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私と世界、この先どこに行くのだろう？

東京工業大学
リーダーシップ教育院
説明会
Briefing session about Tokyo Tech Academy for Leadership（ToTAL）
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対象学生

本プログラムは修士・博士一貫の
教育プログラムです。

募集対象は修士課程の学生のみ
とします。
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• 当教育院が考えるリーダーシップとは？
• リーダーシップ教育院とは？
• リーダーシップ教育院のカリキュラム
• 登録の流れ
• 最後に（まとめにかえて）
• Q&A

アウトライン



当教育院が考える
リーダーシップとは？
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リーダーシップのイメージは多様

変革者

調整力

支援型

奉仕型

権力
ビジョン
を示す

話を聴く
のが上手

黒子

ムード
メーカー

アイディ
アが豊富

勇気が
ある

弱さが
出せる

カリスマ
性

決断力

コミュニ
ケーショ

ン力

提案力

起業家

人間力

イノベー
ター

目的意識
俯瞰力

あなたは
リーダーシップを発揮

して何を
したいですか？

そのために、
あなたはどんな

リーダーシップを育み
ますか？
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リーダーからリーダーシップへ

リーダーという人やポジションの
なすべき機能

ではなく

目的を達成するための気概と能力
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当教育院で育みたい
リーダーシップのタネ

＜基礎力＞

その指針として・・・

を考えました
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歴史や世界の中で自己を認識し、
内発的動機を見つけることができる。１
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自己と他者の違いを受け入れ、共に尊重し、
よりよい社会のために協働できる。２
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常に挑戦する心を持ち、
思った通りにならなくても、

創造的に楽しむことができる。3
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歴史や世界の中で自己を認識し、
内発的動機を見つけることができる。1

当教育院で育みたいリーダーシップのタネ（基礎力）

自己と他者の違いを受け入れ、共に尊重し、
よりよい社会のために協働できる。2
常に挑戦する心を持ち、
思った通りにならなくても、
創造的に楽しむことができる。

3



リーダーシップ教育院
とは？
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リーダーシップ教育院とは？

理学院
School of
Science

工学院
School of

Engineering

物質理工学院
School of Materials

and Chemical
Technology

情報理学院
School of

Computing

生命理工学院
School of Life Science 

and Technology

環境・社会
理工学院

School of Environment
and Society

他大学
Other Universities

東京工業大学
リーダーシップ教育院

Tokyo Tech Academy
for Leadership

S o c i e t y
社会

企業

行政機関

NGOs/NPOs

企業、行政機関、NGO/NPO
など各界のキーパーソン
が参画

社会で活躍する卒業生が、
教育院に新しい刺激を届
ける

世界の出来事を肌で感じ、
これからの社会を牽引する力を持つ修了生を輩出する博士課程教育リーディングプログラムの実績を受け継ぎ、

リベラルアーツ研究教育院との連携のもとに構築

リーダーシップ・
エクセレンス教育

学生は、専門力・キャリア・教養をトータルに深め、グローバルシチズン
として、変化の激しい時代に、自他を活かして新たな価値を創出するリー
ダーシップを体得します。

ToTALは、少数精鋭の学生が、仲間・教職員・そして社会との接点を通し、
試行錯誤を楽しめる相互研鑚の場（ラーニングコモンズ）です。

学生主体・少数精鋭の
コモンズ
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リーダーシップ
養成コモンズ

＜環境＞
□６学院から集まる、少数精鋭の

学生と切磋琢磨できます
□ 産学官民など社会の最先端で活躍

する多様な人々と出会えます

＜経済支援* ＞
□授業料免除が受けられます
□ ToTAL学修奨励金が受けられます
□オフキャンパスプロジェクトの実施
費用が支援されます

＜カリキュラム＞
□修士課程の間にリーダーシップ力の
エッセンスを身に付けられます

□博士後期課程修了までに実践力も伴
うリーダーシップ力を身に付けます
博士号の学位記に「リーダーシップ
教育課程修了」と明記されます

□修士課程までの登録も可能です

特徴・メリット

他大学
企業

NGO/NPO

理学院

工学院

物質理工
学院

情報理工
学院

生命理工
学院

環境・社会
理工学院

大学院レベルの専門能力と、専門を生かすため
のリーダーシップを同時に育むための

Leadership Excellence Program

*博士後期課程進学後。他に条件・期間制限あり
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教育院を構成する多彩な教員

