2018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。
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1．なぜ AGL への所属を選択されましたか ?
AGLは、学生が研究している分野等で、将来社会に出て通用するリーダー人材を育成していることを知って、私は所属することを選択しました。また、
AGLでは自分と同じ分野の学生だけでなく、普段は接することがない他分野の学生や、一橋大学の学生ともたくさん出会えます。皆、グローバルリー
ダーになるために日々努力しています。彼らと知り合って、志を話し合えることは、私にとって大切な一時ですし、勉強の場になると思いました。AGL
は自分の研究とは全く違う、チャレンジの場所です。確実に面白いことができ、自分の成長に良いと思い、所属を志望しました。

2．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 ?
松木道場の最初のグループワークのテーマは「日本木材の復興」でした。私はタイでの交換留学から帰ってきたばかりで、10名ほどのAGL生と一緒
にプロジェクトをはじめました。グループのメンバーは皆、士気が高く、議論の間で何かわからなければすぐ調べて、全く違う専攻でも林業について詳し
く調べていて、たくさんのインタビューを経て、かなり高度な議論ができるようになりました。最終的には現農林水産省次官をなさっている末松様の前で、
私達の意見を発表することができました。私にとっては初めて、研究以外の分野でこのような社会的影響を持てることができるプロジェクトを実行しまし
た。日本人と一緒に半年以上仕事をしたのも初めてでした。
また、日本人所属生・オーストラリア人所属生・タンザニア所属生と一緒に「メンタルヘルス」という学生の精神問題をテーマにし、専門家や研究者
を招いてのレクチャーを東工大学生に向けて開催しました。精神健康問題に対しての理解が深まり、身近に精神問題を抱えている友だちがいたらどのよ
うに対応するべきかを学ぶことができました。国際的なグループワークで、完全に学生主体でプロジェクトの運営を一年間続けたことにより、参加者も
私自身も大変な恩恵を受けました。

3．AGL への所属を通して、ご自身に変化などはありましたか ?
昔の私は大学受験に失敗し、自分の本当のやりたいことに迷っていました。日本に来て、私は初めて自分の将来に向き合って、自分の意思で足を踏
み出しました。AGLに入り、自分のアイデアや考え方を自発的に人に話して、自信をつけることができました。反省を繰り返しながら、自分は客観的
で物事を分析するタイプで、常識破りのアイデアが好きであることがわかりました。私の強みは冷静でありながら好奇心が強いことがわかりました。また、
博士の時期になりますが、ようやく今までの選択や行動をまとめることができました。自分のアイデアで社会を変えたい、時代の先に立ちたい、これ
は私の軸です。

4．今後のキャリアプランを教えてください。
まだ計画ですが、今後の5年間、私はまず就職先のAGC株式会社で新規商品と市場の開拓に集中します。AGCは実力上でも、技術上でも社会を
変えることができる会社です。私はそこで社会との繋がりと社会人としての経験を積み、経済的な実力を積みたいと思います。5年後、世界には変化
が起こるはずです。今の会社に居続けるか、変化に沿って変わるかはまだ計画していません。でも目標は変わらず、将来的には自分のアイデアで人の
生活習慣を変え、理想の未来都市に変えていきたいと思います。

5．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。
私の経験から見ると、自分にチャレンジすることです。他人と交流したくないかもしれません。他人のアイデアを受け入れたくないかもしれません。
他人の言っていることを聞きたくないかもしれません。しかし変化は受け入れることから始まります。他人のことを観察して、自分は反省します。時間
を重ねて、自分の強み弱みを把握することができます。弱みを強くするか、回避するかは皆、違いますが、自分をわかった上でのグループワークに学
びは更に多くなります。次は常識にチャレンジすることです。社会は安定したルールと常識があります。それがあるから社会は安定していますが、それ
があるから社会が発展しないかもしれません。未来のリーダーは社会の仕組みを分かり、変えるべき常識にチャレンジする気概を持つべきです。

その他の活動
所属式 2018.9.26

2018年9月26日(水)東京工業大学附属図書館1階会議室にて、平成30

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。
所属生となった6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1名への所属許可書授与を行い、AGL
最終年度の所属生となった9名はそれぞれ、真のグローバルリーダーとなる
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グローバルリーダー教育院シンポジウム 2018

