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2017 年度 AGL 活動報告
少し間が空いてしまいましたが、2017年度のグローバルリーダー教育院（AGL）の活動報告をお届けいたします。
2011年度から教育を開始したAGLはこれまでに、一橋大学からの学生を含めて延べ120名を越える学生を迎え入れ、8名が既にすべての課程を修

了して社会で活躍しています。2017年度には第7期生として17名が新たにAGLの教育課程にチャレンジしています。
AGLの教育体系は、それぞれの学生が在籍する大学・学院・系（研究科・専攻）における卓越した博士人材としての専門能力の育成と並行して、

AGLに設置されている特色ある道場での学生同士の専門分野や個性・文化の違いを超えた切磋琢磨と、学生のキャリアプランに合わせて「テーラー
メイド」に企画されるオフキャンパス実習から成り立っています。その目指すところは、卓越した専門能力を活かして社会に貢献するだけでなく、他者
の専門能力をも組み合わせて複雑な社会課題の解決に挑もうとする気概とリーダーシップを養い、さらには社会に新しい価値をもたらす「システム」を
どう構築するかを考察できるセンスを磨くことにあります。本号では、これらの教育体系を網羅した学生たちの取り組みの一端と、社会で活躍している
修了生によるAGLでの取り組みへの評価をご覧いただきます。

AGLは、修了生だけでなく、アドバイザリーボードや外部評価委員からのコメント、FD研修を通した学内教員からの意見を踏まえて、不断に教育内
容を改善しています。また、こうした実績から得られた知見を大学院教育体系の改革に活かすための努力を続けています。まもなく8年目を迎えるAGL
の今後にご期待下さい。

教育院長　佐藤 勲
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修了生の声

道場活動

オフキャンパス実習

report 01 人文社会系 山田道場

report 02 人文社会系 松木道場

report 03 科学技術系 齋藤道場

report 04 オフィス空間におけるコミュニケーション活性化プロジェクト

report 05 途上国の国際開発現場でのリーダーシップ

日付 内容
 4月 4日、 6日、10日 AGL所属説明会
 5月22日 選抜合宿説明会
  　23日 H28年度実施 オフキャンパス実習報告会
 6月 1日 AGL第7期生公募開始
 7月10日 AGL第7期生公募〆切
  　13日〜21日 齋藤道場「シュタインバイス大学日本研修」
 8月10日〜12日 選抜合宿
 9月 1日 AGL第7期生合格者発表
  　 7日 道場説明会
  　22日 所属式
  　28日〜30日 博士課程教育リーディングプログラムオールラウンド型7大学シンポジウム
10月20日〜22日 博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2017
  　28日〜29日 山田道場「d.school comes to Tokyo Tech」
10月 9日〜12月17日 山道道場「プログラミングブートキャンプ」（全6回）
12月 2日〜 3日 ICS/AGL 特別セミナー「スタンフォード大学実践交渉術セミナー」
  　22日 FD研修・アドバイザリーボード委員会
 1月30日 博士課程教育リーディングプログラム「第3回ビジネス構想コンペティション」
 2月18日 松木道場「子どもの貧困問題解決に向けたシンポジウム」
 3月 7日〜17日 松木道場「ベトナム研修」
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2017年9月にグローバルリーダー教育院を修了し、社会へと巣立っていった所属生の声をお届けします。

1．プロフィールと修了後の進路をお教えください。
学部では医用工学コースを履修して、主専攻の機械工学に加えて、材料、電気電子、生命工学、東京医科歯科大学で医学を学んできました。大

学院では圧縮性流体（空気など）の制御を専門にし、その応用として、東京医科歯科大学と連携して新たな医療機器を創出する研究に従事し、博
士号を取得しました。

また、AGLの活動のひとつとして、GE Healthcare Japanにて生体計測機器に関する新規事業創出に6ヶ月間携わっています。
修了後は、製薬・医療機器産業に特化した外資コンサルティング会社に就職しました。

