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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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• 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

• 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。

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
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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

7
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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

8
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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
9



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

情報理工学院
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
□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
⇒修士課程までの登録も可能

□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

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

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

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

髙橋 将記 (ILA)
栄養生理学,運動生理学

小松 翠（ILA)
異文化間教育,異文化間
心理学，日本語教育



14

学院の枠、専門や国籍を超えて学び合う

登録学生 73名 2021年9月現在

多彩な国籍（18か国）
Bangladesh,  Brazil, China, 
Indonesia, Iran, Italy, Japan, Korea, 
Malaysia, Mexico, Mongolia, 
Morocco, Philippines, Singapore,  
Thailand, The Netherlands, 
United States of America, Vietnam

6学院・18か国の学生が集まるコミュニティ

理学院
8%

工学院
22%

物質理工学院
10%

情報理工学院
5%

生命理工学院
26%

環境・社会
理工学院

29%

学院

留学生等

40%日本人学生

60%

出身

女 性

33%
男 性

67%

性別

大岡山

52%
すずかけ台

47%

田町
1%

キャンパス
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ToTAL紹介動画

https://youtu.be/KxETVzPE8Wc

https://youtu.be/KxETVzPE8Wc


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

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

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

• 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。

「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。

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

リベラルアーツ研究教育院の中野教授による、
「マインドフルネス」の基礎を、体験を通して
理解し身につける講義です。

髙橋 将記
栄養生理学,
運動生理学,
時間栄養学,

スポーツ栄養学

小松 翠
異文化間教育,

異文化間心理学,
異文化間コミュニケーション,

日本語教育



19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

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

社会課題の認知
ワークショップ

髙橋 将記
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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

ストラテジック
ディベート

クリエイティブ
ディスカッション

木山 ロリンダ 小泉 勇人

小松 翠

グローバル
コミュニケーション

ベルリッツと共同開発

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

アカデミック
プレゼンテーション
第十三／第十四

アカデミック
ライティング
第十三／第十四
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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

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
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
-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-

Design Thinking for Your Creative 
Practice by tutors from d.school

-米スタンフォード大出身tutors 3名が直接指導-

リーン・ローンチパッド
-本格的な起業・新事業開発トレーニング-

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-

ToTAL/OPEN Programs/workshops

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形式勉強会-

2021 1Q2Q 2021 3Q4Q

1-day デザイン思考xシステム思考
-デザイン思考とシステム思考を組み合わせ

たイノベーションの創出-

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-

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形式勉強会-

対話型アート鑑賞
-アートを題材に多面的理解-

非暴力コミュニケーション
-多様な人達と関わる技術-

科目履修（単位対象）または、各コンテンツスポット参加（非単位対象）
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リーダーシップコアプログラム

Dates:
① 7/Nov. (Sun.) ② 21/Nov. (Sun.) ③ 19/Dec. (Sun.) 
④ 10/Jan. (Mon.) ⑤ 6/Feb. (Sun.) ⑥ 20/Feb. (Sun.)
⑦27/Feb. (Sun.)
Time: 14:00-18:00
Venue: 三島ホール, Ishikawadai 7/ELSI-1 Bldg.

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6回通して参加してください。

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

Fundamental
Group Work

I/II (S)
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リーダーシップ探求ブックダイアローグ

①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」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。日英両方で出版されているものについては両方
を用意して参照できるようにしています。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ト
レーニングの機会としても活用できます。
＜■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：日本語, 英語のどちらかまたは両方のクラスを選択

担当教員 嘉村 賢州，松崎由理

Date, Time, and Venue: (Zoom upon request)
(J) 10/Nov. (Wed.) 18:00 – 20:30 @ S6-305, Ookayama South 6 Bldg.
(E) 21/Nov. (Thu.) 18:00 – 20:30 @ J3-309, Suzukakedai J3 Bldg.
(J) 8/Dec. (Wed.) 18:00 – 20:30 @ J3-309, Suzukakedai J3 Bldg.
(E) 16/Dec. (Thu.) 18:00 – 20:30 @ S6-305, Ookayama South 6 Bldg.
(J) 12/Jan. (Wed.) 18:00 – 20:30 @ S6-305, Ookayama South 6 Bldg.
(E) 13/Jan. (Thu.) 18:00 – 20:30 @ J3-309, Suzukakedai J3 Bldg.

