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修了生の声

AGL の道場エクスカーションが目指すところ
AGLの教育体系は、所属学生が他の学生や社会の皆様の力を借りながら、自分自身の能力を高めていく仕組みとして設計されています。所

属選抜前の必修科目である「人間力基礎」で他者とのコミュニケーションや合意形成の”お作法”と基礎的スキルを身に付けた上で、所属後の
道場教育では、「導入」で社会課題への対峙の仕方に気づき、「グループワーク」で学生間の議論や協調によって課題解決を模索し、最終段
階の「修了プロジェクト」でそれを実社会へ展開して社会の皆様からの批判を受けることで、自らのリーダーとしての素養を磨いていきます。オ
フキャンパス教育においても、課題が生じている現場で周りの人々を巻き込みながら当初の目的を達成する経験を通して、さらに学ぶべき内容
をつかみ取っていきます。

こうした教育体系では、学生たちができるだけ多様な背景をもった人 と々出会い、意見をたたかわせて、成功したり失敗したりする経験を積む
ことが重要ですが、ひとつの学位プログラムとして互いに切磋琢磨する学生たちは、専攻する分野や所属する大学が異なっても、やがては”顔な
じみ”になってしまい、本来計画した効果が薄れていきます。これに対応するための仕組みが道場エクスカーションです。”エクスカーション”には 
”遠足”的なイメージがありますが、より積極的に訪問先の人 と々意見を交わし、さまざまな学びを得る機会と位置づけています。具体的には、
議論のテーマ設定や方法などを参加学生自身が訪問先の学生や企業の方 と々相談することからはじめ、実際に現地に赴いての議論から新たな
成果を得て帰ることを目的にしています。

本号では、先日行われたモロッコでのエクスカーションをフィーチャーしました。この取り組みの実際と効果の一端をご理解頂ければ幸いです。
教育院長　佐藤 勲

道場エクスカーション実績
テーマ 実施先 期間

国を超えた合意形成とアントレプレナーシップ 南カリフォルニア大学／在シリコンバレー企業 2013/2/19〜27
被災地における課題は何か？ 福島被災地 2013/7/23〜24
途上国に必要なリーダーシップとは？ モロッコ大使館／在モロッコ企業 2013/9/15〜25
インドネシアと日本の将来の関係を考える インドネシア大学／バンドン工科大学 2014/3/11〜22
中国における新興ビジネスを考える 中国大連の企業 2014/8/3〜7
発展するインド社会との連携を考える インド工科大学／在インド企業 2014/8/27〜9/7
ベトナムにおける新興ビジネス探索 ハノイ工科大学／在ベトナム企業 2016/2/28〜3/8
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修了生の声　2016年3月と7月に、新たに3名の所属生がグローバルリーダー教育院を修了し、企業へと巣立っていきました。

八木 綾子さん
AGL第1期生、工学博士
2012年　グローバルリーダー教育院所属
2016年　大学院理工学研究科国際開発工学専攻　博士課程修了
株式会社ウェザーニューズ 勤務

上地 成就さん
AGL第1期生、工学博士
2012年　グローバルリーダー教育院所属
2016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
株式会社レノバ 勤務

木村 彰宏さん
AGL第2期生、工学博士
2013年　グローバルリーダー教育院所属
2016年　大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻　博士課程修了
コニカミノルタ株式会社 勤務

なぜAGLへの所属を選択されましたか？
将来、研究者という立場から地球規模の環境問題の解決に貢献したいと考えていました。そのため博士課程での研究において専門性を深めるだけでなく、高い志を持った同世代と
共に専門分野以外の多様な知見に触れ、議論を重ねて互いに切磋琢磨することができるAGLのプログラムは、国際的なフィールドで活躍する人材を目指す上で貴重な機会だと考え
志望しました。

AGLへの所属を通して、ご自身に変化などはありましたか？
以前は環境問題をはじめとする社会の重要な問題を発見し、その重要性を訴え、解決策を考えることが最も重要であると考えていましたが、AGLのカリキュラムを通じて実際に解
決策を実行し、解決に至ってこそ「価値」があると考えるようになりました。また、常に「自分はどのような価値を生み出すことができるか」と意識するようになりました。進路選択
において当初志望していた研究職ではなく、事業開発を行う会社に就職したのもこれがきっかけでした。また、第一線で活躍する方 と々多岐にわたるトピックについて議論を交わしたり、
全く経験したことのないテーマに関する研修や海外での研修など様々な経験を積むことで、自然と自信がつき、よりチャレンジングになったと感じます。

