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ToTAL Courses (for OPEN Programs)
Ø Fundamental Group Work for Leadership I/II<F>＜リーダーシップ・グループワーク基礎 I/II< F>＞

Ø Practical Group Work for Leadership I/II<F>＜リーダーシップ・グループワーク実践 I/II<F>＞
Ø Recognition of Social Issues Workshop II ＜社会課題の認知・ワークショップ II＞

Ø Professionals and Value Creation II ＜プロフェッショナルと価値創造 II＞

2020 3Q4Q
ToTAL OPEN Programs

Keiuske Yamada: yamada.k.be@m.titech.ac.jp (S6-309B) 
Kenshu Kamura: kamura.k.aa@m.titech.ac.jp (S6-306)
Yuri Matsuzaki: matsuzaki.y.ad@m.titech.ac.jp (S6-306)
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2020/3Q 2020/4Q 2021/1Q 2021/2Q

社会課題の認知ワークショップ I
Recognition of Social Issues Workshop I

プロフェッショナルと価値創造 I
Professionals and Value Creation I

リーダーシップ・グループワーク基礎 I 【S】
Fundamental Group Work for Leadership I 【S】

リーダーシップ・グループワーク基礎 I【F】
Fundamental Group Work for Leadership I【F】

リーダーシップ・グループワーク実践 I【S】
Practical Group Work for Leadership I【S】

リーダーシップ・グループワーク実践 I【F】
Practical Group Work for Leadership I【F】

リーダーシップ・グループワーク発展 I【S】
Advanced Group Work for Leadership I【S】

リーダーシップ・グループワーク発展 I【F】
Advanced Group Work for Leadership I【F】

「リーダーシップ・フォロワーシップ・合意形成」科目群：
Group of “Leadership, Followership and Consensus Building” :

グローバル課題への挑戦
Challenging Global Issues

技術移転と知財
Technology Transfer and Intellectual Property

Overall Structure about Courses Schedule 2020-2021

理工系学生のためのワークルール入
門 II（連合寄付講義）

Introduction to Work Rules II produced by JTUC-RENGO

「社会課題の認知」科目群：
Group of “Recognition of Social Issues” :

社会課題の認知ワークショップ II
Recognition of Social Issues Workshop II

プロフェッショナルと価値創造 II
Professionals and Value Creation II

リーダーシップ・グループワーク基礎 II 【S】
Fundamental Group Work for Leadership II 【S】

リーダーシップ・グループワーク実践 II【S】
Practical Group Work for Leadership II【S】

リーダーシップ・グループワーク発展 II【S】
Advanced Group Work for Leadership II【S】

リーダーシップ・グループワーク実践 II【F】
Practical Group Work for Leadership II【F】

リーダーシップ・グループワーク発展 II【F】
Advanced Group Work for Leadership II【F】

リーダーシップ・グループワーク基礎 II【F】
Fundamental Group Work for Leadership II【F】

ver.1.0
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リーダー
シップ・グ
ループワー
ク基礎

リーダー
シップ・グ
ループワー
ク実践

PROGRASMS OFFERINGS in 3Q4Q/2020

プログラミング・ブートキャンプ (4 days) 
-動くwebアプリ開発-

d.school comes to Tokyo Tech ( 8 hrs x 2) 
-⽶スタンフォード⼤d.schoolのtutor 2名を招聘-

未来洞察（3hrs x 3 + 5 hrs x2）
-10-15年先の未来社会をデザインする-

1-dayアイデアソン( 5 hrs)
-LLP向け事業アイデア提案-

リーダーシップ・コア・プログラム (5 hrs x5)
-学生同士のコミュニティ・コミュニケーション・チームビルディング /My Leadership-

リーダーシップ探求ブックダイアローグ (2.5 hrs x 3)
-本を題材にワークショップ形式の勉強会--

プロフェッショナルとのコミュニケーション (2 hrs x 9)
-産官学の最前線で活躍するプロとの対話-

社会課題の
認知ワーク
ショップ

プロフェッ
ショナルと
価値創造

ver.1.0

政策立案シミュレーション (4 hrs）
-経産省との共同開催-

対話型アート鑑賞 (3hrs x 2)

システム思考 (5 hrs x 2)
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Programming Boot Camp (6 times of classes) 
-developing moving web applications-

d.school comes to Tokyo Tech ( 8 hrs x2) 
–Design Thinking workshop facilitated by 3 tutors from Stanford Univ./d.school-

Future Foresights (3hrs x1 +  8 hrs x 2)
-Designing10-15 years later society-

1-day IdeaThon (5 hrs)
-Generating business ideas for coming LLP-

Leadership Core Programs (2.5 hrs x 7)
-Community  building/ Communication skills training / Goal setting-

Book Dialogue for Leadership (2.5 hrs x 3)
-Workshop style book clubs-

Communication with professionals (2 hrs x 7) 
-Discussion with professionals who are creating value in the field of industry, government and academic-

ver.1.0

Policy Making Simulation (4 hrs)
-Co-work with METI-

Art appreciation dialogue (2 hrs)

System Thinking (5 hrs x 2) 

Recognition 
of Social 
Issues 
Workshop

Professionals 
and Value 
Creation

Fundamental 
Group Work 
for 
Leadership

Practical 
Group 
Work for 
Leadership

PROGRASMS OFFERINGS in 3Q4Q/2020
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グループワーク基礎 I/II<F>
Fundamental Group Work I/II<F>

2020 3Q/4Q開講/To be attended in 2020 3Q4Q
リーダーシップ、フォロワーシップ養成、合意形成
Leadership, Followership and Consensus Building (LFCB) 
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リーダーシップコアプログラム

①学生同士のコミュニティの構築
②コミュニケーションやチームワーク力の向上
③分野を超えて切磋琢磨する基盤となるプレゼンテーション・ストーリーテリング力の向上
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

PHASE1,2: キックオフワークショップ
学生同士の相互理解とコミュニティビルディングおよびリーダーシップの基盤となるス
キルの体得およびこのプログラムにおける目標設定を行う。
■コミュニティビルディングワークショップ
■コミュニケーション・チームワークトレーニング
■目的の明確化とビジョン形成・ゴールの設定
■リーダーシップ開発のためのツールの習得

PHASE3-4: プレゼンテーションと最終課題に向けたチーム作り
受講生同士が相互に理解し、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、および最終課題に向けてミニレクチャーとチーム作り
を行う。
■異分野理解・コラボレーションのためのプレゼンテーション
■プロジェクトファシリテーションのミニ講座とチーム形成

受講生みずからのチームによるアPHASE5:最終アウトプットと振り返り
ウトプットとプロセス振り返りによる学びの定着化を図る。またリーダーシップ教育院
におけるより具体的な目標設定を行っていく。
■受講生による最終アウトプット
■振り返りによる学びと学生生活の目標設定

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

Facilitators:
Kenshu Kamura, Yuri Matsuzaki
Student facilitators:
Shahriar Kabir, Marcello Gecchele

ver.1.0

Date, Time and Venue; 
PHASE 1: Sat. 24 Oct.  13:00-18:00 @ Ookayama S6-305&309A
PHASE 2: Sun. 01 Nov. 13:00-18:00 @ Ookayama S6-305&309A
PHASE 3: Sat. 11 Nov.  13:00-18:00 @ Ookayama S6-305&309A 
PHASE 4: Sat. 19 Dec.  13:00-18:00  @ Ookayama S6-305&309A
PHASE 5: Sat. 09 Jan.  13:00-18:00 @ Ookayama S6-305&309A

Fundamental
Group Work

I/II (F)
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Leadership Core Program

① Community building
② Communication and team building skills
③ Presentation, storytelling skills for interdisciplinary communication and collaboration
④ Designing, planning, and practicing skills to embody the value
⑤ Setting your goal, examining your motivation for what you would like to accomplish through ToTAL programs.

