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選抜合宿

福島訪問レポート
デザイン思考ワークショップ

選抜合宿

　「Leader」とは生まれつきの能力ではなく、
努力と意志と教育によって獲得していくもので
あり、リーダーとしての器量や能力は後天的に
培っていかれるものであります。本道場では
お互いに切磋琢磨しながら、任務に関して強い
情熱を持つ、責任感を持ち続ける、客観的な目
で状況や人間を観察する等のリーダーシップを
発揮する条件を培うことを目的とします。また、
できるという能力ではなく、こうあろうとする

「意志」をビジョンやプロセスを示すことによって、
参加者に影響力を与えながら、グローバルな
コンテクストで社会において実現していく、また
は、結果を出していくリーダーシップを自ら涵養
できる場を提供することを目指します。

人文社会系道場
道場主

松木 伸男

　本道場は、学術、経済、文化等の様々な組織
を牽引するリーダーを養成することを目的とし、
専門性やグループワークの対象の幅を拡げる
ため、一橋大学との組織的連携により教育課程
を構築・運営していきます。言語的な能力が
あったとしても望ましい合意形成や結果を出せる
リーダーシップにはいたりません。本道場では
実務的なグループワークやプロジェクトの遂行、
オフキャンパス教育を通じて、俯瞰力、コミュニ
ケーション力、行動力などを訓練していきますが、
同時にリーダーとしての行動規範、自己トレー
ニングの仕方などを実践的に学ぶ場としていき
ます。

　グローバルリーダー教育院は、湘南国際村IPC生産
性国際交流センター（神奈川県三浦郡葉山町）において、
8月9日～11日にわたり2泊3日で「グローバルリーダー
教育院」の所属選抜合宿を実施しました。今年で3回目
となる選抜合宿ですが、今回は博士課程教育リーディン
グプログラム採択後初めて、連携先である一橋大学
からの志願生を迎えるとともに、外国人学生の参加も
増え、多様性を意識する環境となりました。参加した
29名の学生は、この環境のもと課題に挑戦し、闘志
あふれる熱い3日間を経験しました。
　選抜合宿では、本教育院の養成する人材像である

「国際社会を牽引するリーダー」に相応しい人材を選抜
するために、12名の教員が、異なる専門を専攻し個性や
国籍の違う学生によるグループワークやグループプレ
ゼンテーションの観察、及び個人面接を行い、コミュニ
ケーション力や洞察力などの人間力とリーダーを志向
する意欲、積極性等を厳格に評価しました。また、第1
期生、第2期生から5名の学生が参加し、作業の支援
に加えて、心和む懇談会を開くなど、志願生たちを物
心両面で温かくサポートしました。

　志願生はお互いに「同志」でありながら選抜において
「ライバル」という立場で刺激し合い、夜遅くまで課題に
ついて議論し、発表内容を練り上げていました。グループ
プレゼンテーションでは、英語をまじえての発表だけで
なく、お芝居仕立てのユニークな発表も登場、表情
豊かな競い合いに会場が盛り上がります。プレゼン
テーションの後の質疑では、どのグループに対しても他
の志願者から絶え間ない挙手があり、予定の時間内に
収まらず、やむなく打ち切らざるを得ないほどでした。
　佐藤教育院長はじめ評価にあたった教員からは

「この合宿でのグループはまさにSocietyそのもの。分野
や言語において多様な背景を持つ人達との交流は、これ
から当たり前になる。これを実感してもらうことに意義が
あった。」「ここで得られた人脈は、今後のキャリアにおい
て必ず役立つもの。選抜の合否にかかわらず、ずっと大切
にしてほしい。」との講評があり、３日間を締めくくりました。
　今回の選抜合宿の合格者は第3期生として、10月から
AGLに所属します。第1期生、第2期生に続き、一人一人
が未来のグローバルリーダーとして大きく成長していく
ことを期待します。