今後のキャリアプランを教えてください。
現在、非常に素晴らしいチームの中で再生可能エネルギーの開発・運営という、やりがいのある仕事に取り組むことができています。これまでに研究者の立場で得た情報や知見を
業務において活かすと共に、開発事業者の立場から多くの経験を積んでいますが、事業開発を成功させるために学ぶことは非常に多く、また発電所の開発には数年から長い場合は十
年以上の期間を要します。まずは事業開発に一貫して関わり、自分の関わったプロジェクトをやり切りたいと考えています。ある程度経験を積んだ段階で、更に経験を積んで事業開
発のスペシャリストを目指すか、自分の得意とする分野を磨いて確立するか、現場で得た経験を活かして再び研究の世界に戻るか、次のステップを考えたいと思っています。また、別
の軸として「全く新しい価値を生み出す」こと、その手段としての起業にも関心を持っており、新しいビジネスアイディアを考えてはそれを温めています。

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。
フィールドがグローバルでもなく、まだリーダーという立場でもないですが、AGLを修了して勤め始めてから感じたことがあります。1つは、尖った専門性を徹底的に磨かなければ、
グローバルな舞台はおろか、ひとつの組織のポジションですら得ることが難しいということです。逆に圧倒的な専門性を持ち、その価値が広く認められれば、結果として国際的なフィー
ルドでも活躍することができると思います。グローバルかどうか、リーダーかどうかは、その人材の持つ能力や生み出す価値によって結果として決まるもので、そのためにとにかく誰に
も負けないような強い専門性を磨く必要があると思います。もう1つは、人との縁は本当に大切だとつくづく感じることです。在学中から様々な場に積極的に参加するように心がけてい
ましたが、その中で築いたつながりが新しい機会を生んだり、困ったときに助けになったりしています。人脈形成には意図したものとそうでないものとがありますが、若い頃の利害の
ない関係で築いたつながりは、本当に大切だとつくづく感じます。今後もAGLから修了生が巣立っていきますので、ぜひこのつながりを大切にしていきたいです。

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？
新規事業開発のトレーニングであるリーンローンチパッドというプログラムが印象に残っています。このプログラムでは、単なるアイディアに留まらずに、実際に製品やサービスのプ

ロトタイプをつくり、それに実際に対価を支払ってくれる人を見つけることを目指します。そのために多くの人にインタビューしてニーズを確かめたり、製品・サービスを改良したりといっ
た作業を繰り返します。私のチームでは、街中で利用できるレンタル置き傘サービスを考案し、潜在的なユーザーやパートナー候補の企業にインタビューを行いました。自分のチーム
はヒアリングでの検証に留まりましたが、実際にアプリケーションを開発したり、サービス開始に至ったチームもありました。この経験を通して、研究を含め自分が取り組んでいること
の価値とそれを享受する人が誰なのかということを常に意識するようになりました。

6年目を迎えたAGL。所属生たちは、AGLの教育体系の中で着実にリーダーとしての素養を身に付けつつ、オプショナルとなる「道場エクスカーション」
を通し、更に一回り、成長していきます。教育課程を修了し、社会に巣立っていく所属生を送り出し、一方で12名の新たな所属生を迎え入れ、プログラム
としても成長を遂げているAGLの今後にご期待ください。

事務室より
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その他前期の活動

所属式
9月27日（火）、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。
今秋、新たに所属生となる12名の東工大生と、連携先である一橋大学からの参加者10名には、佐藤教育院長からひとりひとりに所属許可書が授

与されました。
三島学長からは、「これからいろいろな試練も待っているだろうが、失敗を恐れることなく、果敢に試練に挑み、日本を、更には世界をも牽引するトッ

プリーダーになっていただきたい」と期待と激励の祝辞をいただきました。
第6期生となる22名の学生たちは、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。

博士課程教育リーディングプログラム委員現地視察
8月27日（月）、博士課程教育リーディングプログラム委員現地視察が行われました。
委員の皆さまから、今後のAGLの活動の指針となる貴重なご意見をいただきました。