グローバルリーダー教育院のこれまで、そしてこれから
2011年度に本学独自の取り組みとしてスタートしたグローバルリーダー教育院（AGL）は、その1年後には文部科学省「博士課程教育リーディン
グプログラム」に採択されました。そして、プログラム最終年度を迎えた現在に至るまで、一橋大学との文理共鳴のもと、社会が求める真の“グローバ
ルリーダー人材”の育成に取り組んで参りました。その結果、必ずしも官学界に留まるのではなく、産業界に新風を吹き込む気概をもった、これまでの
本学卒業生には見られないユニークな博士人材を世に輩出することができたと自負しております。
去る9月4日、AGLの成果報告を兼ねた公開シンポジウム「グローバルリーダー教育院シンポジウム2018」を開催しました。AGLでは、教員が学
生に何かを教えるのではなく、そこに集う学生が、それぞれの夢を実現するための能力や意識、気概といったものを自ら“つかみ取っていく”場として運
営してきました。今回のシンポジウムも、その企画から運営のすべてをAGL所属生に任せており、来場者の皆様にはありのままのAGL生を感じ取って
いただけたのではと思います。
プログラム終了後の2019年度以降も、AGLは「グローバルリーダー教育課程」として存続し、
引き続き所属生に活動の場を提供していきます。また、
AGLの理念は本学のリーダーシップ教育の“礎”として、「リーダーシップ教育院（ToTAL）」に引き継がれることになります。今後もAGLの学生たち、さ
らにはToTALの学生たちの活躍に、ぜひご注目ください。
教育院長
総括理事・副学長、前教育院長

中村 聡
佐藤 勲

グローバルリーダー教育院シンポジウム 2018 を開催して
今回、一所属生として、プログラムの総括に関する対外イベントに密に関われたことを大変光栄に思っています。
シンポジウムを作り上げるうえで、ありのままの所属生の姿を見せることを大事にしてきました。AGLでの学びは、すぐに生かせるものも少なくありま
せん。一方で10年後、20年後になって初めて花開くこともあるのではないかと常々感じていました。それを踏まえ、シンポジウムでは、現段階でのプ
ログラムの良し悪しを決めつけるのでも、その良さのみをただアピールするだけでもなく、私たちAGL生のこれからに期待してほしいという願いを込めて
企画・運営をしました。
シンポジウムを通じて、自分たちが学んできたことを表現することの難しさを実感しました。特に企画展示では、プロジェクトとして行った事実を並べ
ることはいかようにもできますが、それを通じて何を学んだのかという最も重要な点でのアピールが、思っていたよりもできない自分たちがいました。「こ
のようなことは誰にでもできるだろう」と自分たちが勝手にそう思ってしまっていた場合もありましたし、悪いことは隠して自分たちをよく見せたいという
無意識の欲求もありました。失敗や挫折を含んだ、自分たちのありのままを何か形の残るもので表現することは、勇気のいることでした。しかし、その
ようなかっこ悪い経験でしか学べないことも多いこともまた事実です。私自身、シンポジウムの準備では、テーマの細部にこだわってしまい、足踏みを
してしまった時期を悔やんでいます。また、この文章を書きながら、自分以外の誰かがこのシンポジウムの指揮を執っていたならば、また違った視点で
AGLをアピールしていたのではなかろうかと今でも思い悩んでいます。それでも、自分の力不足に悲観しているわけではなく、「まだまだ、できる。次は
より良いものをつくれる。」という感覚が自分の中にはっきりとあります。次に進むための自信を得ることができたのが、失敗だらけだった総括責任者の
最大の収穫です。
当日は多くの方にご来場いただけましたこと、また、本シンポジウムを楽しんでいただけたことをうれしく思います。シンポジウム開催に伴い、多くの方々
から多大なサポートをいただきましたことに、この場を借りて御礼申し上げます。
AGLシンポジウム2018総括責任者:AGL第6期生