PHASE1-2: Kick-off workshop
Introducing each other to build a students’ community in the class, learning fundamental 
skills for leadership, setting each student‘s learning goals in the course
■Workshop: community building
■Workshop: communication, teamwork
■ Setting and examining your goal, motivation, and vision
■ Learning useful toolset for leadership

PHASE3-4: Presentation, team building for the final project
Presentation and discussion to learn each other’s profession, facilitate collaboration, and 
challenge and encourage each other
■ Presentation on each student’s research works or culture
■Workshop: project facilitation
■ Team building for the final project

PHASE5: Final presentation and reflections
Final presentation by teams, wrap-up discussion, goal setting revisited
■ Reflections
■ Presentation of your learning goals by each student

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

Language：Japanese & English

Date, Time and Venue; 
PHASE 1: Sat. 24 Oct.  13:00-18:00 @ Ookayama S6-305&309A
PHASE 2: Sun. 01 Nov. 13:00-18:00 @ Ookayama S6-305&309A
PHASE 3: Sat. 11 Nov.  13:00-18:00 @ Ookayama S6-305&309A 
PHASE 4: Sat. 19 Dec.  13:00-18:00  @ Ookayama S6-305&309A
PHASE 5: Sat. 09 Jan.  13:00-18:00 @ Ookayama S6-305&309A

ver.1.0

Facilitators:
Kenshu Kamura, Yuri Matsuzaki
Student facilitators:
Shahriar Kabir, Marcello Gecchele

Fundamental
Group Work

I/II (F)
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リーダーシップ探求ブックダイアローグ

リーダーシップの開発に役立つ、②未来社会への洞察力を高める本を題材にワーク
ショップ形式で勉強会を開催していきます。

＜■アクティブ・ブック・ダイアローグの三つのステップ＞
①コ・サマライズ
一冊の本を分担して紙芝居形式でまとめていきます。
②プレゼンリレー
一人２分～３分でプレゼンリレーを行います。
③ダイアログ
発表された内容をさらに掘り下げて参加者どうしで対話します。

論理性/Logic コミュニケーション/Communication

使用言語/Language：大岡山クラスは日本語メイン、すずかけ台クラスは英語メイン

↓これまでに扱った本のリストです。

Date, Time and Venue:
(J) Wed. 04 Nov. 18:00 – 20:30 @ Ookayma S6-305
(E) Thu. 05 Nov. 18:00 – 20:30 @ Suzukakedai J3-309
(J) Wed. 09 Dec. 18:00 – 20:30 @ Ookayma S6-305
(E) Thu. 10 Dec. 18:00 – 20:30 @ Suzukakedai J3-309
(J) Wed. 20 Jan. 18:00 – 20:30 @ Ookayma S6-305
(E) Wed. 21 Jan. 18:00 – 20:30 @ Suzukakedai J3-309

ver.1.0

Facilitators: (English sessions) 
Shahriar Kabir
Maierwufu Mierzati
Facilitators: (Japanese sessions)
嘉村賢州、松崎由理

Fundamental
Group Work

I/II (F)

「アクティブ・ブック・ダイアローグ」と呼ばれるユニークな読書会手法で短時間で密度の高い読書と参加者同士の深いディスカッショ
ンを実現します。
題材の本は主に日英両方で出版されているものを選んでいます。自分が参加したい言語の回に参加してください。特に語学力を高めたい
学生は、習得したい言語の回に参加することで言語運用能力成長の機会として活用できます。
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Book Dialogue for Leadership

Students will read books on (i) leadership development or (ii) insights on future society
following a unique book club style called “Active Book Dialogue (ABD)”. 

＜3 steps of Active Book Dialogue (ABD)＞
① Co-summarize; Participants will read small chunk of the book (about 1-2 chapter) and 
summarize the part into 6 pieces of paper.
② Presentation relay; Each student will present about the summary.
③ Dialogue; Discussion on the presentations and the book contents.

論理性/Logic コミュニケーション/Communication

Language：Ookayama class: Japanese, Suzukakedai class: English

↓Books we read in the past:

ver.1.0

Date, Time and Venue:
(J) Wed. 04 Nov. 18:00 – 20:30 @ Ookayma S6-305
(E) Thu. 05 Nov. 18:00 – 20:30 @ Suzukakedai J3-309
(J) Wed. 09 Dec. 18:00 – 20:30 @ Ookayma S6-305
(E) Thu. 10 Dec. 18:00 – 20:30 @ Suzukakedai J3-309
(J) Wed. 20 Jan. 18:00 – 20:30 @ Ookayma S6-305
(E) Wed. 21 Jan. 18:00 – 20:30 @ Suzukakedai J3-309

Facilitators: (English sessions) 
Shahriar Kabir
Maierwufu Mierzati
Facilitators: (Japanese sessions)
Kenshu Kamura, Yuri Matsuzaki

Fundamental
Group Work

I/II (F)

In these classes students can grasp main idea of the book quickly and discuss ideas with other students intensively. Books can be read in either in English or in 
Japanese translation. 
It can be a language training for students who would like to improve Japanese / English skills.
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Art appreciation dialogue
対話型アート鑑賞

ニューヨーク近代美術館で開発された Visual Thinking Strategies をベースとして、
作品を⾒て気づいたこと、想像したことを⾃由に語り合うことにより、「創造的思考
⼒」「観察⼒」「コミュニケーション⼒」を⾼めます。
Based on the Visual Thinking Strategies developed by the Museum of Modern Art, New York, 
this class fosters collaborative, inclusive, community-building dialogue by students by 
exchanging each other’s observations of the art pieces.

論理性/Logic コミュニケーション/Communication

Language：Japanese and English (interpreter)

Date, Time and Venue (Series of 2 classes):   
Session 1) Wed. 16 Dec. 18:00 – 19:40 @ Zoom
Session 2) Wed. 23 Dec. 18:00 – 19:40 @ Zoom

観察力/Observation

ver.1.0

Session 1: Art appreciation and dialogue / 鑑賞と対話
Session 2: Reflection / 振り返りと解説
• Aim of art appreciation dialogue

対話型アート鑑賞とは
• Design thinking and Art thinking

デザイン思考とアート思考
• Art by handicapped people / 障害者アートとは
• Discussion 

Facilitator: Ayumu Isomura, FUKUFUKU+ 
(担当 松崎 由理)

Fundamental
Group Work

I/II (F)
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System thinking & Leadership
システム思考とリーダーシップ

国内ベンチャー経営企画、米国ヘルスケア企業マー
ケティング部門等を経て、米国SoL（組織学習協
会）にてピーター・センゲの各種ワークショップの
運営をサポート。以来約10年にわたってセンゲに師
事しメンタリングを受けている。2018年より有志の
企画メンバーと共に「学習する学校」Labを運営。
学習する組織やシステム思考のツールの教育分野へ
の普及に取り組む。クマヒラセキュリティ財団シス
テム思考教育アドバイザー、SoLジャパン世話人等
を務め、中学高校や大学での教員・生徒向けシステ
ム思考の導入支援を行っている。
Aki is a systems-thinking educator based in Tokyo, serving as a 
program advisor at multiple universities, middle and high schools to 
help apply systems-based ideas in schools. He formerly assisted in a 
series of workshops with Dr. Peter Senge, author of The Fifth 
Discipline and Schools That Learn, at the Society for Organizational 
Learning (SoL) North America in Boston. Born and raised in Osaka 
and has lived/worked in the US, UK, and Germany. At Summer School, 
he will introduce the Compassionate Systems Framework to students 
and help them think about the current global issues.