Fundamental
Group Work

I/II (F)

Essential
Group Work 

(F)

前学期に読んだ本 TA（選書・ファシリテーション）
小埜功貴，篠田泰成

＜よくある質問＞
①読む本はいつわかりますか
→開催する週のはじめの月曜日ごろまでに Facebook group で通知します。
それから参加を決めても結構です。
②予習の必要はありますか。
→その場で本を分割して読み、まとめるので、事前に目を通す必要はありま
せん。書籍はこちらで用意しますので、持参の必要もありません。
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Design Thinking For Your Creative Practice
- facilitated by 3 tutors from d.school -

We are pleased to inform you of the exciting workshop; “Design Thinking for Your Creative Practice”, to be held in coming January and to 
commence “Call for Applicants” for the workshop. This workshop has been held by Tokyo Tech every year since 2014 and got over-subscription 
every time because the workshop would be helpful to understand core of Design Thinking; concepts of Creative Confidence and User Centric, 
and the workshop should be informative and enjoyable by its nature of speedy process of “Silicon Valley” style by inviting 3 facilitators and 
instructors from US. Further to the last year, the workshop will be held on-line by connecting tutors in US due to COVID-19 circumstances. 
Instructors for the workshop are: Thomas Both, David Janka, and Scott Witthoft. They are all 
professional product designers and educators. They teach design thinking at the Stanford 
University d.school, The University of Texas at Austin, and for organizations around the world.  
“The instructors are happy to return to Tokyo Tech for the 6th session of this workshop! “

Date, Time and Venue;  Day 1: 24/Oct (Sun) 08:30-13:00 by ZOOM 
Day 2: 30/Oct (Sat) 08:30-13:00 by ZOOM 
Day 3: 31/Oct (Sun) 08:30-13:00 by ZOOM

共感/ Empathize 発想/ Idea 課題設定/Issue Identification 多様性/Diversity

使用言語/Language：英語/English

「デザイン思考」の本質であるCreative Confidence and User Centricのコンセプトを体感・理
解するワークショップ、「Design Thinking For Your Creative Practice」を開催します。本学で
は、2014年から毎年開催していますが、デザイン思考の本場で学生を指導してきたtutorsによる
speedyなシリコンバレー方式のワークショップとして、毎回定員以上の申し込みがある人気の
ワークショップ・イベントです。昨年に引き続き、米国にいるtutorsとon-lineで繋ぎ、半日を3回
行うon-line workshopで行います。
ワークショップのファシリテーター・インストラクターは、過去、本学でのワークショップを
行ってきたThomas Both, David Janka, Scott Witthouftの3名です。彼らは、プロのデザイナー
であり、教育にも精通しており、米国スタンフォード大学d.school、テキサス大学オースティン、
そして世界中の組織で、デザイン思考を教えています。

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> 日本語：http://www.total.titech.ac.jp/news/2021/01/AY2020designthinking.html

English: http://www.total.titech.ac.jp/english/news/2021/01/AY2020designthinking.html

Essential
Group Work 

(F)

http://www.total.titech.ac.jp/news/2021/01/AY2020designthinking.html
http://www.total.titech.ac.jp/english/news/2021/01/AY2020designthinking.html
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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。

- 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

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:
長谷部貴美
（株）ホワイトシップ）

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。

Fundamental
Group Work

I/II (F)