6．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。
志を持ち、人に語ってください。すると道は拓け、思わぬ機会が偶然得られます。本当に得られます。考えが未熟でも、議論や指摘を通して学び、

洗練すればいいだけのことです。バットを持って素振りを始めなければ、何も始まりません。
問題は、いざ素晴らしい機会を得た時に、自分がそれに見合うだけの準備ができているか、自信をもって任せてください！と言えるかどうか、そして

本当に期待に応えられる能力があるかどうかです。
AGLは、志ある仲間と出会え、その仲間たちと実践を通して様々な能力を高め合える場所です。そういった場で研鑽することは、何であれ、将来世

界に向けてホームランを打てる人になるために欠かせないことと思います。

AGL第3期生、博士（工学）
2013年　グローバルリーダー教育院所属

2017年9月　大学院総合理工学研究科メカノマイクロ工学専攻

その他の活動

所属式  2017.9.22
2017年9月22日（金）東工大大岡山キャンパス石川台3号館にて、平成28年度東京工業大学グ

ローバルリーダー教育課程所属式を行いました。
新たに所属生となった7名の東工大生と連携先である一橋大学からの所属生2名、同じく一橋大学

からの参加者8名には、佐藤教育院長よりひとりひとりに所属許可書が授与され、真のグローバルリー
ダーとなることを目指し、道場での切磋琢磨やオフキャンパス教育に取り組んで行く決意を新たにして
いました。

FD 研修・アドバイザリーボード委員会  2017.12.22
2017年12月22日（金）東京工業大学大岡山キャンパス西9号館において、グローバルリーダー教育院FD研修・

アドバイザリーボード委員会を実施しました。当日はプログラム最終年度に向けての展望と意見交換が行われ、盛況
のうちに閉会いたしました。

他者を気遣い、専門性や国籍が違っても、意見や能力を引き出すことが（多少は）できるようになったと自負しています。
もともと私は他者に興味をあまり持たず我が道を往く、傍若無人な性分でした。しかしプロジェクトでの失敗や、不満の残る結果となった原因を反

省し、リーダーシップとは何か、そして自分の身の振り方をどうすべきか熟考し、別のプロジェクトで改善する、ということを繰り返してきました。
その結果、自分の想像を超えた成果が得られる、充実した海外研修を共同で立案・実行できるなど、人を活かし、自分も得するような経験ができ

るようになりました。自らの目的の為に人を動かし、大きな成果を得られることがリーダーシップの顕れだとすれば、多少はリーダーシップが身につき
つつあるかな、と思っています。

4．AGL への所属を通して、ご自身に変化などはありましたか？

博士1年生の前期、複数のプロジェクトでリーダーになった半年間は特に印象に残っています。
1つはもちろん博士研究。後期の国際学会発表に向けた実験や、オフキャンパス期間の夜間・休日に研究が進められるように実験計画を立てる必要

がありました。2つ目がオフキャンパスのきっかけにもなった、AGLでの登山者向けバイタルセンサの事業化プロジェクト。3つ目が、某企業にお願い
して提供いただいたAGLでのビッグデータの分析・提案プロジェクトでした。

自分の研究・作業をきちんとこなしながら、指導教員、共同研究者、プロジェクトメンバー、データ提供企業、オフキャンパス先企業と目まぐるしく
コミュニケーションを取る日々を経験できたこと、またそれぞれ結果に責任を持ち、一定の成果を出せたことは、大きな自信につながっています。

3．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？

APAC（アジア大洋州地域）に創設予定のMedical Device Teamの立ち上げに参画する予定です。
構想は元々社内で温められていたのですが、専門性（というよりはこだわり）がある人がAPACにいなかったそうです。医療機器研究でのPh.D.取

得とGE Healthcareでの長期インターン経験は、面接後すぐに履歴書が米国本社に送られる程度にはアピールになったようです。
その後はかなり流動的ですが、製薬・医療機器メーカーの新規事業部門は転職先候補のひとつです。ポジションに関わらず、医療機器の発展、そ