課題設定/Issue Identification 論理性/Logic コミュニケーション/Communication

使用言語/Language：日本語・英語

Facilitators:
福谷 彰鴻(Akihiro Fukutani)

ver.1.0

Date, Time and Venue (Series of 2 classes):   
Session 1) Sat. 20 Feb.18:00 – 19:40 @ Ookayama S422&S423
Session 2) Sun. 21 Feb.18:00 – 19:40 @ Ookayama S422&S423

coordinator:
Kenshu Kamura, 
Yuri Matsuzaki

観察力/Observation

Fundamental
Group Work

I/II (F)

システム思考であつかうシステムとは、ITや制度よりももっと広い概念、相互に影響を与え
合うつながり（相互依存性=interdependence）です。

私たちの暮らす社会において、原因と結果は必ずしも近くにあるとは限りません。私たちの
行動から、物理的、時間的に離れた場所で起きる結果に対して、私たちの普段の思考はうま
く機能せず、結果として「誰も望んでいない」現実を生み出してしまうこともあります。た
とえば、マラリアの流行を防ごうと殺虫剤を使ったら、別の伝染病が流行ってしまう。道路
の渋滞を緩和しようと工事をしたのに、気づくと道路は前よりもたくさんの車でひどく渋滞
してしまっている。売上予算を達成するためにプロモーションを行っているうち、四半期ご
とに同じ問題が繰り返されるようになってしまう、など。
そんな私たちの身の回りにあふれる「相互に影響を与え合うつながり」による課題をどうす
れば解決できるのでしょうか？システム思考は、私たちが現実に体験する複雑なできごとを
「つながり」を掘り下げることで、単純に問題に対処するよりももっと深いレベルから、私
たちが本当に望む結果をつくりだしていくための洞察力を高めてくれる思考法です。今回は
システム思考を中心に「学習する組織」や「メンタルモデル」などの考え方にも触れ、この
複雑な社会におけるリーダーシップのあり方も探求していきます。

Systems Thinking is a broader concept than the word "system" used in IT and institutions. It's the interdependence 
of mutual influence.
In the society we live in, cause and effect are not always close to each other. Our usual thinking about 
consequences that occur physically and temporally distant from our actions may not work well, resulting in a reality 
that "no one wants". For example, if we use insecticides to try to prevent a malaria epidemic, another epidemic will 
spread. If you build a construction project to alleviate road congestion, you find that the road is badly clogged with 
more cars than before. You're running promotions to meet your sales budget, but the same problems keep 
recurring every quarter
.How can we solve the challenges of the interconnectedness that surrounds us? Systems Thinking is a way of 
thinking that delves into the "connections" between the complex events we experience in reality, and improves 
our insight to create the results we really want from a deeper level than simply dealing with problems. In this 
session, we will focus on Systems Thinking, touching on ideas such as "learning organizations" and "mental 
models," and we will also explore the nature of leadership in this complex society.Translated with 
www.DeepL.com/Translator (free version)
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d.school comes Tokyo Tech  2020

ver.1.0

The startup brainchildren born of Stanford University graduates are undoubtedly impressive: Google, Yahoo, Sun Microsystems, and Cisco to name a few. A continuous motivator 
behind this success is the Hasso Plattner Institute of Design, also known as Stanford University / d.school, which encourages the creativity of its innovators through Design 
Thinking. Design Thinking is a methodology for creating innovation through idea generation based on the exploration of various elements to better understand users' needs with 
2 major concepts; “Creative Confidence” and “User Centric”. Since 2014, Tokyo Tech has invited d.school faculty to its campus for intensive two-day workshops, and has added 
design thinking courses to its own curriculum. Due to COVID-19 breakout, the workshop this year will be held on-line. 

Thomas Both, Scott Witthouft and David Janka from Stanford University-d.school are 
going to facilitate this 2-day workshop to encourage students to create new value for 
society-creative confidence- with exploring insight of users with having empathy, 
defining issues, generating ideas for solve the issues, and having feedbacks from 
users by presenting visible solutions (prototypes) with users. Students will be able to 
get stimulation from their Stanford Univ./d.school style of casual, intensive and 
speedy facilitation, deferent aspects of the ay of thinking and importance of 
diversification  by other participants who have a various background than you. 

Date, Time and Venue;  2 full days, TBD@On-line

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

多様性/Diversity

使用言語/Language：英語/English

デザイン思考の「本場」である米国Stanford University/d.schoolの現役講師3名が、ファシリテーターと
して、直接みなさんに「デザイン思考」の本質を伝える２日間（終日）のワークショップを提供
します。有名な5 stepsを踏襲することよりも、「デザイン思考」の本質である「Creative Confidence」
と「User Centric」のコンセプトを、実体験を通して理解できるワークショップに設計してあります。
普段コミュニケーションしたことがない新たな仲間が作れる貴重な機会でもあります。d.school 
come to Tokyo Techは、2014 年に、グローバルリーダー教育院（AGL）で開催して以来、リーダーシッ
プ教育院（ToTAL）に引き継がれ、8年連続で開催されています。人気の高いワークショップで、毎
回多くの応募があります。定員以上の応募がある場合は選抜となります。今年度は、COVID-19蔓延
の状況から、ファシリテーターは米国から参加するon-lineで行なう予定です。

Fundamental
Group Work

I/II (F)

<参加資格/Eligibility> 学部生・大学院生/ Undergraduate or graduate students (from Tokyo Tech or any other universities.) 
<定員/Capacity> 約40名 （応募者多数の場合は、選抜となります）/around 40 students  *Selection may be considered in case of over-

subscription. Students at ToTAL (Tokyo Tech Academy for Leadership) and students from Tokyo Tech may have priority. 
<使用言語/Language to be used in the workshop> 英語/English
<応募方法/Application> 予定が決まり次第ToTAL HP (http://www.total.titech.ac.jp/) に応募要領を掲載します/  ”How to apply the workshop” will be 

announced in ToTAL web page  (http://www.total.titech.ac.jp/english/) after finalizing the schedule

http://www.total.titech.ac.jp/
http://www.total.titech.ac.jp/english/
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Idea-Thon about new business by Design Thinking Methodology 
- to be used for coming Lean Launchpad 2021

本アイデアソンでは、 1日で、「デザイン思考」の方法論を活用して、事業アイデアを作るトレーニングを行います。来期2020年
1Q2Qで行う「リーン・ローンチパッド（ToTAL/リーダーシップ・グループワーク実践【S】）」で行う事業アイデア創出のためのサ
ポートプログラムという位置付けです。
事業は、ユーザーにとって価値のある製品やサービスを提供し、その提供コストを「対価」として回収することです。それは、研
究だろうが、NPO/NGO活動であろうが、企業の活動であろうが、全く同じです。対価を回収し、利益を上げることは、その事業の
継続性を担保するためには不可欠です。いわゆる「社会事業」だから、持ち出しでやっていたら、継続性は望めません。また、そ
の製品やサービスの価値は、製品やサービスの提供者の意図と、ユーザーの評価は合致しているでしょうか？これが合致してない
と「事業」にはなりません。「リーン・ローンチパッド」では、この点を約２ヶ月かけて確認していきますが、その前提となる、
製品やサービスのアイデアを、本アイデアソンで、創出してみましょう。来期LLPへの参加を検討している方、事業発想のヒントが
欲しい方、是非参加してください。

Facilitators:  
Takashi Tsutsumi & Masato Iino
Learning Entrepreneur Lab. (LEL) 
**Both of them translated and 
published several books written by 
Steve Blank including THE STARTUP 
OWNER’S MANUAL. 

Date, Time and Venue; 11/Feb(Thu) @ O-okayama S422 or ZOOM

ver.1.0

共感/ Empathize 発想/ Idea 課題設定/Issue Identification プロトタイプ/Prototype 多様性/Diversity

使用言語/Language：日本語&英語/Japanese & English Remote access：not available

This ideathon is 1-day traning for creating “business idea” by using Design Thinking methodology.  This workshop my be support program for Lean 
Launchpad program (ToTAL/Practical Group Work for Leadership【S】in 2020 1Q2Q). “Business” means to provide valuable products and/or services for 
users and recover their costs as payments. This fundamental concept should be same in “Social Business”, NPO/NGO activities and usual enterprize activities. 
Having payments and making profit should be essential for sustain such ”business”. You can not expect sustainability of the “business” if you voluntary bear 
its cost. Furthermore, would the value you believe when you provide it with users match the expectations of users?  Without such matching, business can not 
be materialized. In Lean Launchpad, you will eatablish hypothesis and check such hypothesis in the program. In this ideathon, you will try to generate 
business ide a to be predicated on such “business”. If you are considering to join LLP in 20120 1Q2Q and/or want to have a hint for new business, please join 
this ideathon workshop. 