　グローバルリーダー教育院も第3期目を迎えました。10月からは新たに第3期生16名が所属するとともに、道場も、

科学技術系が2道場、人文社会系が2道場の4道場に増え、それぞれ多彩なプログラムが展開されます。一橋大学

からも所属生が確定し、より多様な環境の中で、所属生が切磋琢磨する体制が整いました。今後もAGL NEWSでは、

AGLにおける充実した教育プログラムの詳細をお届けしていく予定です　（スタッフ一同）事 務 室 よ り

AGL

OFFICE

　AGL NEWS の第 2 号をお届けします。
グローバルリーダー教育院も3 年目を迎え、
第3 期のプログラムが本格的に始動しま
した。本号ではその中から、第1期・第2 期
生が俯瞰力やリーダーシップを磨くために
取り組んだ「Stanford 大学 d.School
研修」「福島訪問」などの概要と成果をレ
ポートします。また、一橋大学からの志願
者を交え多様性を増した第3 期生の選抜
合宿についてもご紹介します。

グローバルリーダー教育院 教育院長　佐藤 勲

d.school:Institute of Design at 
Stanford
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山田 圭介
青木 祐太
林 孝文
八木 綾子
木村 彰宏
水上 寧葉

人文社会系道場 道場主
（理工学研究科 物性物理学専攻 博士2年）
（総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士1年）
（理工学研究科 国際開発工学専攻 博士1年）
（理工学研究科 有機・高分子物質専攻 博士1年）
（理工学研究科 土木工学専攻 修士2年）
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福島訪問レポート
　人文社会系山田道場所属生5名が、6月19～21日に米国スタン

フォード大学Hasso Plattner Institute of Design（通称「d.school」）

で開催された、デザイン思考を集中的に学ぶboot campに参加しまし

た。デザイン思考は、顧客開発モデルであるLean Launchpadととも

に、山田道場の主要MENUですが、「イノベーション教育」の有力な

コンセプトとして注目されています。参加した5名（希望者から選抜）の

所属生は、米国は勿論、南米・欧州・アジアから集まった意識の高い

約70名（大半が社会人）と共に、講義・ワークショップ・ディスカション

を通じ最先端のコンセプトを体にしみ込ませます。グループによる

最終プレゼンテーション終了後、学生には、修了証が授与されました。

　人文社会系山田道場では、共感・問題定義・創造・プロトタイプ・

テストの5 stepsを実践するデザイン思考ワークショップ研修合宿

を、6月8・9日に多摩永山情報教育センターで行いました。多様性

と学生間交流の促進と、合宿テーマがイノベーションを加速するデザ

イン思考という普遍的なテーマであることから、学生の発案で、他

の３つの博士課程教育リーディングプログラム（環境エネルギー協

創教育院・情報生命博士教育院・グローバル原子力安全・セキュリ

ティ・エージェント教育院）からも参加者を募り（13名参加）、AGLの

1・2期生と合わせ27名による合宿となりました。交流機会が少ない

学生同士の作業は、新たな発見もあり、楽しい合宿となりました。

デザイン思考ワークショップ

　放射線物質による汚染地域や海岸線近くの
復興は進んでいない。問題点としては放射線物質
の仮置き場の合意形成ができない点と、津波対策
に対する合意形成ができない点の2点にある。
前者はどの地域の人達も自分たちの町に処理済み
放射性物質を持ち込んで欲しくないと言う思い
から、後者については自然景観、イニシャルコスト、
維持管理などについての合意形成の難しさと経済
的理由から、前進にはほとんど至っていない。
まさにリーダーシップの問題と言える。

（木村 彰宏　理工学研究科 有機・高分子物質専攻 博士1年）

復興が進んでいるところと、
進んでいないところの
アンバランスについて 　放射能汚染により再開の見通しが立っていない

漁港に漁業事務所や漁具庫が支援として建設
されていた。漁が再開されなければ、これらの
施設は無駄になってしまう。支援先の状況を考慮
しない支援は被災地のニーズと合わず、支援の
役割を果たさない。被災地のニーズを的確に汲み
取ることが重要である。震災直後における被災地
のニーズは主に衣食住に関する物資であったが、
現在、被災者の方々が求めているのは精神的な
安定や働く場所等であると感じた。

