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企画立案の経緯と目的 
 

2012 年 11 月、名古屋大学博士課程教育リーディングプログラムグリーン自然科学国際教

育研究プログラムにより、国際教育企画として学生主催によるセミナーの募集が行われた。こ

の募集に対して、理学研究科、工学研究科、生命農学研究科、に所属する大学院生 7名によ

り、「No Science, No Future. ～科学者のもっと先へ～」が立案された。タイトルには、科学者と

いう枠に納まらず、その枠を越えて未来を切り拓く人材を目指そうというメッセージが込められ

ている。 

本企画は、将来の日本の産業・学術研究を支えるリーダーとなるために必要な素養を磨くこ

とを目標とした。日本の将来を担うリーダーとして、研究だけではなく社会の要求を把握し、そ

れらを意識することは極めて重要である。また、リーダー科学者とは優れた研究スキルはもちろ

んのこと、他の研究分野や社会全体を見渡す俯瞰力を兼ね備えた人材だと考えた。そこで、

多様なバックグラウンドをもつ次世代のリーダー候補が交流する場を設け、従来の研究生活で

は経験し難い「社会的要求を認識して課題を見つけ，解決法を見いだす機会」を提供すること

とした。これらの目的を達成するため、本企画は第 1次企画「将来の日本を支える君たちへ」と

第 2次企画「目指せリーダー！ぶちぬき合宿」からなる二部構成として立案された。 

第 1次企画の学内セミナーは、現在リーダーとして活躍している方のリーダー論を学ぶ機会

とし、現在名古屋大学を牽引する濵口道成総長に講演を依頼した。また、講演後のパネルデ

ィスカッションと続くミキサーにおいて、様々なバックグラウンドをもつ参加者同士が日本社会

や個々人の夢や悩みについて語り、考えを共有できる場を提供することも目的とした。 

 第 2次企画のセミナー合宿は、１泊 2日の合宿形式で「将来の日本を支えるリーダー科学者

となるには？」をテーマに掲げ、参加対象を全国のリーディングプログラム所属の学生へと広

げた。ここでは産・学・官の各業界で活躍している 3名の講師による講演を通して、科学と社会

の関わりの現状を知り、個人および日本の目指すべき将来像について学生同士がとことん議

論する場を提供することを目的とした。グループディスカッションや自由討論の場を設けること

で、異なるバックグラウンドをもつ者同士の理解を深め、俯瞰力を養い、価値観を広げるこの

できる構成とした。 

 本企画は、自分自身や社会の現状を再認識し、日本を支えるリーダーとなるために今何を

すべきか、将来何が求められるのかを考えるきっかけとなると考え立案された。企画を通して

分野を超えた友人が全国にできることで、10 年後、20 年後、私たちが中心となって社会を動

かしていく際に、協力関係を築くための礎になると考えた。 
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第 1次企画 「将来の日本を支える君たちへ」 
	 

開催概要	 

	 

日時： 7月 10日（水） 14:00–17:00 

会場：  坂田•平田ホール  

主催: グリーン自然科学国際教育研究プログラム 

共催:  法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログラム   

PhDプロフェッショナル登龍門   

フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム 

参加者: 160 名程度 (名古屋大学、名古屋市立大学、 

         東京大学、中京大学、金城大学の学生、 

       および名古屋大学の教員、会社員など) 

 

	 

プログラム 

14:00–14:10   企画の主旨説明 

14:10–15:25   講演会 「将来の日本を支える君たちへ」 

            名古屋大学   濵口 道成 総長 

15:25–15:40   セミナー合宿の説明 

15:45–16:30   パネルディスカッション          

16:30–17:00   ミキサー 

 

 

実施内容 

 「将来の日本を支える君たちへ」  と題された濵口道成総長の講演会、本院生企画の第 2 次

企画 「目指せリーダー！ぶちぬき合宿」 説明会  および、名古屋大学で採択されているリーデ

ィングプログラムの代表学生と濵口総長によるパネルディスカッションを行った。ミキサーは、参

加者が総長と直接話し、所属プログラムの壁を越えて交流を深める場とした。	 
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講演内容	 	 

名古屋大学	 濵口	 道成	 総長	 

	 