Fundamental
Group Work

I/II (F)
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グループワーク実践 I/II<F>
Practical Group Work I/II<F>

2020 3Q/4Q開講/To be attended in 2020 3Q4Q
リーダーシップ、フォロワーシップ養成、合意形成
Leadership, Followership and Consensus Building (LFCB) 
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2015年度よりAGL山田道場にて、2018年度よりToTAL「リーダーシップ・グループワーク実践【F】」のメインメニューとして提供しています。
これまで同様、OPENプログラムとしてToTAL登録生以外の学生も申し込みできます。ToTAL「リーダーシップ・グループワーク基礎」をはじ
めとするToTALプログラムで培ったリーダーシップを発揮して、新たなwebアプリケーション開発を目指します。

While this course has been presented as a main menu of AGL/Yamada Dojo from 2015, the menu is going to be presented as a main menu of ToTAL’s “Practical Group Work –
F” and open for non ToTAL students. All srudents are aiming for develop new web applications by taking leadership which has been cultivated and fostered in ToTAL programs. 

協力：ギルドワークス株式会社

課題設定/Issue Identification 合意形成/Consensus Building

Programming Boot Camp
プログラミング・ブート・キャンプ

発想/ Idea プロトタイプ/Prototype

使用言語/Language：英語/English Remote access：not available

Practical
Group Work

I/II (F)

3-4人でチームを形成し、自分たちが提案する「動くwebサービス」を、ユーザーにとっての価値を意識しながら、全５日間）という短期間
（Development Phase）で集中的に開発します。各チームには、web開発集団の（株）ギルドワークスのエキスパートが、あたかも家庭教師の
ようにほぼ付ききりでサポートしてくれます。最終日には、各チームの開発結果をプレゼンし、優秀チームを選出します。また、
Development Phaseの前に、全4日の開発言語・コード、開発環境整備に関するlecture & exerciseで構成するLearning Phaseを開講します（希望者の
み）。開発に必要な知識・スキルを得ることができ、プログラミング初心者でもweb開発ができるように設計してあります。
参加希望者は、事前に、開発するwebアプリのアイデアを提出し、ピッチで参加チームに選抜される必要があります。または、他のチーム
にメンバーになり、参加することも可能です。

Students are being requested to form a team with 3-4 students and to concentrate their 
development efforts in 5 days (Development Phase) by paying attention on the value for 
users. Some web application development professionals from Guild Works, Inc. are going 
to support each team like home teachers. On the final day, each team will make a 
presentation about their web application and a most superior team will be selected. Before 
such Development Phase, Learning Phase with 4 days lecture and exercise about language, 
codes and environment for programming development will be offered to the students 
(voluntary base). This phase is designed for the students to obtain knowledge and skills to 
be needed for the development, even if the students are beginners for such programming. 
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目的
Purpose

webアプリ開発に必要な知識・コード・スキルの習得
Learning & Studying knowledge, code, and skills to be needed for developing your web application

第１回
#1

第2回
#2

第3回
#3

第4回
#4

日付
Date 17/Oct (Sat) 31/Oct (Sat) 14/Nov (Sat) 28/Nov (Sat)

時間
Time

13:00-18:00レク
チャー・演習/Lecture 
and Exercise to be 
facilitated by Guild Works

(1) 10:00-12:00自習室オープ
ン（Guild Worksスタッフ常
駐）/Self-learning but consulting 
Guild Works available

(2) 13:00-18:00 レクチャー・
演習/Lecture and Exercise to be 
facilitated by Guild Works

(1) 10:00-12:00自習室オープン
（Guild Worksスタッフ常駐）
/Self-learning but consulting Guild 
Works available

(2) 13:00-18:00レクチャー・演
習/Lecture and Exercise to be 
facilitated by Guild Works

(1) 10:00-12:00自習室オープン
（Guild Worksスタッフ常駐）
/Self-learning but consulting Guild 
Works available

(2) 13:00-18:00レクチャー・演
習/Lecture and Exercise to be 
facilitated by Guild Works

場所
Venue

大岡山 or ZOOM
O-okayama and/or ZOOM

大岡山 or ZOOM
O-okayama and/or ZOOM

大岡山 or ZOOM
O-okayama and/or ZOOM

大岡山 or ZOOM
O-okayama and/or ZOOM

プログラム
の内容

Contents

開発環境設定
Setting developing 
environment

Vue.jsのレクチャー（ギルド
ワークス）
Lecture about Vue.js by Guild Works

ユーザー登録のレクチャー
（ギルドワークス）
Lecture about user registration by Guild 
Works

チーム開発に必要なことのレク
チャー（ギルドワークス）
Lecture about things you should know 
before starting development with team 
members by Guild Works

HTML, CSS, JavaScriptの
レクチャー（ギルド
ワークス）
Lecture about HTML, CSS, 
JavaScript by Guild Works

ページ遷移のレクチャー（ギ
ルドワークス）
Lecture about page transition by 
Guild Works

ユーザー認証のレクチャー（ギ
ルドワークス）
Lecture about user authentication by 
Guild Works

各チームのオリジナル機能開発
Developing original function by each 
team

データベース連携のレクチャー
（ギルドワークス）
Lecture about database integration by 
Guild Works

Learning Phase（希望者のみ）/ Learning Phase (only for the students who want to join) :

Practical
Group Work

I/II (F)
Programming Boot Camp
プログラミング・ブート・キャンプ
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Development Phase（全チーム参加；リーダーシップ・グループワーク実践対象）
Development Phase (Compulsory for the students who apply “Practical Group Work for Leadership I/II <F>”)

Practical
Group Work

I/II (F)

目的/Pirpose 各チーム提案のwebアプリの開発
Developing application proposed by each team

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4

日付
Date 5/Dec (Sat) 11/Dec (Fri ) 12/Dec (Sat) 13/Dec (Sun)

時間 10:00-18:00 10:00-18:00 9:00-18:00 9:00-18:00

場所
Venue 大岡山（S422&S423） セミナーハウス クロスウェーブ府中

(https://x-wave.orix.co.jp/fuchu/), O-okayama and/or ZOOM

プログラムの
内容

Contents

webサービスアイディア発表（各
チーム）

Presentation about the service idea by each 
team

ひたすら開発
Developing, developing and developing …

仮説キャンバス作成についてのレク
チャー（ギルドワークス）

Lecture about how to make hypothesis canvas 
by Guild Works

おさわり会
User testing by each team

画面設計図作成についてのレク
チャー（ギルドワークス）

Lecture about how to make screen design by 
Guild Works

最終発表
final presentation

PLAN A

Programming Boot Camp
プログラミング・ブート・キャンプ
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Development Phase（全チーム参加；リーダーシップ・グループワーク実践対象）
Development Phase (Compulsory for the students who apply “Practical Group Work for Leadership I/II <F>”)

Practical
Group Work

I/II (F)

目的/Pirpose 各チーム提案のwebアプリの開発
Developing application proposed by each team

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

日付
Date 5/Dec (Sat) 12/Dec (Sat) 13/Dec (Sun) 19/Dec (Sat) 20/Dec (Sun)

時間 10:00-18:00

(1) 10:00-12:00 自習室オー
プン（Guild Worksス
タッフ常駐）/Self-
learning but consulting 
Guild Works available

(2) 13:00-18:00 正規プログ
ラム（開発）
/Development Work

(1) 10:00-12:00 自習室オー
プン（Guild Worksス
タッフ常駐）/Self-
learning but consulting 
Guild Works available

(2) 13:00-18:00 正規プログ
ラム（開発）
/Development Work

(1) 10:00-12:00 自習室オー
プン（Guild Worksスタッ
フ常駐）/Self-learning but 
consulting Guild Works 
available

(2) 13:00-18:00 正規プログ
ラム（開発）
/Development Work

(1) 10:00-12:00 自習室オー
プン（Guild Worksスタッ
フ常駐）/Self-learning but 
consulting Guild Works 
available

(2) 13:00-18:00 正規プログ
ラム（開発）
/Development Work

場所
Venue 大岡山（S422&S423) 大岡山(S422&S423) 大岡山（I-121）

プログラムの
内容

Contents

webサービスアイディア発表（各
チーム）
Presentation about the service idea by 
each team

ひたすら開発
Developing, developing and developing …

最終発表
final presentation

仮説キャンバス作成についての
レクチャー（ギルドワークス）
Lecture about how to make hypothesis 
canvas by Guild Works