Martin Meldrum (特)
教授法（技術英語）

中野 民夫 (ILA)
コミュニケーション論,
ファシリテーション

店橋 護 (工)
熱工学, 流体工学

山田 圭介 (特)
リーダーシップ, 
マーケティング

松崎 由理 (特)
システム生物学

嘉村 賢州 (特)
ファシリテーション
リーダーシップ, 組織論

小泉 勇人 (ILA)
英文学

三ツ堀 広一郎
(ILA)
ヨーロッパ語系文学

秋山 泰 (情)
バイオインフォマティクス
創薬支援, 大規模並列計算

木山 ロリンダ
(ILA) 日本文学, 
臨床心理学

井村 順一 (工)
制御理論, ロボット
工学, 動的システム論

西田 亮介 (ILA)
社会学, 公共政策学

丸山 剛生（ILA)
バイオメカニクス,
スポーツ工学
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学院の枠、専門や国籍を超えて学び合う

登録学生 45名 令和2年1月現在

多彩な国籍（15か国）
Bangladesh,  Brazil, China,
Germany, Indonesia, Italy, 
Iran, Japan, Mongolia, 
Philippines, Singapore, 
Thailand, The Netherlands, 
Ukraine, Vietnam

6学院・15か国の学生が集まるコミュニティ

留学生等
44%

日本人学生
56%

出身国

女 性

29%
男 性

71%

性別

大岡山

53%
すずかけ台

47%

キャンパス

理学院
7%

工学院
20%

物質理工学院
9%

情報理工学院
16%

生命理工学院
24%

環境・社会
理工学院

24%

学院



リーダーシップ教育院の
カリキュラム
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教育課程修了と学位授与までの流れ

修士課程 Master's Degree Program 
1年目 M1 2年目 M2

修士学位審査

登録選抜
中間審査

01 幅広い教養

修士課程から博士後期課程修了まで、専門のコースに加えて学べる最長5年間の教育課程

02 社会課題の認知

03 グローバルコミュニケーション

04 リーダーシップ・フォロワーシップ養成、合意形成

05 オフキャンパスプロジェクト

博士後期課程
1年目 D1

博士学位審査
博士（専門分野）の学位

卓越した専門力

リーダーシップ力

先見性 情報
収集力

分析力
俯瞰力

倫理観

合意形成力
求心力 実行力

リーダーシップ・フォーカス
認定証授与 ※1

ToTAL修了認定（学位記に付記）
※2

※修士課程までの登録も可能

（2）

（3）

（3）

（4）

（4）
（必要単位数）

※1 リーダーシップ教育院が実施する中間審査に合格すると，リーダーシップ・フォーカス認定証が授与されます。
※2 リーダーシップ教育院が実施する修了審査に合格した上で，在籍する学院の学位審査・最終試験に合格すると，博士の学位とともにリーダーシップ

教育課程の修了が認定され，学位記に付記されます。なお，博士の学位が認定されない場合は，リーダーシップ教育課程のみの修了は認められません。

●選択したコースにおける専門課程

●リーダーシップ教育課程

修士課程
1年目 M1 

修了審査

修了までの流れ 修得する能力

2年目 M2 2年目 D2 3年目 D3
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01 幅広い教養
専門分野にとらわれない好奇心,
他者との信頼関係の礎となる人格を磨く

「教養コア学修科目」を除く
リベラルアーツ研究教育院設置科目
からも1科目を選択可能
＊コース修了に必要な文系教養科目
の単位とは別に取得する必要があります。

リベラルアーツ
セミナー

マインドフルネス
for リーダーシップ

木山 ロリンダ
日本文学,

臨床心理学

西田 亮介
社会学,

公共政策学

小泉 勇人
16-17世紀イギリス文学, 

シェイクスピア劇の映画化,
映画を用いた英語教育, 

学術的文章の技術と指導法

三ツ堀 広一郎
フランス語,

フランス文学,
比較文学, 文芸翻訳

中野 民夫
コミュニケーション論,

ワークショップ,
ファシリテーション,
参加型の場づくり,
マインドフルネス

リベラルアーツセミナーとは？
• 人文・社会科学分野を専門とする

6名の教員が、分野のエッセンスを
紹介します。

• 受講学生間の対話を通して、
リベラルアーツの本質と役割を
多角的に検討します。

どんな世界が
あるの？

丸山 剛生
バイオメカニクス, 

ヒューマンダイナミク
ス, 生体情報, スポーツ工

学



20嘉村 賢州

02社会課題の認知
社会課題を把握し，解決に向けて自身の能力をどう
活かすかを認識する

理工系学生のための
ワークルール入門

社会課題の認知
ワークショップ

西田 亮介

プロフェッショナル
と価値創造

松崎 由理

山田 圭介

メディアと
現代社会

政策と
国際関係

非営利組織
とNGO

企業行動と
市場の
デザイン

主な問題領域
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03グローバルコミュニケーション
実社会の多様な場面に応用できる対話力を身に付ける