日時 & 場所： 11/Feb (Sat) 13:00-17:00 @ TBD（ホワイトシップ社スタジオ（赤坂） または大岡山キャンパス

本ワークショップは、絵を論理的に
プロセス立てて描くプログラムです。
このプログラムは、創造性・想像性
を具現化するだけでなく、作った作
品を他者に伝えることで、相手をイ
ンスパイア・魅了する、リーダー
シップとして重要な要素を学ぶこと
ができる魅力的なプログラムです。
SH (2020 ToTAL)

Cannot draw? No problem at all. Through 
art you will understand yourself and 
others. Through colors you will get to 
know people and communicate your 
ideas. You will have fun, I promise. by 
AC(2020 ToTAL)

The EGAKU workshop is ultimately a 
lesson on expressing yourself. If you look 
at what everyone drew, you can discover 
their fears, hopes, and aspirations - all in 
one picture. And it's beautiful. by  
OK(2020  ToTAL)

アートを鑑賞・制作することに加え
てそれらを同年代の異なるバックグ
ラウンドを持つ人々と共有できます。
そうした中で他者への共感や自己表
現も養うことができると私は考えて
います。HK  (2020 ToTAL)

＜参加者の声＞
＜Comments by participants＞

Essential
Group Work 

(F)

使用言語/Language：日本語&英語/Japanese & English
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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。
＊D1～D2前半に実施することを推奨しています。

店橋 護
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Students community rooms

Ookayama S6 building Suzukakedai J3 building
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様々なイベントを開催
2021年度開催イベント

ToTAL内イベント（年1-2回開催）

学生イベント（毎週・昼 Taki Plazaで開催）

ToTAL主催/協賛イベント（年数回・不定期開催）
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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時は条件なし）

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）
• 学修ポートフォリオのToTALダッシュボード
• オンラインオフィスアワー（週2回）
• 学外アドバイザーによる面談（D2）
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履修例（M1の4QにToTALに登録した場合）
本教育課程で開講する科目（幅広い教養科目に属する科目を除く）は，コースの判断により専門科目群のコース
標準学修課程以外の専門科目とみなすことができます。表中の黒文字の科目は，コース標準学修課程以外の専門科目に該当する。

M1 M2

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

1 単位修得 4 単位修得 7 単位修得 Step② 8 単位修得

中間審査【マイルストーン Step③（条件①②）】

D1 D2 D3

12 単位修得 16 単位修得 Step⑥

修了審査【マイルストーン Step⑦（条件①～⑥）】

・Creative Discussion (1)

・博士リーダーシップ・グループワーク実践 I (2) Step④

・リーダーシップ・オフキャンパスプロジェクト (4) A/P0D～A/P3D, Step⑤

・リベラルアーツセミナー (1)

・Introduction to Leadership Step① *1

・リーダーシップ・グループワーク基礎 I (2) C0M,C1M, Step②

・Global Communication (1)

・社会課題の認知ワークショップB (1)

・Academic Presentation in English 13 (1)

*1 本教育課程の修了に必要な単位数に含まれない

・マインドフルネス for リーダーシップ (1)

・技術移転と
知財 (1)

・連合寄附講義 理工系学生のためのワークルール入門I (1)

本教育課程の修了審査に合
格した場合は，コースの博
士後期課程修了要件である
すべてのGAを修得したもの
とみなされます。



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…

１０/４（月）
～１１/１（月）

１１/１６（火）
１１/5（金）詳細通知

登録志願票提出 選抜試験
（グループ面接）

１１/２５（木）合格通知

４Q～

※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。

35
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出願手順（１）「アンケート」から志願票入力
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出願手順（２）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（１１/１）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

事前に指導教員と
学修計画を相談しましょう



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38
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付録
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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 ・オフキャンパスプロジェクト渡航・滞在費

ただし、次世代研究者挑戦的研究プログラムに採用になった場合は、ToTALでは授業料免除の対象外となり
ますが、ご自身で授業料免除申請をしていただくことは可能です。

• 卓越教育院に出願予定です。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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キャリア科目とGA一覧