おさわり会
User testing by each team

画面設計図作成についてのレク
チャー（ギルドワークス）
Lecture about how to make screen design 
by Guild Works

PLAN B

Programming Boot Camp
プログラミング・ブート・キャンプ
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プロフェッショナルと価値創造 I
Professionals and value creation I

2020 4Q開講/To be attended in 2020 4Q
社会課題の認知
Recognition of Social Issues



2020

課題設定/Issue Identification 合意形成/Consensus Building マクロ視点/ Macro View

＜本コースの目的/Aims of this course＞
国内外を問わず、大企業、ベンチャー、NGO/NPO、マスコミ、政府、学術など各界で、最新・最先端の課題への価値創造（イノベーショ
ン）を行っているプロフェッショナルの方々からの話題提供をベースに、参加学生は、自身の目的とする情報をできるだけゲストから引
き出すようにしてください。現在社会で起こっている課題につき多面的な見方、日々の価値創造業務の面白さを、実感する機会とすると
ともに、将来のネットワーク拡大に資して欲しいです。
毎期、ゲストスピーカーは違います。学生から、コミュニケーションしたいゲストスピーカーのリクエストも受け付けます。
ゲストスピーカーから、業務の最新トピック、最新の開発状況、現状業務の問題点、活動目標・概要、等話題提供を受け、それをもとに、
ゲスト・学生のディスカッションを行ないます。各ゲストスピーカー来校の数日前に、事前学習会を行ないます。事前学習会では、ゲス
トスピーカーから提示された事前課題の発表、または、担当学生が、ゲストの所属企業概要、活動概要等の調査し、学生間で情報シェア
を行います。
Further to the presentation to be made by the professionals who are creating leading edge of values (innovations) in various fields including enterprises, start ups, NPO/NGO, 
journalism, government and academic, the professionals and students are going to be encouraged to derive their necessary information and/or answers from the professionals. 
Students are being expected to find (1) multidimensional perspective and (2) excitement for creating value to the society from the communication with such professionals. 
Basically, Guest Speakers are being changed in every term. Requests about guest speakers by students may be welcome. Professionals are presenting the leading edge of 
information about their business, development, vision of their activities, and problems to be overcome to the students and the students, then try to drive answers/necessary 
information from the guest speakers. Students are being requested to engage in preparation work; to research outline of the organization the professionals are belonging and 
to clarify aims for having communication with them, in advance. 

<スケジュール/Schedule> 
第1回/#1： 7/Dec/2020 (Mon) 18:00-19:30 on-line 担当決定/ Assignment
第2回/#2： 18/Dec/2020 (Fri) 18:00-19:30 on-line 事前情報シェア-xxxx-/Advanced Information Sharing – xxxx-
第3回/#3： 22/Dec/2020 (Tue) 18:00-20:00 on-line Dr. Toru Hosoda, Kunugiyama Family Clinic＜くぬぎ山ファミリークリニック 院長 細田亮＞
第4回/#4： 8/Jan/2021 (Fri) 18:00-19:30 on-line 事前情報シェア-Venture Capital- /Advanced Information Sharing –Venture Capital-
第5回/#5： 14/Jan/2021 (Thu) 18:00-20:00 In-person DNX VenturesVentures/倉林陽 (Managing Director) /Dr. Akira Kurabayashi, Managing Director DNX Ventures
第6回/#6： 26/Jan/2021 (Tue) 18:00-19:30 on-line 事前情報シェア-日立製作所-/Advanced Information Sharing –Hitachi, Ltd. 
第7回/#7： 29/Jan/2021 (Fri) 18:00-20:00 in-person Masahiro Takeshima, General Manager, Hitachi, Ltd. ＜株式会社日立製作所 社会イノベーション

事業推進本部デジタルソサエティ本部 竹島昌弘＞
第8回/#8： 2/Feb/2021 (Tue) 18:00-19:30 on-line 事前情報シェア –NEC- -/Advanced Information Sharing –NEC
第9回/#9： 8/Feb/2021 (Mon) 18:00-20:00 in-person Keiichi Kisamori, NEC Corp.＜日本電気株式会社 木佐森慶一＞

Language：Japanese, Asking questions in English acceptable Remote access：available

Professionals and Value Creation II 
プロフェッショナルと価値創造 II

ver.1.0

Professionals 
& Value 

Creation II
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"Aging" and ”Value of life" from the viewpoint of terminal care
＜終末期医療から考える「⽼い」と「命の価値」>

ver.1.0

課題設定/Issue Identification 合意形成/Consensus Building ネットワーク/ networking

Language：Japanese, Asking questions in English acceptable Remote access：available

Professionals 
& Value 

Creation II

Date, Time and Venue; 
(1) Advanced Information Sharing; 18/Dec (Fri) 18:00-19:30 by ZOOM
(2) Lecture & Discussion; 22/Dec (Tue) 18:00-20:00 by ZOOM

Guest Speaker：Dr. Toru Hosoda, Kunugiyama Familiy Clinic
Born in Meguro-ku, Tokyo. Graduated from Kaisei High School and Chiba University School of Medicine. After passing the national examination for doctors, worked as a trainee at the National 
Hospital Organization Tokyo Medical Center. After that, worked as a hematologist at the hospital. After obtaining a general internal medicine specialist and a hematologist, in April 2015, 
Opened the Kunugiyama Family Clinic, which specializes in visiting medical care, and is the director of the hospital (Kamagaya City, Chiba Prefecture). 

現代医学は新たな歴史的転換点にさしかかっている。人体を細分化し、細胞、遺伝子レベルの科学的解析によ
り西洋医学は発展してきた。しかし、人類の健康、長寿を追い求め発展してきた先に待っていたのは、想像を
超えた高齢化社会であった。病気を克服してきた医学も「老い」を克服することはできず、医療の目的は軌道
修正を強いられた。人々は命の延長ではなく「人生の質Quality of Life」を語るようになり、終末期の医療現場では
「命」よりも大切なものを語り合う過程が重要視されるようになった。このような現代医学の転換期において、
改めて「老い」に対して科学はどんなアプローチができるのか、そして科学の向く先を左右する「命の価値」
について皆様とともに考えてみたい。

Modern medicine is approaching new historical turning point. Western medicine has been progressed and developed by scientific analysis by 
segmentalizing human body; level of cells and genes. We have, however, reached over-imagined aging society as the result of such exploring and 
developed human health and long life. While the medicine has got over various diseases, it has not yet overcome aging. The goal of healthcare was forced 
to change its direction. People started to talk about “Quality of Life” rather than extending life, and process for considering about more important issues 
than life has been emphasized in terminal care stage. Among such turning point of modern medicine, it would be worthwhile for all of us to think (1) how 
“science” can approach such “aging” in the phase of turning point of modern medicine and (2) “value of life” which may direct future science. 

細田亮 くぬぎ山ファミリークリニック 院長
東京都目黒区出身。開成高校、千葉大学医学部卒業。医師国家試験合格後、国立病院機構東京医療セン
ター研修医を経て、同院の血液内科医師として勤務。総合内科専門医・血液専門医取得後、2015年4月より
訪問診療専門のくぬぎ山ファミリークリニックを開設し、介護医療の垣根を超えた地域医療や質の高い終
末期医療の実践に取り組み、同院の院長を務める（千葉県鎌ケ谷市）（https://kunugiyamafc.jp/）。訪問診療、
在宅緩和ケア、遺族ケア、医療介護連携をライフワークする傍ら、障がい者スポーツ医としての活動や、
カンボジア医療奉仕活動を行っている。AIDS問題や死生学にも関心があり、著書『スピリチュアルペイン』
（幻冬舎）を2019年7に発刊。趣味は移動すること、バレーボール。タイ人の妻と3人の娘の父親。

＊本プログラムは、D1/篠
田泰成さんの企画プロ
デュースにより実現しま
した。

https://kunugiyamafc.jp/
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Driving Innovation through Entrepreneurship
<起業家（企業家）精神でイノベーションを加速する>