林 愛彩香

co nt e nt s
グローバルリーダー教育院シンポジウム 2018
Report 01

シンポジウムの概要

Report 02

当日までの道のり

Report 03

講演 / パネルディスカッション / 企画展示

Report 04

来場者からの声

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

修了生の声

意を新たにしていました。

その他の活動

G

修了生の声

A

GL

Academy for Global Leadership
Tokyo Institute of Technology

AGL NEWS 011 2018年11月15日発行
編集発行
東京工業大学グローバルリーダー教育院
すずかけ台事務室
〒226-8503 横浜市緑区長津田町4259 J3-131
Tel:045(924)5988 / Fax:045(924)5627
Mail: agl.jim@agl.titech.ac.jp
URL: http://www.agl.titech.ac.jp/

グローバルリーダー教育院シンポジウム 2018 を開催しました
Report 01

シンポジウムの概要

2018年9月4日、本学蔵前会館において、グローバルリーダー教育院シンポジウム2018を
開催しました。
本シンポジウムは「グローバルリーダー教育院7年間の成果報告会」として、所属生主体で
企画運営を行いました。所属生個人の活動に焦点を当て、個々の「成長」を披露する場としま
した。この「成果」には、AGL生が思うAGLで経験したことの面白さはもちろん、失敗や挫折、
考え方の変化など、AGL生として過ごした日々すべての経験を含め、ありのままのAGL生を表
現するようにしました。
企画は、AGL修了生による講演とこれまでの活動を振り返るポスター展示、修了生とAGL修
了審査学外審査委員を交えたパネルディスカッションを行いました。
当日は台風接近に伴うあいにくの天候でしたが、学内外から延べ74名の方のご来場をいただ
きました。

Report 03

講演 / パネルディスカッション / 企画展示

第一部：AGL での経験からの学びとキャリア構成
第一部では、吉木 均さん（AGL第3期生 2017年度修了）
、西田 貴紀さん（一橋大学学期参加第4期生 2016年度卒業）の2名の修了生をお迎えし、
お二人のキャリア形成におけるAGLでの学びに関するご講演をいただきました。
吉木さんは、自分でプログラムをデザインしなければならないというAGLの特性を存分に生か
し、在学中は様々なプロジェクトを運営していました。AGLでの経験から「プロジェクトを成功
させる」
「チームの人とみんなで気持ちよく仕事をする」ことを念頭に置いて勤務されていること
をご講演くださいました。
西田さんはAGLで得た「出会い」という経験を大切にし、
「出会えるべき人に出会える世
の中をつくる」を自身のミッションとして掲げ、現在は企業の研究員として勤務されています。
AGLでの学びである「良い人間になること」
「フラットなチームを創ること」
「自立するためにた
くさん依存すること」
「
『正しさ』にこだわらないこと」
「一歩踏み出すこと」
「出会うが世界を変
西田 貴紀さん
えていく」を活かし、チームリーダーとして勤めていることをご講演くださいました。
吉木 均さん

第二部：AGL という環境と AGL 所属生の可能性
Report 02

当日までの道のり

アイデアピッチ
企画を練るにあたり、そもそも『博士課程教育リーディングプログラム』とは何か、AGLはどの
ような経緯で始まったプログラムなのかを学ぶところから始めました。 5期、6期のメンバーを中心
に企画の方向性を話し合いました。話し合いの中で、実は今まで期ごとに何かに取り組んだ経験
がなかったということに気がつきました。そこで、シンポジウムの形式を決めるために、期ごとにアイディアを出し
合うことにしました。
アイディアピッチでは、「動物園のようにAGL生と気軽に触れあえる企画」をコンセプトとした6期のアイディアが
採用されました。

テーマ決め
企画の具体化を始めるまで、最も私たちを苦しめたのはこのテーマの選定でした。AGL生がこ
れまで取り組んできたことの全体像を掴もうとすればするほど、その学びの種類が多岐にわたるこ
とにより、どこに照準を当てるべきか決めかねました。所属生として伝えたい学びは山ほど出てきた
のですが、AGLとして統一したメッセージを選定することが非常に難しかったです。「個の学びを表現する」という
当初の目標と照らし合わせ、シンポジウムのテーマを「AGL所属生によるAGLの活かし方」とし、展示等に触れ
た来場者が「AGLとは所属学生にとって、自分の『やりたい』に責任をもって挑戦する場だったのだ。」と気づく
ことを企画運営の目標としました。