※本教育課程の修了審査前に離脱した場合でも，キャリア科目とみなすことができ，GA（Graduate Attributes）も付与されます。
※本教育課程以外で開講するキャリア科目を履修する場合は，イノベーション人材養成機構または選択しているコースの学修案内を確認すること。

科目分類 科目名 Graduate Attribute (GA)

①社会課題の認知

連合寄附講義 理工系学生のためのワークルール入門 I
Introduction to Work Rules I produced by JTUC-RENGO C0M

連合寄附講義 理工系学生のためのワークルール入門 II
Introduction to Work Rules II produced by JTUC-RENGO C1M

プロフェッショナルと価値創造 A／B／C／D
Professionals and Value Creation A／B／C／D C0M

社会課題の認知ワークショップ A／B／C／D
Recognition of Social Issues Workshop A／B／C／D C1M

③リーダーシップ・
フォロワーシップ養成，
合意形成

修士リーダーシップ・グループワーク特論
Master’s Essential Course of Group Work for Leadership C1M

リーダーシップ・グループワーク基礎 I／II
Fundamental Group Work for Leadership I／II C0M, C1M

修士リーダーシップ・グループワーク実践 I／II
Master’s Practical Group Work for Leadership I／II C0M, C1M

博士リーダーシップ・グループワーク特論
Doctoral Essential Course of Group Work for Leadership A2D, P2D

博士リーダーシップ・グループワーク実践 I／II
Doctoral Practical Group Work for Leadership I／II

A0D, A3D 又は
P0D, P3D

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

A0D, A3D 又は
P0D, P3D

④オフキャンパスプロ
ジェクト

リーダーシップ・オフキャンパスプロジェクト
Leadership Off-Campus Project

A0D ～ A3D 又は
P0D ～ P3D

リーダーシップ・異分野研究プロジェクト
Leadership Interdisciplinary Research Project A0D ～ A3D
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• Monday & Friday, 15:00 - 16:00
• Yamada, Kamura, Matsuzaki
• URL: https://us06web.zoom.us/j/96832834749
• Meeting ID: 968 3283 4749
• If you are connecting to the meeting room for the first time, 

please request the passcode from here.

ToTAL/LFCB
LFCB: Leadership, followership and Consensus Building, Matsuzaki, Kamura and Yamada 

Orientation for ToTAL “leadership/entrepreneurship” programs 
(ToTAL/OPEN Programs) : 

Date & Time/日時：19/Oct (Tue.) 18:15-19:45 by ZOOM
 All ToTAL students and any non-ToTAL students  who are interested in ToTAL/OPEN 

Programs are welcome to attend.
 If you want to join the orientation, please register by using Google Form referred in the 

following web page with URL: 
(Japanese) : https://www.total.titech.ac.jp/news/2021/10/2021-3Q4Qopen.html
(English) : https://www.total.titech.ac.jp/english/news/2021/10/2021-3Q4Qopen.html

On-line Office Hours: 

 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>＞
 Master’s Practical Group Work for Leadership I/II <F>＜修士リーダーシップ・グループワーク実践 I/II <F>＞
 Doctoral Practical Group Work for Leadership I/II <F>＜博士リーダーシップ・グループワーク実践 I/II <F>＞
 Recognition of Social Issues Workshop B/D＜社会課題の認知・ワークショップ B/D ＞
 Professionals and Value Creation B/D ＜プロフェッショナルと価値創造 B/D＞
 Master’s Essential Course of  Group Work for Leadership I/II <F>＜修士リーダーシップ・グループワーク特論<F>＞
 Doctoral Essential Course of Group Work for Leadership I/II <F>＜博士リーダーシップ・グループワーク特論<F>＞

Orientation 

https://us06web.zoom.us/j/96832834749
https://forms.gle/q2LVERnLdAoXf2LYA
https://www.total.titech.ac.jp/news/2021/10/2021-3Q4Qopen.html
https://www.total.titech.ac.jp/english/news/2021/10/2021-3Q4Qopen.html
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