グローバル
コミュニケーション

クリエイティブ
ディスカッション

グローバル
プレゼンテーション

木山 ロリンダ 小泉 勇人

三ツ堀 広一郎 Martin Meldrum

グローバル
ライティング

学術的なコミュ
ニケーション
場面も想定した
ToTALオリジナル
テキスト
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04 リーダーシップ・フォロワーシップ養成，合意形成

リーダーシップ・フォロワーシップの本質を
理解し，合意形成力を磨く

リーダーシップ・グループワーク （基礎・実践・発展）

山田 圭介 嘉村 賢州 松崎 由理

留学生と国内
学生の混成

チームで英語
と日本語を

交え共同作業

外部講師に
よる日本語の

講演も
留学生向けに
英語サポート
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多種多様な総合学修コンテンツ
教
養
・
ス
キ
ル

実
践
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

• 目的意識
• 共感・発想・意見
• 課題設定
• 解決案の可視化
• 仮説検証
• 理由の説明（言語

化）
• チームビルディン

グ
• ファシリテーショ

ン

• 社会実装への蓋然
性の向上

• ニーズのメカニズ
ムの解明を通して
発想と市場性

• 失敗
• 成功
• チームワーク（役

割分担とミッショ
ンの共有）

リーン・ローンチパッド
（GW実践）

プログラミングBC
（GW実践）

デザイン思考
（GW基礎）

EGAKU
（GW基礎）

未来洞察
（社会課題の認知WS）

進化思考
（GW基礎）

プロフェッショナル
と価値創造

d.school
（GW基礎）

（GW基礎）
Core Program

（GW基礎）
Negotiation
（GW基礎）

Self Leadership
（GW基礎）

理工系学生のための
ワークルール

グローバル
プレゼンテーション

クリエイティブ
ディスカッション

リベラルアーツ
セミナー

アイデア・ソン
（GW基礎）

GW発展

政策立案WS
（社会課題の認知WS）

（GW基礎）

（GW基礎）

System Thinking
（社会課題の認知WS）

シナリオプランニング
（社会課題の認知WS）

ストラテジック
ディベート

グローバル
ライティング

グローバル
コミュニケーション

社
会
実
装
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

• コミュニケーショ
ン

• ネットワーキング
• ダイバーシティ
• ロールモデル

• 教養
• 自己認識

「社会課題の認知」科目群「グローバルコミュニケーション」科目群

「幅広い教養」科目群

「リーダーシップ・フォロワーシップ養成，合意形成」科目群

アントレ
プレナーシップ

教育

「
新
た
な
価
値
を
開
拓
し
設
定
す
る
」
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト

内
発
的
動
機
（
主
体
性
）
の
醸
成

気概

興味
マインドフルネス

for リーダーシップ

「オフキャンパスプロジェクト」科目群
オフキャンパスプロジェクト

Power of Dialogue

対話型アート鑑賞

Book Dialogue Social Entrepreneurship
（GW基礎）
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リーダーシップコアプログラム

Date, Time and Venue;  Online sessions 
– Dates subject to change by participants’ request
①Sat.16 May  ②Sat. 23 May  ③Sat. 6 Jun  ④Sat. 13 Jun 
⑤Sat. 18 Jul  ⑥Sat. 25 Jul  ⑦Sat. 8 Aug
Time 14:00 – 16:30
Venue: ZOOM (or OKY/S6-305 for later sessions - TBA)

目標
①ToTAL 学生のコミュニティ構築
②コミュニケーションやチームワーク力の向上
③分野を超えつながり・高めていくための基盤となるプレゼンテーション・ストーリーテリング能力の向上
④企画・構想から実践までの価値を具現化する力の向上
⑤リーダーシップ教育院のプログラムを通じて「何を目指すのか？」といった動機の明確化やゴール設定