ケニアにてオフキャンパス実習実施

修了生を代表して
上地さんに

インタビュー



道場エクスカーション特集

参加者：
齋藤 義夫 （科学技術系道場 道場主）
広瀬 晴子 （特任教授）
川口 碧 （工学院 情報通信系 情報通信コース 博士1年）
下川 紘子 （環境・社会理工学院 建築学系 建築学コース 博士1年）
田岡 祐樹 （工学院 機械系 エンジニアリングデザインコース 博士1年）
林　 聖蕾 （大学院総合理工学研究科 環境理工学創造専攻 博士2年）
及川 直緒 （大学院社会理工学研究科 社会工学専攻 修士2年）
甲斐 康平 （大学院総合理工学研究科 知能システム科学専攻 修士2年）
木下 祐輝 （大学院理工学研究科 機械宇宙システム専攻 修士2年）
今野 伊吹 （大学院社会理工学研究科 社会工学専攻 修士2年）
濱野 倫弥 （大学院総合理工学研究科 知能システム科学専攻 修士2年）
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1年）
松原 竜也 （工学院 機械系 機械コース 博士1年）
朱　 飛 （一橋大学大学院経済学研究科 経済理論・経済統計専攻 修士2年）
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研修概要
病気や貧困から抜け出せず、紛争が耐えないアフリカにおいて、モロッコは穏やかな経済発展を継続しており、EUとも密接な連携を図り、政治的に

も、経済的にも安定した安全な国といえる。そこで、これから急速な発展が期待されるアフリカ諸国の代表としてモロッコを今回の海外エクスカーショ
ンの対象とした。

日本大使館、JICAおよびJETROを訪問し、日本企業の進出状況や連携活動の現状について調べるとともに、オリーブの農園、火力発電所、灌漑
設備のある農場を見学し、モロッコの実情を実地に調査した。また、大学や研究所における国際化に対する方針についても意見を聴取した。

さらに、モロッコの大学生とグループワークを行い、日本とモロッコの文化や経済を比較・検討し、両国が協力しながら発展するための課題とそのビ
ジネスモデルに関するワークショップを開催した。両国の伝統を考慮した国際協力のあり方などについて活発な議論を行い、学生間の交流を深めた。

科学技術系道場 道場主　齋藤 義夫

Cadi Ayyad University ワークショップ
ワークショップにはCadi Ayyad University大学の9名の学生が参加した。持続可能な社会の実現に向けたミッションを設定し、それを達成するた

めの事業モデル・サービス・仕組みを提案した。4人から成るチームで、仮説設定、インタビューによる仮説検証、最終提案発表を三日間で行うタイ
トなスケジュールであったが、モロッコ学生の明るさに引っ張られAGL学生も英語でのコミュニケーションを円滑に進められ、どのグループも個性的な
提案ができた。私のチームはエネルギー利用に関するミッションに取組んだ。その中でモロッコの学生の多くが人間の行動や認識のあり方の環境に対
する影響を強調している姿が印象的であった。技術に頼るだけでなく人の行動自体に対する問題意識が共有されていることは勉強になった。またモロッ
コの学生との議論で何度も「本当にそう思っているのか、それハッピーなのか？」と聞かれた。明るさの中に、お互い正直に主張することで信頼を得ら
れることに気がついた。

担当学生：　平井 雄之／朱　飛

Safi Energy Company S.A.　訪問
サフィの火力発電所に向かう途中、高台から発電所を一望することができた。サフィはラバトやカサブランカと比較して田舎の港町であるが、町は漁

業を営む他、リン鉱石の生産も盛んであり、海沿いには大型のプラント工場が並んでいた。政府は生活区域にプラント工場があまりにも近すぎることか
ら現在港を新設し、生活区域からの移転を図っているそうだ。その港の建設と並行してすぐ近くに発電所が建設中であり、政府が経済を発展させるた
めの計画に、日本の企業が作る発電所も大きく関与していることが伺えた。マラケシュから砂漠のような道を3時間も車で走らせてようやくたどり着ける
ような小さな町にも、日本人が奮闘してモロッコのインフラを支えているということに感動した。また、大型の発電所を建設していながら、落札された
3社の企業からは各1名、計3名しかメインで出向しておらず、残りの従業員や、建設会社はすべて現地での雇用であった。建設が終了すれば電力の販
売などは民営化に切り替えるとのことで、モロッコの雇用や経済効果が考慮されているプラント建設であることに、これまで利益を追いかけた発電所の
建設例を知っていたこともあり驚いた。

大規模なプラントを、他国のトップ層と協力し合い、他国の従業員を指揮して建設するという大役には、相当なリーダーシップが期待されるはずであ
る。商社である三井物産にとっては、一度建設してしまえば、設備がある限り電力使用量に関係なく代金が支払われるとのことでいい条件ではあるが、
その分完成しなかったリスクも大きく、このプロジェクトを担っている責任感も半端なものではないだろう。日系企業である三井物産から経理の担当トッ
プとして出向されていた方は「事業を動かすのにもっとも大切なのは人と人との信頼関係である」とおっしゃっていた。彼も当初はバックグラウンドが違
うことによる行き違いに苦労したそうで、モロッコ人と日本人では時間の感覚が違っていて期日直前にならないと取り掛かってくれないなど、経験談を
聞くことができた。一方で、非常にポジティブでビジョンに迷いがないと、モロッコ人を評価している話も耳にし、「相手を理解し、長所を伸ばす」とい
う自身のリーダーシップ像が現場でも生かされていることがわかり、自分の方向性に自信を持つことができた。