（八木 綾子　理工学研究科 国際開発工学専攻 博士1年）

復興事業の内容について

　地方社会には少子高齢化と過疎化という大きな
問題があり、被災地でもそれは同様に存在し、
持続可能な社会を構築することは非常に難しい
課題である。この問題は日本社会全体が抱える
問題であり、その解決案を導く必要性がある。
単純な経済活動だけではなく、持続的でかつ
幸福な社会を構築するために必要な価値の創造へ
向けた視点を、新たに創出しなければならないこと
を実感した。

（木村 彰宏　理工学研究科 有機・高分子物質専攻 博士1年）

社会構造自体の問題について
　地震直後、原発事故に関する情報の伝達には
偏りがあった。一部の人のみが原発の危険な状況
を知らされていたが、多くの人々は何も知らされ
なかった。また、ある町では集団避難の指示が
あったが、隣の町では何の指示もなかった。正しい
事故情報および的確な非難経路の指示は人々
の不安を軽減し混乱を防ぐ効果があるが、福島
原発事故では上手く機能していなかった。行政
によって様 な々防災対策が実施されているが、情報
伝達といったソフト面での防災対策を見直し、
災害時に迅速に正しい情報を伝達する体制を
整備する必要があると感じた。

（八木 綾子　理工学研究科 国際開発工学専攻 博士1年）

情報伝達について

　今回の訪問では、メディアや報告書などの文献
を通しては得られない生の情報を多く得て、現場
での課題を肌で感じることができた。そして、あまり
にも大きな問題を直視することができた。この国の
根底にある、最も重要な課題の解決、そして未来を
創るために貢献していきたい。まずできることは、
自らが現場に赴き、福島をはじめとする被災地を
身近に感じ、現状を周囲に伝えること。そして、自ら
の強みを活かして課題解決に資することを目指
したい。

（上地 成就　総合理工学研究科 環境理工学創造専攻 博士1年）

今後できることについて
　今回の訪問のアレンジをして下さったグローバル
リーダー教育院 広瀬晴子特任教授、復興局、
Bridge for Fukushimaの皆様を始め、各地で案内
と説明をして下さった多数の皆様に感謝し、一日も
早い復興をお祈りするとともに、今後とも応援と
交流を続けていきたい。

謝　辞

科学技術系道場 道場主　古井 貞熙

人文社会系道場 道場主　山田 圭介

　現在の科学の知見では影響がないと考えら
れるレベルの放射線量でも、科学的知識の不足
だけでなく、行政や関連事業者に対する不信感、
精神的な障害（トラウマ）などにより、放射能に対し
て過敏になってしまい、それにより多くのコスト
がかけられ、日常への復旧を阻害している。科学的
に示される実際のリスクと、住民のリスク認知の
間には差異があり、その要因は様々である。行政
と住民の生の声の両者を聞くことで、科学・リスク
コミュニケーションの難しさを改めて感じた。

（上地 成就　総合理工学研究科 環境理工学創造専攻 博士1年）

リスクコミュニケーションの
難しさについて

　歴史的に最も困難とも言える状況に果敢に
挑む同世代のリーダー達の姿に大いなる刺激を
受けた。高い能力と志、そして強い問題意識と
正義感を持ち合わせ、リスクを取って現地で身を
粉にして被災地の復興、ひいては日本社会の未来
を自らの力で創ろうと奮闘している彼らは、まさに
将来を担うリーダーであると強く思った。現場に
足を運び、課題を単なる課題としてではなく、自ら
の体験とすることで、強い問題意識を持ち、そして
行動することの大切さを改めて認識した。

（上地 成就　総合理工学研究科 環境理工学創造専攻 博士1年）

キャリア観の醸成について
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福島復興局
　次長
　原子力災害現地対策本部総括班長：木野 正登氏
　参事官：長嶋 重幸氏