倉林氏は、現在は、B2Bスタートアップ特化型の日米VCファンドのマネージングパートナー・日本代表として活躍中です。前職の
salesforce.comにおられるときから、今回で7回目の登壇となります。今回は、イノベーションが求められる理由や、その担い手となる起業
家に求められる素養について解説するとともに、日米の起業環境やベンチャーキャピタルの役割の違いの説明、及び米国企業がStrategic 
Investmentを通じて如何にOpen Innovationを実現しているかを紹介する。また現在運営するDraper Nexusの概要やOpen Innovationの仕組み、投資
先ベンチャーの紹介を行う。アジェンダ；(1) Self introduction, (2) Innovation and Entrepreneurship, (3) Open Innovation through M&A and CVC, (4) Introduction 
of Draper Nexus Ventures, (5) Q&A

Guest Speaker：Akira Kurabayashi, Managing Director, DNX Ventures  (https://www.dnx.vc/jp)
Mr. Kurabayashi started his carrier at Fujitsu Ltd., Mitsui & Co., Ltd. then joined Globespan Capital Partners in Silicon Valley and salesforce.com. In 
2015/Apr, he joined Draper Nexus Ventures  as Managing Director. MBA in Wharton Univ./Business School, and PhD in Doshisha Univ.
倉林陽 取締役 DNX Ventures (https://www.dnx.vc/jp)
富士通株式会社、三井物産株式会社にて国内及びシリコンバレーでのベンチャーキャピタル投資、及び投資先の事業開発業務に
従事。 Globespan Capital Partners及びsalesforce.com, inc.の日本投資責任者を歴任後、2015年3月にDraper Nexus VenturesのManaging Directorに就
任し、現在に至る。同志社大学博士（学術）、ペンシルバニア大学ウォートンスクール経営大学院(MBA)修了、東京大学Executive 
Management Program(第17期)修了。著書「コーポレートベンチャーキャピタルの実務」(中央経済社)

Mr. Kurabayashi is acting as a Managing Partner / head of Japan at DNX Ventures,  one of leading 
Japan-US VC fund to be specialized in investing B2B  start ups. This will be the 7th facilitation in Tokyo 
Tech since he was belong to salesforce.com. This time, he is going to focus on the reasons of requiring 
“innovations” and natures and skills to be required for “entrepreneurs”. In addition, he will explain the 
difference about environment for establishing new business and about the role of venture capitals 
between US and Japan. He is going to introduce how US enterprises materialize “OPEN INNOVATION” 
based on strategic investment activities. He is also present outline of investment activities Draper Nexus 
which he is now belonging.
The agenda will be; (1)Self introduction, (2)Innovation and Entrepreneurship, (3) Open Innovation 
through M&A and CVC, (4) Introduction of DNX Ventures, and  (5) Q & A..

Date, Time and Venue; 
(1) Advanced Information Sharing; 8/Jan(Fri) 18:00-19:30 by ZOOM
(2) Lecture & Discussion; 14/Jan(Thu) 18:00-20:00 @OK S6-309B 

ver.1.0

課題設定/Issue Identification 合意形成/Consensus Building ネットワーク/ networking
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Creating and establishing new business to solve social issues 
in the field of social infrastructures

Guest Speaker: 
Masahiro Takeshima, General Manager, Social Innovation Business Division, Business Incubation and Development Division, Digital Society Division, and  
General Manager, Sustainable Infrastructure Management Department, and  Leader, Future Investment Division Infrastructure Maintenance Project, Hitachi, Ltd.
竹島昌弘 （株）日立製作所 社会イノベーション事業推進本部事業創生推進本部デジタルソサエティ本部本部長 兼 サス
テナブルインフラマネジメント部部長 兼 未来投資本部 インフラ保守プロジェクトリーダー
1993年 日立製作所入社入社以来一貫して、様々な分野での新事業創生を担当
2003年より、都市開発部門にてセキュリティ事業を担当。当時、国内初の民営刑務所のプロジェクトで世界初となる受刑者のリアルタイム
位置情報管理システムの開発に携わる
2010年、グローバル担当として、中国やベトナムなどでの大規模開発プロジェクトに従事
2011年、東日本大震災発災後、復興業務担当となり被災地の復興支援活動に従事
2017年より未来投資本部にて、社会インフラ保守をテーマとした新事業創生を推進、現在に至る

ver.1.0

課題設定/Issue Identification 合意形成/Consensus Building ネットワーク/ networking

Language：Japanese (Asking questions in English acceptable) Remote access：available
＜社会インフラ分野における社会課題を解決する新事業の創生＞

Professionals 
& Value 

Creation II

Date, Time and Venue; 
(1) Advanced Information Sharing; 26Jan(Tue) 18:00-19:30 @OK S6-309B 
(2) Lecture & Discussion; 29/Jan(Fri) 18:00-20:00 @OK S6-309B 

高度成長期に整備された社会インフラ（道路、橋梁、水道等）の老朽化が進む一方で、高度な技術を要する熟練作業者の減
少が社会課題となっている。
日立では、地下埋設インフラをターゲットとして、生活に欠かせない水道の管路の漏水を高精度に検知する世界最高レベル
のセンサーの開発を進めている。今回、現場の声をもとにゼロから取り組んだ漏水検知センサー開発の軌跡を紹介する。更
に地中埋設管路（ガス管、水道管等）の位置が分からないことも大きな問題となっていることから、地中レーダーとＡＩを
用いた地下の見える化にも取り組んでいる。その技術開発の過程など、新技術、新事業創生の実事例を紹介する。

While aging social infrastructures, including load, bridges and water supply, which were built in high-speed growing era in 1960-70s has been progressed, 
degreasing number of masterful engineers and workers who have high level of skills becoming social issues. 
Hitachi have been engaged in development of world highest level of sensors which detect water leakage of pipeline buried in the ground. During the 
lecture, I would like to introduce a development story about the sensor from the beginning; based on local voices raised by actual engineers and workers. 
Furthermore, it has been becoming a big issue that identifying exact location about various kind of buried pipes, such as water and gas. We are also 
engaged in developing new method for identifying such pipes by using radar in the ground and Artificial Intelligence (AI). Actual examples of new 
technology and new business will be introduced.
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Future of Data Science Business
＜データサイエンス事業の未来＞

Guest Speaker: Keiichi Kisamori, PhD, Data Mining Technology Group, Data Science Lab., NEC Corp.

木佐森慶一 日本電気株式会社 データサイエンス研究所 データマイニング・テクノロジーグループ 博士（理学）

ver.1.0
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Language：Japanese, Asking questions in English acceptable Remote access：available
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Date, Time and Venue; 
(1) Advanced Information Sharing; 2/Feb(Tue) 18:00-19:30 @OK S6-309B 
(2) Lecture & Discussion; 8/Feb/Jan(Mon) 18:00-20:00 @OK S6-309B 

TBD



2525ver.1.0

2019 4Q開講/To be attended in 2019 4Q
社会課題の認知
Recognition of Social Issues

社会課題の認知ワークショップ II
Recognition of Social Issues Workshop II
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＜社会課題の認知ワークショップ I（全6回）＞

課題設定/Issue Identification合意形成/Consensus Buildingマクロ視点/ Macro View

＜本コースの狙い/Aims of this course＞
社会課題の認知ワークショップIIでは，マクロ的視野からアプローチする視点，および、10-15年後の未来社会デザインを行う
方法論等を理解、体験することで，課題設定、解決案提示，合意形成，発案等の手法の引き出し拡大を図ることが主要な目的
です。加えて、多様な学生との交流を通し，ネットーワーク形成も目的となります。社会課題を，歴史，社会情勢，技術トレ
ンド等の周辺環境の流れの中で捉えることも重要です。
During the course of “Recognition of Social Issues Workshop II”, we are aiming to expand students stock of solving methodologies including an approach from 
macro viewpoints, future society (10-15 years later) designing and network with diversified students. Understanding social issues as a part of history, social trend 
and technology trend and learning and executing methodologies of macro approach, back casting and abduction (forced ideation) for consensus building among 
diversified society as capabilities for consensus building.