リーダーシップ・グループワーク基礎登録者全員が参加するプログラムです。
継続的なコミュニケーションを通し、ToTAL生のコミュニティを作ることも目的とするため、
なるべく7回通して参加してください。
今学期はオンライン実施のため、通常より時間を短縮し、回数を増やした上で、少し宿題を出す予定です。

ワークショップ例
■フォーラム（コミュニティのベースを作る）
■体験学習を通じたコミュニケーション、チームワークトレーニング
■自分自身の価値観や目的の明確化とビジョン形成・ゴールの設定
■自分自身や他者の強みの把握とチームビルディング への応用
■リーダーシップ開発のためのツールの習得
■学生同士のコラボレーションや切磋琢磨につながるようなプレゼンテー
ションとディスカッション

課題設定/Issue Identification合意形成/Consensus Building 論理性/Logic コミュニケーション/Communication

使用言語/Language：日本語・英語

担当 松崎 由理 嘉村 賢州
ver.1.5



25

非暴力コミュニケーション

Date, Time and Venue; 
Day1: Sun. 12 Jul. 10:00-18:00 @ 大岡山OKY/S422 
Day2: Sun. 19 Jul.  10:00-18:00 @大岡山OKY/S422

合意形成/Consensus Buildingコミュニケーション/Communication

使用言語/Language：日本語・英語

多様な価値観や意見を持つ人達同士がどのように理解し合い、協働していくのか、その
基盤になるのはコミュニケーション力です。そのコミュニケーション力を磨く多様なス
キルの中でも極めて実践的で効果がある方法として注目されているのがNVCです。これ
らの方法を今身に付けておくことで、これからの研究生活、友人関係、仕事における物
事の進め方に自信を持てるようになるはずです。今回はNVCのスペシャリスト二人を招
いて二日間の集中ワークショップを開催いたします。

共感/ Empathize 言語化/Verbalization

Facilitators:長田誠司、今井麻希子

担当 松崎 由理, 嘉村 賢州

＜プログラム（予定）＞
・ 共感的プレゼンスとセルフ・リーダーシップ （”共感”の誤解を超えて / 全体性を

生きる）
・ コンフリクト・マネジメント （対立・葛藤からコラボレーションへ）
・ エンパワメント・リスニング（共感からの対話・コーチング）
・ 互いを高めあうフィードバック（ポジティブもネガティブも本音で伝え、受けと

る）
・ 実施力を高める共感的合意形成
・ 個と組織の力を高めるしくみづくり

NVC（Nonviolent Communication＝非暴力コミュニケーション）とは、
1970年代に、アメリカの臨床心理学者マーシャル・B･ローゼンバーグ博士によって体
系化され、提唱された、自分の内と外に平和をつくるプロセスです。
家族や友人から、職場、組織、国際関係まであらゆる人間関係を、支配、対立、緊
張、依存の関係から、自由で思いやりにあふれた、お互いを豊かにし合う関係へと変
えることを可能にする考え方、話し方という「方法」であると同時に、私たちに「な
んのために、どう生きるか」を問う、根源的な「意識」でもあります。
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EGAKU ワークショップ

「鑑賞」は頭でなく、心で感じること。決めつけやすい癖をやめて、イマジネー
ション豊かに感じてみましょう。「創作」は上手に描くことが目的ではありませ
ん。さまざまな表現を通じて、思考と感情の枠を広げていきましょう。EGAKU
は、これらを繰り返しながら誰しもが持っている創造性を回復し、向上へと繋げて
いくアートプログラムです。まさに筋肉を鍛えるように、この体験を何度も繰り返
すことが大切です。それは、楽しくも、終わりのない旅-Creative Journey。自分
の内にある自分も知らない可能性は、どんな旅へとあなたを誘ってくれるのでしょ
うか？子どものような好奇心を持ってはじめましょう。

- アートによる創造性回復プログラム -

https://egaku.co/programs

創造性/ Creativity 発想/ Idea 課題設定/Issue Identification 多様性/Diversity 言語化/Verbalization

日時&場所： 1/Aug(Sat) 13:00-17:00@（株）ホワイトシップ –office&gallery-（赤坂）) 

使用言語：日本語（+英語）、英語による質問可能

心で感じた「鑑賞」をどのように他者に伝えていくか、感性で「創作」したものを、どのように他者に伝えていくか。
言語化するということは、論理性を付加するということです。これは、独自の「創造性」で他者を引き込んでいくことに加え、その理
由を他者にわからしめて「引き込んでいく」、リーダーシップに欠かせない機能です。