担当学生：　川口 碧

モロッコ研修

スケジュール：
9月17日 日本発
9月18日 移動日（ドバイ→カサブランカ→ラバト）
9月19日 JICAモロッコ事務所訪問

在モロッコ日本大使館訪問
JETROラバト事務所訪問
MAScIR- Moroccan Foundation for Advanced 
Science, Innovation and Research訪問

9月20日 Cadi Ayyad University ワークショップ
9月21日 Cadi Ayyad University ワークショップ
9月22日 Cadi Ayyad University ワークショップ

Atras Olive Oils 見学
9月23日 Safi Energy Company S.A.訪問

ドゥカラ地方農業開発公社（ORMVAD）見学
9月24日 モロッコ発
9月25日 日本着

Atras Olive Oils 見学
Atlas olive oil社は創業1887年の老舗のオリーブオイルの生産会社である。全部で600ヘクタールの農場と自社工場を所有し、オリーブの生産から

搾油まで、すべて自社で担っている。我々が訪れたのは、マラケシュから車で30分ほどのところにある250ヘクタールの広大なオリーブ畑である。到着
してさっそく畑に目をやると、高密度で整然と並んだオリーブの木がどこまでも続いていた。木や草が疎らで赤土がむき出しなこの土地に、どうしてこれ
ほど豊かな農場が存在するのか、初めは甚だ疑問であった。が、話を聞くうちに疑問は徐々に紐解かれた。害虫が殆ど存在出来ない乾燥した土地やア
トラス山脈からの雪解け水といった自然環境。そして、100年以上に渡り蓄積されたオリーブに関する膨大な知見と灌漑技術や収穫技術。これら全て
の結晶が、豊かなオリーブの実として結実することが大変よく分かった。人々の努力と自然の恵みに改めて感謝をした。

最期に、我々を快く受け入れ、盛大にもてなして下さったアトラスオリーブオイル社のAmezianeさんに心より感謝したい。
担当学生：　林　聖蕾

講評
アフリカの西北端に位置するイスラム教国モロッコへの研修旅行は、殆どの学生にとって未知の大陸への旅であったようだ。
一週間強の日程で、3日間（実質丸2日）のワークショップを中心にして、大使館、JICA、JETRO、ラバトの国際大学、モロッコ先端研究所、三

井物産がフランスの電力会社と合弁で建設中の火力発電所、オリーブ農園に、JICAが実施した大規模点滴灌漑設備の見学、夜はそれらの機関の若
手職員との意見交換等、盛りだくさんのプログラムであったが、大きな事故もなく無事にこなして帰国出来た。

ワークショップでは、AGLの学生が日ごろの訓練の成果を活かして、ワークショップの目的、方法等についてリーダーシップを取り、小グループに分かれ、
長期的な視野で持続可能な社会を実現すべくそれぞれのチームでテーマを設定し、フィールドワークも交えて仮説検証し、実現のための具体的提案を
プレゼンした。モロッコの学生たちの明るさ、積極性に、AGL所属生の真面目さがうまくかみ合って、準備不足ではないかとの出発前の心配は吹き飛んで、
すぐさま和気あいあいとグループワークが進んだ。ワークショップや、その他の見学でも途上国モロッコの若く、経済発展の順調な国らしい、活力に満
ち、前向きで明るい雰囲気に、成熟した社会に住む若者たちも刺激を受けた様子であった。モロッコの学生に比べるとおとなしいながら、学生たちは色々
と積極的に研修に取り組んでいた。全く違う国ながら、親日的でホスピタリティーに富むモロッコの人々に触れ、町の暮らしのオープンでゆったりとした
様と、空港等での厳重なセキュリティの対比に触れ、得る所の多かった旅ではないかと感じた。

特任教授　広瀬 晴子

今後のエクスカーション（予定）
人文社会系松木道場主催　ベトナム研修（2017年2月24日〜3月5日）
主な訪問先：　ベトナム国家大学ホーチミン校自然科学大学

ベトナム国家大学ホーチミン校自然科学大学の学生との交流を通じて、将来のリーダーとのネットワークを構築すること、経済的に急成長を遂げ、活気
のあるベトナムの企業を訪問することで、社会的価値の創造につながる知見を得ることを目的とし、参加学生8名が、研修に向けての準備を開始しました。

Atras Olive Oils 見学

Safi Energy Company S.A.
訪問

Cadi Ayyad University
ワークショップ