企画担当者より
今回、AGLシンポジウムにおいてパネルディスカッションを主催しました。そのテーマは「AGL
を客観的に評価する」と設定しました。他コンテンツはAGL生の主観に基づいていますが、AGL
のようなプログラムを継続するためには、外部の視点からの評価も重要であると考えたためです。
テーマ設定後、登壇者の選定に入りました。選定基準はAGLを知りつつ、他機関に所属してい
る方と決め、AGLの修了審査学外審査委員と修了生に依頼をし始めました。粘り強く依頼を続け、4名の方にご
登壇していただくこととなりました。当日も登壇者の皆様が私の意図を汲み取って会を盛り上げて下さいました。
AGLの節目となる企画を自分たちで設定、運営したことは大きな学びです。反省点も多いですが、次に活かします。
最後に登壇者の皆様にはこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
（パネルディスカッション司会担当:AGL第6期生 松浦 賢太朗）

第二部では、AGLの修了審査学外審査委員である門岡 良昌さん(株式会社富士通研究所)、倉林 陽さん（Draper Nexus Ventures）
、AGL第2期
生の川崎 博之さん（2015年度修了）
、一橋大学AGL第3期生の渡邊 真由さん（在学生）をお迎えし、AGLという環境を外側からの視点と内側からの
視点で語り合いました。
修了審査学外審査委員のお二人からはAGLのプログラムとしての魅力や、AGL生の良さだけでなく、このプログラムを通じて、さらに身に付けるべき姿
勢などを率直にお話しいただきました。
AGL所属経験者からは、AGLでの活動を振り返り、ご自身が掴み取った学びやリーダーシップについてお話いただきました。
このパネルディスカッションでは、
「主体性」がキーワードとして挙がりました。
「主
体性」をもって、どのようにプログラムに関われるかが重要であり、それを適切に
表現できることが必要であるという意見が示されました。一方で初めからやりたい
ことを明確に持っていることは滅多にないという指摘もありました。様々なことに積
極的に挑戦しながら、内省や工夫を通して学び続ける大切さが説かれました。
また、フロアからは「AGLをより良いプログラムにするにはどうすればよいか。
」
という質問が挙がりました。修了審査学外審査委員からは、
「哲学」を身につける
こと、大企業の人事課などに研修に行き、企業を内側から見てみるといいのでは
ないかというご提案が示されました。AGL所属経験者からは、これ以上魅力的に
しなくてもよいのではないか、道場をよりオープンにし、所属の垣根をなくしていく
と更に刺激的になるといった意見が上がりました。

展示企画
シンポジウムでは、講演企画と並行してポスター展示を行いました。
これは、AGLの沿革をまとめたもの（導入）
、今までAGL生が取り組ん
できたプロジェクトを中心にまとめたもの（プロジェクト展示）
、個人が
AGLでの活動を通して何を学んだのかをまとめたもの（個別展示）
、そし
て、AGLのこれからについてまとめたもの（AGLのこれから）を各ブース
に分けて展示しました。ポスター展示では、
「AGL生と直接会って話を
する」という点を大事にしました。来場者はポスター作成者との対話を
通じて、AGL生の学びを感じ取っているようでした。

Report 04

来場者からの声

当日アンケートにて寄せられた来場者からの声をいくつかご紹介します。
・ AGLでの経験がどのように自身のキャリアに影響し、今の自分につながっているのか語りの中から知ることができ面白かった。
・と
 ても有意義なシンポジウムでした。ありがとうございました。学生たちだけで作り上げられたこともAGLの教育の成果だと感じました。
・ AGL内外の思いを聞き出してよかったが、もう少しとがった意見が出てほしかった。
・学
 生主体でこれだけのシンポジウムを実現された在学生及び協力された修了生の皆様に賞賛と敬意を表します。一方で、学生主体であったことの弊害
となってしまうのかもしれませんが、AGLプログラム主役であろう道場主の考え方や在学生の皆さんのお話も聞いてみたかったです。