Facilitators: 谷澤邦彦（アーティスト）
長谷部貴美（（株）ホワイト
シップ）
https://egaku.co/

前回のワークショップは、（株）ホワイトシップのスタジオ（赤坂）で、約30名の参加で行
いました。http://www.total.titech.ac.jp/news/2019/08/egaku2019.html

本ワークショップを通して、皆さんの創造性を強化することは重要ですが、同時
に、その創造性を言語化することも大きな目的です。

リモート参加：不可

http://www.total.titech.ac.jp/news/2019/08/egaku2019.html
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デザイン思考1-dayワークショップ

本学では、これまで2014年より、「デザイン思考」の本家とも言えるStanford Univ./d.schoolの講師3名を招聘し、２日間のワークショップ、
“d.school comes to Tokyo Tech”を、毎年開催しています。本1-dayワークショップは、「デザイン思考」の導入変として位置付け、その上
で、”d.school comes to Tokyo Tech”に参加することで、より深い理解および思考の「コツ」を掴むことができます。

Date, Time and Venue;  4/Jul (Sat) 13:00-16:00@ (OK S422 )

共感/ Empathize 発想/ Idea 課題設定/Issue Identification プロトタイプ/Prototype 検証/Test

デザイン思考は、AppleやGoogleでも採用され、イノベーションを生み出す方法論として、最近
では、多くの日本企業やビジネスパーソンの間で、注目されています。「共感」「定義」「発
想」「プロトタイプ」「テスト」の5 stepsが、有名になっていますが、その本質は、
「Creative Confidence＜誰でも、新たな価値を創り出すことができる＞」と「User Centric＜
顧客中心思想＞」の２つの概念を理解することです。どのように自分の行動に落とし込めるかは
自分で考えるしかありません。このように、特別な方法でもなんでもなく、むしろ、グローバル
社会で、「新たな価値を生み出す」ための、スタンダードな概念といってもいいでしょう。

使用言語：日本語、英語による質問可能 リモート参加：不可

本ワークショップでは、デザイン思考のエッセンスを1日で学ぶことを目的としています。具体的には、チーム単位でのディスカッション
やプレゼンテーションなど、能動的なワークを中心とした問題発見・問題解決を行います。
今回のクラスで受講生が挑戦するデザイン・テーマは「新しい読書体験」です。一口に「読む」と言っても、論理的に記述されたアカデ
ミックな論文もあれば、感性に訴えかける伝記や小説など、その中身は様々です。また、紙媒体ではなくデジタル機器を利用して本を読
むことが多い人もいるでしょう。デザイン思考のプロセスを通じ、人間の知的営みである「読む」という行為を再定義し、より良い体験
が得られるアイデアを生み出すことに本ワークショップでは取り組みます。当日のワークショップは、「デザイン思考」ワークショップ
の運営を2012年から行なっているアイリーニ・マネジメント・スクールのファシリテーターが担当します。

Facilitator: 柏野尊徳（かしの たかのり）
アイリーニ・マネジメント・スクール
Takanori Kashino, Eirene Management School
Mr. Kashino has been engaged in facilitating design thinking 
workshop for recent few years. Several kinds of leaflet and 
materials published by d-school of Stanford Univ. has been 
translated into Japanese and made available by him.デザイン
思考を活用したワークショップ開催や企業向けの教育プログラム開
発を行う。
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Lean Launchpad
-事業創造実践プログラム:リーン・ローンチパッド –

ver.1.5

課題設定/Issue Identification プロトタイプ/prototypeニーズのメカニズム/Mechanism of Needs

使用言語：日本語および英語

Jun-Augの３ヶ月間で全7回 *今期は特別スケジュール

Facilitators:  （株）ラーニング・アントレプレナー・ラボ
（LEL）堤 孝志・飯野 将人
http://Le-lab.jp

概要：
米国シリコンバレー在のシリアルアントレプレナーで、スタンフォード大学で教鞭
もとるSteve Blank氏提唱のスタートアップ・アクセラレーション・プログラム
「Lean Launchpad」のエッセンスを集め、全６回のワークショップに設計まし
た。Lean Launchpadの考え方は、所謂start upだけでなく、大企業で新たな事業を
開拓するのにも活用でき、現に、米国Google始め、GEやIBMでも、活用していま
す。ただ、本プログラムでは、結果として「新たな事業」を創出するのはもちろん
歓迎しますが、同時に、学生が持ち込 んだビジネスアイディアの具現化を通し、本
教育院が目指す、「新たな価値の創出」によって人々・社会を牽引する「リーダー
シッップ」、の実践に焦点を当てています。