して未来の医療機械化を見据えて、新しい医療技術の社会実装に携わっていく所存です。

5．今後のキャリアプランを教えてください。

私は将来、医療福祉の多くの部分が機械化されると信じています。ただし、純粋に科学技術が発展しただけでは、そのような未来は訪れないとも思っ
ています（ロボットやAIに診断される方がお医者さんに診断されるよりも安心だ！という人は、当分の間は余程の物好きだけでしょう）。

博士課程では「いかに新たな医療機器を創出し、価値を明らかにするか」を学び、実践したいと考えていました。
AGLでは、「いかに新たな技術を世界に実装するか、そのために自分がどうあるべきか」を学びたいと思い、所属を希望しました。加えて医療機器分

野では特に米国が本流を握っているため、日本で機械工学を学んだ後のキャリア選択の幅を拡げるため、様々な経験を積みたい、という理由もありました。

2．なぜ AGL への所属を選択されましたか？

吉木 均さん



受入先：モンゴル国立教育大学
私は持続可能な社会の実現のための国際開発協力事業に興味を持ち、オフキャンパス実習では国際開発の現場におけるリーダーシップを学びたいと考

えました。希望が叶い、9〜12月の12週間モンゴル国立教育大学（MNUE）でモンゴルの中等教育におけるICTの応用に係るプロジェクトに参加する
機会が得られました。

私は中学校教員対象の研修への参加とwebベースの教員用教材の開発をしました。研修の実施にあたり、教育現場のニーズを理解するための工夫、
プロジェクトメンバーの専門家と協働するための工夫を学ぶことを目標としました。

教員研修では現地の教員と開発中の教材をテストし、フィードバックを得ました。時間や環境に制限がある現場で有用な情報を得るためには事前に調
査の目的と扱う言葉の意味を明確にしておく準備が不可欠であることを学びました。膨大な情報を要点に絞って整理し報告することからも多くの学びが得
られました。Webベースの教員用教材の開発に関して、初めはMNUEの教授達からの協力が得られず苦労しましたが、こちらのコミットメントを示すこと、
相手の立場に立って情報を伝えることで徐 に々協力が得られ、満足のいく教材が完成しました。

国際開発の現場では情報を集め、整理し、伝えるという研究で行っていることが大きな価値を持つことを実感し、今後の研究の励みとなりました。ま
た短い期間内に多くの協力を得られ成果があげられたことは大きな自信となりました。オフキャンパスで得られた経験を糧に将来の目標である持続可能な
社会の実現に向けたロールモデルとなるプロジェクトの提案と実施を実現させたいです。

平井 雄之（環境・社会理工学院融合理工学系地球環境共創コース　博士後期課程2年）

Report 05 途上国の国際開発現場でのリーダーシップ

道場活動 オフキャンパス実習

report 01 人文社会系 山田道場
d.school comes to Tokyo Tech 2017 （10 月 28 日（土）・29 日（日））：

デザイン思考の本場である米国スタンフォード大学“d.school”の現役講師3名による2日間のワークショップです。2014年から毎年開催しています。
AGL所属生に加え、学内・他大学から約40名が参加し、「デザイン思考」の本質であり、同時に、個人の価値であり、リーダーシップ機能の中核とも
言える、新たなアイデア（解決策）を出せるというマインドセット（Creative Confidence）と、ユーザーのニーズの理由を抽出し課題を設定する能力（User 
Centric）を、シリコンバレー流の、リラックス&スピーディな雰囲気の中で、学び、トレーニングできる濃密な2日間です。2018年度も開催予定です。

参加学生の声
・ これまで考えたことのない発想主体の体験ができるワークショップだと思います。研究や起

業等すべての活動において、そのプロセスには共通する流れが必要だと再認識できました。
（AGL第7期生）

・ 相手に共感をするところから始めるので、発想の幅が広がる。これにより、独りよがりな製
品やサービスは起こりにくいと思う。アイデアを実際に動くものとして形にする面白さと、そ
の説得力の大きさがわかった。（AGL第6期生）