福島
　JANICふくしまNGO協働スペース
　一般社団法人「Bridge for Fukushima」
　代表：伴場 賢一氏、加藤 裕介氏
　NPO法人「Link with ふくしま」
　代表：菅家 元志氏
　「福島大学災害復興研究所」
　代表：佐藤 達則氏
　NPO法人「コースター」
　代表：羽鳥 圭氏

相馬市
　「Bridge for Fukushima」相馬基地

亘理町
　一般社団法人「ふらっとーほく」
　代表：松島 宏佑氏

相馬市
　NPO法人「相馬はらがま朝市クラブ」
　理事長：高橋 永真氏、押田 一秀氏

南相馬市小高区
　NPO法人「浮舟の里」
　理事長：久米 静香氏

浪江町
飯館村

主な訪問地

古井 貞熙
広瀬 晴子
吉本 惠子
上地 成就
八木 綾子
大内 遙河
川﨑 博之
木村 彰宏
竹内 友博

科学技術系道場 道場主
特任教授
メンター

（総合理工学研究科 環境理工学創造専攻 博士1年）
（理工学研究科 国際開発工学専攻 博士1年）
（理工学研究科 物性物理学専攻 修士2年）
（理工学研究科 物性物理学専攻 修士2年）
（理工学研究科 有機・高分子物質専攻 博士1年）
（社会理工学研究科 価値システム専攻 修士2年）

d.school:
Institute of Design at Stanford
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　科学技術系古井道場では、7月23～24日、

福島を訪問し、3.11東日本大震災の被災者や、

復興に携わっている多くの方々に会い、復興の

ために進められている多様な活動と、それに関わる

多くの課題について学びました。

　Boot Camp参加者の多くは、イノベーションに対して高い意識を持っ
た世界の人々であった。彼らのような人 と々Globalに協働もしくは競争
するためには、漸進的ではなくイノベーティブな発想でモノづくりをする
能力を鍛える必要があると感じた。イノベーティブなモノづくりのツール
としてデザイン思考を効果的に活用できるよう、デザイン思考の実践
力を養いたいと思う。

八木 綾子 理工学研究科 
国際開発工学専攻 博士1年

　デザイン思考は、もともと、「成熟社会において、従来とは異なる
“イノベーティブ”な発想や解決策は、ロジカル思考中心の議論から
は出て来づらい」という発想からスタートしており、迅速なプロト
タイプをユーザーに提示し、その反応から、ニーズを構成する要素を理
解していく。これは試行錯誤も伴うので、実際に手を動かし、足を使
い、何回か繰り返すことが必要となる。今回の研修を機に、自分たちの
研究活動を含めた日常の活動に、デザイン思考のコンセプトを生か
して、イノベーティブな活動を展開してほしいと思う。

　デザイン思考の根底に流れるテーマは、「見えない壁を壊す」という
ことであると感じた。たとえば、デザイン思考では様 な々バックグラウンド
を持ったメンバーがひとつのチームを組むことを前提としているが、その
ためには分野間、組織間の壁を打ち破ることが必要だ。また、デザイン
思考では、まだ質が粗い段階で素早くプロトタイプを作り、それをユー
ザーに体験させることを重要視しているが、質の粗い段階でのものを
公表することについても、多くの人は壁を感じるはずである。このよう
な、普段から無意識のうちに感じている見えない壁を打ち破ること
がデザイン思考の根本的なメッセージであると感じた。Global 
Leaderとして何か新しいことを成し遂げる際も、いちいち見えない壁に
とらわれていては何も新しいことを始められない。

青木 祐太 理工学研究科 
物性物理学専攻 博士2年

　世界中の社会人と会話する機会が持てたことが、今後の視野を構築
する上で非常に役立つと感じた。今回のBoot Campを通して、直接
的に専門性及び今後の学びに明確な方向性を導き出すには至らな
かったが、根本的な部分での必要能力は理解することができた。

木村 彰宏 理工学研究科 
有機・高分子物質専攻 博士1年

Participants’ Comment