できれば、当教育院の、「デザイン思考」、
「Programming Boot Camp」「d.school comes to 
Tokyo Tech」「未来洞察」等のワークショップを経験し
てから、参加いただくのがベストです。

Team Teclat; LLP2019 Steve Blank Award

ToTAL/LFCBグループワーク実践・グループワーク発展：
本プログラムは、2013-2018では、AGLにて提供してきましたが、2019年度よりToTALから提供します。
ToTAL/LFCBの最重要ワークショップとして、リーダーシップ・グループワーク実践 I/II (S)のメインプログラムという位
置付けです。また、「リーダーシップ・グループワーク発展」の項目としても活用できます。

リモート参加：不可
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Evolution of Production System in automobile industries
自動車産業における生産システムの革新

 日本をはじめ、先進国を中心に少子高齢化が加速。労働力の
確保が困難になってきており、T型Fordの量産から100年以
上続いている“労働集約型”の生産形態には限界が来ている。

 パワートレインの“電動化”や自動運転をはじめとする“知能
化”によって、クルマが急激に複雑化してきており、それら
に対応した生産システムの構築が急務である。

 Nissan Intelligent Factory における生産技術の革新事例を
参考に、これからの自動車産業への技術の貢献とリーダー
シップについて考察する。

 Aging population combined with diminishing number of children 
have been progressed mainly in advanced countries including 
Japan. Due to recent difficulties about keeping labors, it is said 
that “labor-intensive” type of production system, which has been 
last for more than 100 years since T-type Ford mass production, 
should be reached to the limit. 

 Recent automobiles have been become more intelligent and 
complicated due to their electric power and autonomous.  
Therefore, production system should be suitable for above. 

 By having references on some evolutional examples about 
production technologies developed on the concept of “Nissan 
Intelligent Factory” below, I would like to discuss and think about 
our contribution to technology development and leadership for 
automobile industries. 

< 3 major concepts about Nissan Intelligent Factory > 
① Technologies for making future automobile 
② Robots to be fostered by  special technique and knowledge by 

masters
③ Co-existence by both human and robots

Date, Time and Venue;
(1) Advanced Information Sharing;  24/Jun(Wed) 18:00-19:30@OK S6-309B and

SZ J3-309(remote) 
(2) Lecture & Discussion; 3/Jul(fri) 18:00-20:00 @SZ J3-309 and OK S6-

309B(remote)

<Nissan Intelligent Factory 3つのコンセプト>
①未来のクルマをつくる技術
②匠の技で育つロボット
③人とロボットの共生

Guest Speaker: Hideyuki Sakamoto, Director & Executive Officer, 
Executive Vice President, Nissan Motor Co., Ltd. 
坂本秀行 取締役・執行役副社長 日産自動車株式会社
• 1980年 3月 東京工業大学 工学部卒業
• 1980年 4月 日産自動車株式会社入社
• 2000年 9月 ルノーブラジル社 出向管理職
• 2003年 4月 日産テクニカルセンターノースアメリカ会社 出向管理職
• 2005年 4月 日産自動車株式会社 第三者超開発本部 車両開発主管
• 2008年 4月 同社 執行役員Nissan PV第一製品開発本部 担当
• 2010年 4月 同社 執行役員 共通プラットフォーム＆コンポーネンツアライアンス担当
• 2014年 6月 同社 取締役、副社長 製品開発 担当
• 2018年 1月 同社 取締役、副社長 生産事業 担当
• 2019年 6月 同社 執行役、副社長 日産生産・SCM 担当
• 2020年 2月 同社 取締役、執行役、副社長 日産生産・SCM 担当

ver.1.5

Professionals 
& Value 

Creation I
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リーダーシップ・コアプログラム
-学生同士のコミュニティ・コミュニケーション-