プログラミング・ブートキャンプ（10 月〜 12 月中に全 6 回）
学生による企画・運営で、約2ヶ月の間に6回のワークショップを行いました。Web開発のプロ集団である（株）ギルドワークスのサポートを受けながら、

「動くwebサービス」を開発します。Ruby-on-Railsを中心に、言語・コード・開発環境について、2-4人のチーム毎に自習学習し、最終回の3日間
合宿で、学生の考えるwebサービスを、各チームにプロの方が半ば張り付きながら、一気に構築していきます。コードの知識習得はもちろん重要ですが、
それ以上に、サービスのアイデア、開発課題の設定、ユーザーにわかりやすい画面設計等、が極めて重要であることが認識できます。

参加学生の声
・ 自分たちが組み込んだコードでWebが動く面白さで、開発のスピードが加速していき、当初

考えていたより多様な機能を試すことができました。今後もWebで自分のアイデアを実現し
てみたくなるきっかけになりました。（AGL第4期生）

・ プロの方々が伴走してくれるので、技術的な部分はもちろんのこと、webサービスを運営す
る上での課題などのアドバイスも貰え、全くの初心者の私も、今では自分でwebページを作
れるようになりました。このような濃密なプログラムは他に無く、AGLだからこそできるものであると思います。（AGL第7期 一橋学期参加者）

Report 02 人文社会系 松木道場
ベトナム研修

無秩序といっても良いほど急速に拡大して行くグローバリゼーションの中で、次世代のリーダーたちは誰も経験したことのない未曾有な問題に直面す
るかもしれません。とりわけアジア地域の人々や組織と綿密なコミュニケーションと相互理解を深めることが問題解決の糸口となるでしょう。松木道場
では3月に3回目となるベトナム研修を実施します。ハノイにて同国の経済や日系企業の進出の状況を学び、また、ホーチミン自然科学大学の学生と社
会調査およびその報告会を行う予定です。現在AGL7期生の6名（東工大生2名、一橋大生4名）がホーチミン自然科学大学の学生と事前準備に取り
かかっています。

参加学生の声
昨年のベトナム研修ではAGL生とホーチミン自然科学大学の学生のグループワークとベトナ

ムに進出している3つの日系企業訪問を行いました。グループワークではテーマを「ベトナムの
持続可能な発展のための解決策の提案」に自分達で設定し、4つのグループがそれぞれ環境
問題、教育問題、外国人の労働問題、現地人の雇用問題に取り組みました。ベトナム人学
生の個性を理解し、信頼関係を築きつつ活動を行い、最終的にはすべてのグループが解決策
の提案をすることができました。今でもベトナム人学生とは時折連絡を取り合っています。日
系企業訪問では高島屋、JETRO、JICAに訪問し、ベトナムに進出した背景や海外でビジネスを行う上での重要なことなどを直接聞くことができま
した。三つの企業とも業務も市場も異なりますが、日本の経験を活かしつつもベトナムの文化背景を理解して、如何に現地人の顧客、スタッフと
対等で良好な関係を築くかが共通して重要であることがわかりました。（AGL第6期生）

Report 03 科学技術系 齋藤道場
シュタインバイス大学日本研修

シュタインバイス研修は毎年7月に行われている東京農工大と独シュタインバイス大学の共同プログラムです。ビジネスを学ぶシュタインバイス大の学
生とテクノロジーを学ぶ農工大の学生が協力して、日本の中小企業の海外進出における方針についてコンサルティングを行います。それ以外にも日産自
動車などの企業訪問や小田原市内のエクスカーションを行い、全体で10日間の研修でした。今年は4名のAGL生に加えて横浜国大も加わり、ドイツ
学生40名とあわせて約70名が参加していました。

