的な知見に基づき公共政策に関する課題について提言を行う」というAGL所属当初に掲げた目標を、ささやかながら達成することがで
きた。

オフキャンパス実習では、UCバークレーで共同研究を行うとともに、米国における科学技術政策について調査を行い、バークレーを含むサン
フランシスコ・ベイエリアがいかにして世界最先端の研究およびイノベーションの拠点として発展したかについての調査活動を行った。さらに、そ
の背景にあるマンハッタン計画（第二次大戦中の原爆開発プロジェクト）以来の米国における科学技術政策の実態について報告した。

AGLへの所属を通して、ご自身に変化などはありましたか？
・ 特に再生可能エネルギーの分野において、グローバルな視点を獲得できたこと。
・ グループワークの大変さや留意点を学び、チームワークが特に重視される現職において活きている。

今後のキャリアプランを教えてください。
直近としては、現職においてマネージメント経験をするポジションにつくこと、また海外（特にドイツ）での勤務経験を得、グローバルな視点お

よびネットワークを獲得することを目標としている。その後は、国内外の研究機関を含めて、ゼロベースで考えていきたい。いずれにしても、達成し
たいビジョンは「エネルギーをテーマとして、日本を持続可能な社会づくりにおける世界のトップランナーにする。その経験を活かし世界に積極
的に貢献していく」こと。

グローバルリーダーを目指す皆さんへのアドバイスをお願いします。
民間企業へ就職して改めて思いますが、AGLで獲得しうる機会は非常に貴重なものです。学生時代にはその貴重さを正しく認識することは難

しいとは思いますが、もし興味が少しでもあるならば、AGLの先生方に連絡を取るなどすぐにアクションを取ってください。その小さなアクション
が、大きな飛躍につながるかもしれません。「行動をした後悔より、行動をしなかった後悔のほうが強い」と私は思います。

AGL所属中、特に印象に残ったプログラムや出来事はありましたか？
・  オフキャンパス実習でのドイツ滞在：再生可能エネルギー先進国であるドイツでの7か月間にわたるオフキャンパス実習の活動は、グローバ

ルな視点の獲得につながり、現職においても非常に活きている。
・  スタンフォード大学d.schoolでのワークショップ参加、およびインド工科大学ハイデラバード校でのワークショップ企画、ファシリテーション

の実施：元々ワークショップには関心があったが、AGLにおいて国際的なワークショップに参加、そして企画する経験を得た。現職において、
多国籍なメンバーがいる中で、これらの経験は活きている。

所属式の様子（2011年10月1日）