未来洞察
-10-15年先の未来社会をデザインする-

EGAKU
-アートによる創造性回復-

デザイン思考/d.school comes to 
Tokyo Tech

-米スタンフォード大d.school-

リーン・ローンチパッド
-新事業アクセラレーション-

プログラミング・ブートキャンプ
-動くwebアプリ開発-

政策立案シミュレーション
-経産省との共同開催-

合意形成のための交渉プロセス
-交渉はコミュニケーション-

「新たな価値を開拓し設定する」ワークショップ

マインドフルネス & セルフ
リーダーシップ

-ジェレミー・ハンターの自己コントロール-

シナリオ・プランニング
-シナリオマトリクス作成分析-

リーダーシップ探求
ブックダイアローグ

-本を題材にワークショップ型式勉強会--

進化思考
-生物進化の創造性強化への応用思考法-
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05 オフキャンパスプロジェクト
自身の専門知識や能力を実社会で試し，さらに高める
３ヶ月程度の国内・海外オフキャンパスプロジェクトが必修
渡航費や生活費をサポート
＊修士課程修了時以降、中間審査（QE）を受験して合格することが条件です。

店橋 護
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様々なイベントを開催
2019年度の主催イベント

NewsPicks，UZABASEと考える
技術と社会，教養，キャリアの未来

データベース的動物は政治的動物になれるか

杉野幹人氏 （株）ニューズピックス 取締役副社長 CSO, 本学OB
竹内秀行氏 （株）ユーザベース チーフテクノロジスト, 本学OB

東 浩紀氏 哲学者・作家, 本学 元特任教授

9月13日（金）15:00-18:30
西9ディジタル多目的ホール

11月28日（木）19:00-20:30
西9コラボレーションルーム

12月12日（木）17:30-19:00
石川台7号館 三島ホール

33名参加

186名参加

89名参加

毎週火曜 12:30-13:10
S6-305，J3-309（遠隔）

毎週木曜 12:30-13:10
HUB-ICS，J3-309（遠隔）
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様々なイベントを開催
2019年度の協賛・協力イベント

6月14日（金）18:00-21:00
レクチャーシアター

9月14日（土）10:00-19:00
80周年記念講堂・西9講義室ほか

9月21日（土）13:30-17:00
西9-716教室

12月1日（日）14:30-16:30
西9-716教室

106名参加

約500名参加

102名参加

40名参加
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教育課程修了と学位授与までの流れ

修士課程 Master's Degree Program 
1年目 M1 2年目 M2

修士学位審査

登録選抜
中間審査

01 幅広い教養

修士課程から博士後期課程修了まで、専門のコースに加えて学べる最長5年間の教育課程

02 社会課題の認知

03 グローバルコミュニケーション

04 リーダーシップ・フォロワーシップ養成、合意形成

05 オフキャンパスプロジェクト

博士後期課程
1年目 D1

博士学位審査
博士（専門分野）の学位

卓越した専門力

リーダーシップ力

先見性 情報
収集力

分析力
俯瞰力

倫理観

合意形成力
求心力 実行力

リーダーシップ・フォーカス
認定証授与 ※1

ToTAL修了認定（学位記に付記）
※2

※修士課程までの登録も可能

（2）

（3）

（3）

（4）

（4）
（必要単位数）

※1 リーダーシップ教育院が実施する中間審査に合格すると，リーダーシップ・フォーカス認定証が授与されます。
※2 リーダーシップ教育院が実施する修了審査に合格した上で，在籍する学院の学位審査・最終試験に合格すると，博士の学位とともにリーダーシップ

教育課程の修了が認定され，学位記に付記されます。なお，博士の学位が認定されない場合は，リーダーシップ教育課程のみの修了は認められません。

●選択したコースにおける専門課程

●リーダーシップ教育課程

修士課程
1年目 M1 

修了審査

修了までの流れ 修得する能力

2年目 M2 2年目 D2 3年目 D3
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課程修了までのマイルストーン