参加学生の声
ドイツ人学生とはよき友人となり、楽しく研修ができた一方で、グループワークについて学びが多い研修となり

ました。本研修前の事前研修中にコンサルタントを行う中小企業の製品の強みとそれを活かせる市場の分析を行
い、大まかな方向性は日本人側で決定しておいたのですが、本研修開始直後は、ドイツ人学生のグループワーク
の進め方や分析方法を知るために静観してしまい、ドイツ人学生が議論の主導権を握る形となりました。その結
果すでに日本人学生で検証したことを再度議論することになり、大きなタイムロスに繫がりまし
た。そのため準備時間が少なくなり、プレゼンの体裁を保つように資料作成に注力してしまい、
自分たちのメッセージは何で、それを伝えるにはどんなファクトをどんな流れで説明するのかを
練り上げることができませんでした。すぐに議論の流れを修正しなかったのはグループのアウト
プットに対して責任感が欠如していたためであると分かり大きな学びでした。（AGL第6期生）

受入先：株式会社竹中工務店 技術研究所
2017年5月8日から8月4日までの13週間、私は竹中工務店技術研究所でオフキャンパス実習を実施

しました。研究所は千葉ニュータウンにあり、研究所の寮に滞在させていただきました。実習受け入れ
に当たっては、同年1月に打診を開始し、2月に面談の後、受け入れが確定しました。

実習の内容は、東京オリンピック後の建設事業戦略の根幹となる新規的技術開発の一端を担うもの
でした。研究員の方と仮説を立て、主体的に計画を進行し、種々の計測や採取したデータの分析を行
ない、最終日に研究所内で発表会を実施しました。

竹中技術研究所では、建物の造り方だけでなく、内部の人の過ごし方を向上させるため、情報系や
生物系等の多種の専門家とともに研究が行われており、ゼネコンの研究所がとてもイノベーティブな環
境であることを知り、非常に興味深かったです。また、企業の取り組みや研究視点は、研究結果として
訴えるだけでなく、将来、技術を自社の魅力として定着させるための人の力も重要だと感じました。大学やメーカーとの協業に求められる研究員のコミュ
ニケーション能力やマネジメント能力についても、研究所外の打ち合わせに同行した際に間近で体感し、社内的にも社会的にも自分のやりたいことを主張
していく強みを持つ博士人材をさらに引き上げる力なのだと思います。

今回の研究テーマは私の直接の専門分野ではありませんでしたが、異分野に積極的に対応し、熱中し楽しんで一つの課題に取り組めました。今後は
建設業界や社会を俯瞰するような仕事に就くことを希望しているため、建築分野の研究所を選択肢の一つとして認識することができました。

下川 紘子（環境・社会理工学院建築学系建築学コース　博士後期課程2年）

Report 04 オフィス空間におけるコミュニケーション活性化プロジェクト

実習期間 プロジェクト内容 受入先

 5 月〜 7 月 ドイツにおける多分野プロジェクトの計画立案、プロジェクトマネジメントを学ぶ ドイツ・マインツ大学

 5 月〜 8 月 オフィス空間におけるコミュニケーション活性化プロジェクト 日本・大手総合建設会社

 6 月〜 8 月 アメリカにおける Academic Startups 現状調査プロジェクト アメリカ・ワシントン大学

 6 月〜 9 月 コモディティ・フロー法に係る推計調査とリーダーシップ 内閣府

 6 月〜 11 月 日米の基礎研究の価値に対する意識調査プロジェクト アメリカ・カリフォルニア工科大学

 7 月〜 12 月 ドイツでの産学連携研究プロジェクトにおけるリーダシップを学ぶ ドイツ・フリッツハーバー研究所

 8 月〜 2 月 多国間プロジェクトにおけるリーダーシップ フランス・ソフトウエア企業

 9 月〜 12 月 途上国の国際開発現場でのリーダーシップ モンゴル国立教育大学

 9 月〜 2 月 原子核研究用検出器新規開発プロジェクト アメリカ・ローレンスバークレー国立研究所

10 月〜 1 月 スポーツ支援機器ベンチャーのビジネスモデルを学ぶ 日本・スポーツ支援機器製造ベンチャー企業

11 月〜 1 月 新規事業開拓プロジェクト 日本・大手ガラスメーカー