使用言語/Language：日本語、英語による質問可能/Japanese (asking questions in English acceptable) 

リモート参加/Remote Access：不可/Not available

<スケジュール/Schedule> 
第1回-1/#1-1： 29/Nov/2021 (Sun) 13:00-17:00 in person 経済産業省との共同開催/1-day 政策立案シミュレーション（第1

班）/Co-organized with METI/1-day Policy Making Simulation Workshop (Group 1）
第1回-2/#1-2 6/Dec/2021(Sun) 13:00-17:00 in person 経済産業省との共同開催/1-day 政策立案シミュレーション（第2

班）/Co-organized with METI/1-day Policy Making Simulation Workshop (Group 2）

第2回/#2： 18/Jan/2021 (Mon) 18:00-21:00 on-line 未来洞察 第1日（全5日）/Future Foresight –day 1 (out of 5 days)
第3回/#3： 25/Jan/2021 (Thu) 18:00-21:00 on-line 未来洞察 第2日（全5日）/Future Foresight –day 2 (out of 5 days)
第4回/#4： 30/Jan/2021 (Sat) 13:00-18:00 in person 未来洞察 第3日（全5日）/Future Foresight –day 3 (out of 5 days)
第5回/#5： 31/Jan/2021 (Sun) 13:00-18:00 in person 未来洞察 第4日（全5日） /Future Foresight –day 4 (out of 5 days)
第6回/#6： 5/Feb/2021 (Fri) 18:00-21:00 on line 未来洞察 第5日（全5日） /Future Foresight –day 5 (out of 5 days)

Recognition of Social Issues Workshop I (6 classes)

ver.1.0
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1-Day政策シミュレーション・ワークショップ
(経済産業省との「共同開催）

ToTALと経済産業省が共同で行うワークショップです。政策立案のコア・プロセスを体験し、経済産業省
の役割・業務を、体験・理解いただくために、経済産業省が毎年・各地で行っているものと同等ですが、
リーダーシップの重要な要素の一つである「俯瞰力」を養成し、「多様性」を体感する機会として、
リーダーシップ教育院（ToTAL）創設以来、ToTAL科目の正式menuになっています。ToTAL登録生はもとより、
登録生でなくても（学部・大学院問いません）、さらには本学以外の学生でも、経済産業省の政策や役
割に興味を持つ学生のみなさんも参加申し込みを受け付けるOPEN Programとして提供します。
＊毎回、定員以上の応募があります。早めの応募をお願いします。

今回のテーマ：化学産業の競争力強化
化学産業は製品出荷額や付加価値額、雇用等の面で、日本のリーディングインダストリーとなってます。こうした化学産業の競争力強
化は国内経済活性化に必須である一方、プラントの老朽化、少子高齢化に伴う人材不足、汎用品の需要供給バランス、海外化学メー
カーの台頭など課題は山積みです。また従来は特に基礎研究において日本が強いといわれてきたフィルムや電池素材等の高機能性化学
品においても、製品のライフサイクルの加速化やＡＩによる材料開発の出現など様々な課題があります。またこうした問題は石油、製
鉄、ガラスなど他産業でも言えることであり重要な日本の課題です。今回は特に化学産業をとりあげ、日本の製造業の構造問題に関す
る政策立案を体験してもらうとともに、実際に政府が行っている政策についての理解を深めて頂きます。（経済産業省 辻井翔太）

u COVID 19の状況踏まえ、参加人数を抑え、日を変えて2回開催（同じ内容）とします。
u本学大岡山キャンパスでの対面開催を基本としますが、第1回は、希望される方が多い場合は、リモート
開催とします。（いずれの回も、ウィルス蔓延状況によってはon-line開催となる場合があります。）

《参加資格》 学部生・大学院生
《定員》 各回20名（合計40名、参加希望時に、開催日の第1希望・第2希望を連絡いただき、調整します。応募者多数の場

合は、選抜となります）
《応募方法》 ToTAL HP (http://www.total.titech.ac.jp/news/2020/09/meti2020.html )よりApplication Formをダウンロード、

必要事項を記入の上、ToTAL山田教授に送付
《昨年のレポート》 http://www.total.titech.ac.jp/news/2019/12/policy-making-2019.html

ファシリテーター：辻井翔太：経済産業省 大臣官房 秘書課 課長補佐（採用担当）
大学・大学院では流体力学（河川）を専攻。2012年 経済産業省入省、中小企業庁総務課に配属、政権交代後の新たな成長戦略や小規
模企業振興基本法の制定に従事。その後は原子力災害復興に関する省庁横断のとりまとめ、化学産業をはじめとする素材産業の競争力
強化、再生可能エネルギー導入における技術面での課題解決（電力系統・制御など）、近年の災害の激甚化を踏まえた数十年ぶりの鉄
塔・電柱の技術基準改正を経て、2020年3月から現職で新卒・中途採用を担当。京都出身。

日時： 第1回： 2020年11月29日（日）13:00-17:00
第2回： 2020年12月6日（日） 13:00-17:00 ＊第1回・第2回とも内容は同じです。

場所： 第1回： 本学大岡山キャンパス南4号館2F S422、または、希望者多数の場合はon-line開催
第2回： 本学大岡山キャンパス南4号館2F S422

昨年のワークショップの様子

Recognition 
of Social 
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1-day Policy Making Simulation Workshop
(Co-offered by ToTAL and METI)

The “1-day Policy Making Simulation Workshop” will be offered by METI and ToTAL again this year, as a part of ToTAL’s regular 
course and one of the menus of ToTAL/OPEN programs. It will be an informative opportunity to be able to discuss real time 
issues with active bureaucrats of METI by experiencing a policy making simulation from a macro perspective of national 
policy making, and gain some of the important skills of leadership, such as viewing subjects from a broad and diverse 
perspective. We welcome applications from not only ToTAL students but also from any non-ToTAL students (both of graduates 
and undergraduates) from Tokyo Tech and other universities, who are interested in the policies and roles of METI. 

Workshop Theme: Reinforcement of competitiveness of the chemical industry
Message from the facilitator: The chemical industry is one of the leading industries in Japan, in terms of amount of product shipments, value added, and employment. While 
reinforcement of the chemical industry is essential for the revitalization of the domestic economy, there are numerous issues such as aging plant facilities, lack of human 
resources due to low birthrate and aging population, imbalance between supply and demand of commodities, and emergence of competitive foreign chemical manufacturers. 
In addition, there are even more issues in the field of highly functional chemical products, which Japan used to be especially strong in their basic research (i.e. film and battery 
materials), such as acceleration of the product life cycle and emergence of materials development using AI. 

Ø Due to the situation of COVID-19, this workshop will be offered two times (same content) and we will limit the number of 
students for each workshop this year. 

Ø We are planning to conduct the class face-to-face on our Ookayama Campus, however, the 1st class on Nov. 29 may be 
changed to an online class if there are many applicants. 

<Eligibility> Undergraduate or graduate students (from Tokyo Tech or any other universities.) 
<Capacity> 20 students per class  *Selection may be considered in case of over-subscription. Students at ToTAL (Tokyo Tech Academy for Leadership) and 

students from Tokyo Tech may have priority. 
<Language to be used in the workshop> Japanese (Materials may be presented in both Japanese and English)
<Application> Please download Application Form from ToTAL HP (http://www.total.titech.ac.jp/news/2020/09/meti2020.html ) and send it back to 

Prof. Yamada (yamada.k.be@m.titech.ac.jp)  after filling necessary information. 
<Report about the workshop last year> http://www.total.titech.ac.jp/english/news/2019/12/policy-making-2019.html

Facilitator: Shota Tsujii Ministry of Economy, Trade and Industry, Minister's Secretariat, Personnel Division, Deputy Director

Date & Time： 1st Class; 29/Nov(Sun) 13:00-17:00
2nd Class; 6/Dec(Sun) 13:00-17:00 *Same contents on each class

Venue： 1st Class; O-okayama South Building #4 2F S422 or on-line 
2nd Class; O-okayama South Building #4 2F S422 or on-line 

Workshop last year

Recognition 
of Social 

Issues WS II

These issues are common to other industries including oil, steel and glass industries, and they are serious problems in Japan. In this workshop, we will focus 
on the chemical industry and want the students to experience the policy-making process to solve the structural problems of the manufacturing sector in Japan, 
and gain a deeper understanding of the actual policies of the Japanese government.