「リーダーシップ・グループワーク基礎 I」
を含む7単位（Step①の単位はこれに数えな
い）を修得

「リーダーシップ道場」,
「Introduction to Leadership」,
「Global Leadership Practice」いずれかを履修

Step ①

Step ②

Step ④
リーダーシップ・グループワーク
「実践 I」または「発展 I」を履修

Step ⑥
ToTAL課程修了に必要な単位を修得
（合計16単位）＊学修案内参照Step ③

中間審査
（修士課程最終学期）

Step ⑦
修了審査

修士課程

Step ⑤
オフキャンパスプロジェクト実施

条件：①②

授業料免除（D1時のみ条件なし）

ToTAL学修奨励金

オフキャンパスプロジェクト
費用サポート博

士
後
期
課
程

で
の
サ
ポ
ー
ト

条件：①～⑥

博士後期課程

メンタリング
• 特任教員による面談（毎年）
• 学外アドバイザーによる面談

（D2またはD3）



登録までの流れ
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登録までの流れ

学修計画 指導教員との
相談

出願の前に…

５/１１（月）
～６/１（月）

６/９（火）
６/２（火）詳細通知

登録志願票提出 選抜試験
（グループ面接）

６/１２（金）合格通知

２Q～

※詳しくは募集要項（配布）と下記を参照して下さい。
http://www.total.titech.ac.jp/information/flow/

• 修士課程の間に7単位を取得するのが
目安です。（学修案内参照）

• 修士・博士修了時期など、コースの
学修が忙しくなる時期を考慮して
履修計画をたてましょう。

• オフキャンパスプロジェクトの実施時
期も教員と相談して目安を
決めましょう。
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出願手順（１）東工大ポータルにログイン

東工大ポータル
→教務Webシステム (Web system for S&F)

Go to: Tokyo Tech Portal 
→ 教務Webシステム (Web system for S&F)
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出願手順（２）「アンケート」から志願票入力
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志願票はPDFで出力できます

提出前によく確認しましょう
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出願手順（３）指導教員が推薦文を入力

学生が志願票に入力して提出 指導教員が志願票の内容
を確認して推薦文を入力

出願完了
＊出願完了メールが学生・教員双方

に送られます。
期限（６/１）が近づいても
届かなければ、指導教員に
リマインドして下さい。

入力内容：
志願理由、現在の研究内容など
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事前に指導教員と学修計画を相談しましょう

学修計画の例は www.total.titech.ac.jp にアップロードされています。



最後に
（まとめにかえて）
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今は苦手なことにも挑戦する学生を応援します

人間関係やグループワークに
苦手意識がある

慣れていない学生でも徐々に
グループでの議論に参加できる
よう、課題・問いかけや、グ
ループの編成を工夫して授業を
実施します。

自分の目標がはっきりしない

完璧な英語を使う必要は
ありません。グループワークの
授業では、参加者の構成に応じ、
日本語・英語を交えて議論してい
ます。

英語にあまり自信がない

お互いの考えや価値観を聞きあったり、
リーダーシップについてそれぞれの考
えを発表する機会が多くあります。こ
れらの機会を利用して、少しずつ考え
を深めていくことができます。

博士課程に進むかわからない
修士課程まででもリーダー
シップのエッセンスを身に付
けられるカリキュラムです
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ご清聴ありがとうございました

この新しい取り組みで
一緒に学べることを

教員一同
楽しみにしています
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Q&A
• 経済支援はありますか。

→ 博士後期課程進学後に、以下の経済支援を受けることが可能です (条件あり)。
・授業料免除 ・ToTAL学修奨励金（平成33年度まで）・オフキャンパスプロジェクト渡航・滞在費

• 卓越大学院に出願予定です。ToTALにも出願できますか。
→ 出願は可能ですが、卓越教育院に登録が決まった場合、ToTALに登録することはできません。
ToTALの授業科目のうちいくつかは、卓越教育院の修了に必要な単位としても利用できます。
興味がある科目の受講を検討してください。

• ToTALに登録せず、興味のあるToTALの授業にだけ参加することはできますか。
→ 可能です。

• 博士課程に在籍しています。ToTALに登録できますか。
→ ToTALへの登録は、修士課程の学生のみ受け入れます。登録しなくても、授業を履修することは可能です。

• 博士課程に進学するかまだ決めていません。ToTALに登録できますか。
→ 修士課程の間に、コアとなる科目（リーダーシップ・グループワーク基礎）に加えて5単位を修得すること
（計7単位）で、リーダーシップの基礎が身に付けられるようにカリキュラムを組んでいます。
その段階で博士課程進学をしないと決めた場合でも、リーダーシップ能力のエッセンスは身に付けられます
ので、ぜひ登録してください。なお、修士修了段階で上記の基準を満たした学生には
ToTALより「リーダーシップ・フォーカス認定証」を発行します。

• リーダーシップ教育院の修了時に授与される学位は何ですか。
→ 博士の学位記に、リーダーシップ教育課程を修了した旨が付記されます。

(ダブルディグリーではありません。)
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