ver.1.0
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今回のテーマ：“学び”の未来
＜ファシリテーターからのメッセージ＞
• 新型コロナウイルスの世界的な拡大が多くの人の人生に想定外な影響をもたらしています。また、今後AIやロボットなどのテクノロジーの
進化は確実視されており、今ある仕事やなりたい職業は将来存在しなくなる、あるいは必要と思われている知識が陳腐化する、かもしれま
せん。

• このような想定外な危機や社会の大きな変化の中で生きていく人材を育てる、あるいは人材になるためには、”学び”に関して、従来の「学
校教育をベースとする“学び”」を超えた発想が必要となります。

• 10～15年後の人々（特に10代～30代）は、「なぜ」学び・「いつ」学び・「どこで」学び・「何を」学び・「誰から」学び・「誰と」
学び・「どのように」学んでいるのか？など、ワークショップを通じて、参加者自身が将来の自分事として“学び”の未来について議論しま
しょう。
<一昨年のワークショップの様子：http://www.total.titech.ac.jp/news/2019/02/13-2.html>

《ファシリテーター》 小林幹基・市岡敦子・松木繁季・粟田恵吾、（株）日本総研 未来デザイン・
ラボ

《参加資格》 学部生・大学院生
《定員》 約25名（応募者多数の場合は、選抜となります）

日時：
第1日：2021年1月18日（月）on-line 18:00-21:00 ガイダンス・チームビルディング
第2日：2021年1月25日（月）on-line 18:00-21:00 未来イシュー統合・スキャニング
第3日：2021年1月30日（土）in person 13:00-18:00 想定外社会変化仮説策定・強制発想
第4日：2021年1月31日（日）in person 13:00-19:00 機会領域化・発表準備の説明
第5日：2021年2月5日（金） on-line 18:00-21:00 発表
Note: 第3日・第4日はS422&S423での開催を予定していますが、状況によってon-lineの場合もあります。

「未来洞察」は、イノベーション創発のための方法論として、「デザイン思考」とともに近年脚光を浴びてい
ます。「未来洞察」は、現状から発想する「FORECAST」とは異なり、未来の可能性を複数想定してから、そ
こまでの道筋をシナリオとして考えるBACKCASTを、中心的な考え方としています。不確実性への洞察やイン
パクトを重視し、未来への兆しを基にしたスキャニングと強制発想を駆使して、10-15年後の未来をデザイン
します。

diversityによる自由発想とヴァリュー・ラダーを駆使しユーザーのニーズ・インサイ
トを重視する「デザイン思考」（「1-Dayワークショップ」及び「d.school comes 
to Tokyo Tech」）、課題設定、仮説検証、ニーズのメカニズムとスピードを重視す
るリーン・アプローチ（「プログラミング・ブートキャンプ」及び「リーン・ローン
チパッド」）に加え、「未来洞察」の方法論を理解・経験することで、皆さんの、思
考の引き出しを増やしてください。

「未来洞察」ワークショップ（全5日）

ver.1.0
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Facilitators: Motoki Kobayashi, Atsuko Ichioka, Shigeki Matsuki, and Keigo AWata
Future Design Lab., The Japan Research Instituite, Limited.  

Egibility: Undergraduate or graduate students (from Tokyo Tech or any other universities.) 
Language to be used in the workshop; Japanese (Materials may be presented in both Japanese and English)
Capacity: Around 25 students (Selection made be 

SCHEDULE：
Day 1: 18/Jan/2021 (Mon) on-line 18:00-21:00 Guidance / Team building
Day 2: 25/Jan/2021 (Mon) on-line 18:00-21:00 Future Issues and Scanning
Day 3: 30/Jan/2021 (Sat)  in person 13:00-18:00 Hypothesis of unexpected social chnage
Day 4: 31/Jan/2021 (Sun) in person 13:00-19:00 Categorizing Opportunities
Day5: 5/Feb/2021 (Fri) on-line 18:00-21:00 Final presentation

Note: S422&S423 will be used for Day 4&5. On-line may be conducted by ZOOM  

Theme of the Workshop: Future of “learning”
ü Currently, COVID-19 has made an unexpected impact on our lives. Additionally, in the future, new technologies such as AI and Robot may steal our current 

jobs or obsolete our knowledge which we think is necessary.
ü In order to develop human resources who can live in such unexpected crisis and drastic social changes or acquire the ability to live in such a situation, it is 

necessary to have new idea about “learning” beyond conventional learning based on the school education.
ü Through the workshop, participants will discuss the future of “learning” as your own future affairs.
ü Why/When/Where/What/From whom/With whom/How will you be learning in 10-15 years?
ü <Workshop Report by attendant 2 years ago：http://www.total.titech.ac.jp/news/2019/02/13-2.html>

ver.1.0
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Awata
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Issues WS II ”Future Foresight” Workshop (5 days)

“Future Foresight” has been gathering a lot of attention as the promising methodology for generating “INNOVATIONS” together with
“Design Thinking”. “Future Foresight” is a methodology by putting priority on “BACKCAST” type of approach by considering paths
and/or scenario after considering several future possibilities, which may be different from “FORECAST”. During workshop, you will
design future of 10-15 years later by putting priority on future insights with “SCANNING” and “FORCED IDEA GENERATION” method.

Atsuko 
Ichioka

Shigeki 
Matsuki

Future Foresight should be understood as an important methodology forgenerating new value, in addition to “Design Thinking” 
and “Lean Approach”. Understanding those way of thinking and methodologies may be helpful for the leadership by which you 
should seek for creating, developing and executing new fields and new value.

http://www.total.titech.ac.jp/news/2019/02/13-2.html
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Course menu (出席登録票)

※facebook group および
ToTAL WEBページから取得
可能です。

１０⽉７⽇までに提出
Please email the file to
total.tokunin@total.titech.ac.jp
by October 7.

出席するプログラムの右端セルで
”Attend” を選択

Select “Attend” for the rightmost cell
of each program you would like to 
participate

ver.1.0
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Other opportunities
Want to speak up?

&BDI�XFFL�POF�TUVEFOU�HJWFT�BO������NJOVUF�QSFTFOUBUJPO�PVUMJOJOH�BO�JTTVF�
UIBU�DBMMT�GPS�MFBEFSTIJQ�ǲ�8F�TQFOE�UIF�OFYU����NJOVUFT�EJTDVTTJOH�JU��#FDBVTF�
GBDVMUZ�XJMM�CF�UIFSF�UP�QSPUFDU�UIF�TQBDF�OP�UPQJD�JT�PGG�MJNJUT��"MM�NFNCFS�PG�

UIF�5PLZP�5FDI�DPNNVOJUZ�DBO�KPJO��#SJOH�ZPVS�MVODI�

Politics

Discrimination

Global crisHs and 
movements

Social problems

EducationScience
and ethics

SEE MORE 
INFORMATION & 
APPLY YOUR 
TOPIC HERE

OPEN FORUMJoin the at Tokyo Tech

Thursdays, 12:30 - 13:10 
October 3, 17, 24, 31; November 7, 21, 28 
December 5, 12, 19, 26; January 9, 16, 30

Ookayama Campus
International Communications Space 
(the HUB),  West 9 Building, 1st Floor

Suzukakedai Campus
J3 Building, Room 309
connected by video conferencing

No registration needed and You can join from both campus.
Just come and join us when you feel like it!

HUB-ICS
J3-309

South 6
J3-309
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Contacts: 
1. 参加計画表送付先

Please send your attending plan to︓

total.tokunin@total.titech.ac.jp

2. 質問があれば・・
If you have any queries, please contact;

⼭⽥特任教授/Keiuske Yamada: 
yamada.k.be@m.titech.ac.jp (S6-309B) 

嘉村特任准教授/Kenshu Kamura: 
kamura.k.aa@m.titech.ac.jp (S6-304)

松崎特任准教授︓Yuri Matsuzaki: 
matsuzaki.y.ad@m.titech.ac.jp (S6-304)
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