講演テーマ：将来の日本を支える君たちへ	 

～21世紀のリーダー像について思うこと～	 

私たち博士課程学生は、将来の日本を支える人材へと

成長していかなければならない。このような考えから、私た

ちは博士号取得者に求める理想の人材像、及びリーダー

像をキーワードとして濵口総長に講演を依頼した。講演は、我々の生きていく 21 世紀につい

ての展望に始まり、続いてその世界で求められる人材像（持続可能性とリーダー、情報の奔流

の中で冷静に情報処理と決断・実行のできるリーダー、地方の時代を展開できるリーダー、女

性・若者の活動を支援できるリーダー）を紹介していただいた。また、総長の半生に沿いながら、

その折々に考えていたこと、学んだこと、影響を受けたことなどをお話しいただいた。ここではリ

ーダーの条件を挙げていただき、中でもストレス耐性（逆境や苦労を楽しめる気持ち）を養うこ

と、自己規定（自分の限界を決めつけること）をしてはならないこと、という 2点の重要性につい

て熱弁をふるわれた。そして、名古屋大学総長としての立場からは、名古屋大学の歴史とこれ

まで輩出してきた数々のリーダー、それを生み出した土壌、更には名古屋大学がこれから目

指す先について誇りをもって紹介していただいた。講演の最後には「イノベーションとリーダー」

というテーマのもと、イノベーティブな才能を開花させる文化・土壌（多様性に富む環境：メディ

チ効果）や、イノベーターになるために必要な要素（現状を変えたいという意思、変化を起こす

ために「スマート・リスク」をとること、関連づける力、質問力、観察力、ネットワーク力、実験力）、

イノベーターを育てる教育など（リーディング大学院 etc.）についてご説明いただき、各所で発

せられた若い学生へ向けての力強いメッセージと併せて非常に印象的な講演は幕を閉じた。

「負けるなよ、絶対に」。 

	 

--講演をうけて--	 

本講演では、総長の言葉をお借りすれば「理詰めの世界」から「情念の世界」に至るまでの

幅広い視点からリーダー論を語っていただけた。客観的事実だけではなく、経験に裏打ちさ

れた総長個人としての意見を、ときに方言交じりでお話しいただいた内容は、いずれも表現し

がたい説得力に溢れており、今後研究者、そして一人の人間として生きていくうえでの大きな

道しるべとなった。濵口総長は質疑応答において、ストレス耐性を身に着けるためには、日常

の「プチ成功」を自己認識として見つけていくことが重要であるとお話しされていた。本企画の

成功を自信として、前に進んでいきたい。 
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パネルディスカッション	   

 

 名古屋大学が採択されている 4つのリーディングプログラムの代表学生である以下 4名がパネ

リストとして参加した。 

岡野 直幸  (法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログラム) M1 

李   正勲  (PhDプロフェッショナル登龍門) D1 

伴場 由美 (フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム) D1 

松原 由幸 (グリーン自然科学国際教育研究プログラム) M2 

 はじめに各パネリストの自己紹介および各自が所属するリーディングプログラムの説明を行っ

た。その後、「リーダーとは」を主題としてパネリストと濵口道成総長による相互質問形式のパネル

ディスカッションが行われた。まず留学生である李さんから「自分はリーダーの中でもグローバル

リーダーを意識しているが、名古屋大学が掲げている勇気ある知識人とはどのような人材か」と

いう質問が投げかけられた。勇気ある知識人とは、戦争に対して反対しなかった科学者の深い

後悔から生まれた言葉だという。李さんの質問に対して総長は、間違っていることを指摘するた

めには、その覚悟はもちろん、間違いを説明できる科学的な判断力と知識、調査が必要であり、

これらの能力をつけた人材を育てたいと説明された。引き続き松原さんからは「戦争が終わった

今、私たちが間違っていると言うべき問題はなにか」、岡野さんからは「日本のリーダーは国益と

ODA などの対象国の利益とのバランスをどうとるべきか」という質問が挙がった。松原さんからの

質問の答えとして総長は、例として法整備支援を挙げ、戦後の経済成長や人権擁護など日本の

経験を共有しながらアジア型の近未来社会を作る重要性を話された。また岡野さんへは、国益

に固執するのではなく、経済が国境を越えて動いている中で日本だけでは経済が成り立たない

現状を見つめることが大切だと説明された。学生からだけではなく、総長が学生に将来の夢につ

いて質問する場面もあり、例えば伴場さんからは宇宙研究についての熱い思いや宇宙研究助

成への考えが示された。最後に「自分が進むべき道を決断していくときに重要なことを教えて下

さい」という問いに、総長は「研究者として必要な、プロジェクトを自分で考える力、英語の論文を

書いて通す力、研究費を取る力を得るために5年計画でステップアップを考えて行動した」という

ご自分の経験を話され、「人生には多

くの選択肢があり自分にしかできない

事が必ずある。他人の目を気にせず

に"自分がやった"ということがあれば

良い」というメッセージでパネルディス

カッションは幕を閉じた。 
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第 2次企画 「目指せリーダー！ぶちぬき合宿」 
 

開催概要	 

 

日時： 8月 24日（土）–8月 25日（日） 

会場： 笠寺ワシントンホテルプラザ （愛知県名古屋市） 

対象： リーディングプログラムに所属する全国の大学院生 

参加者:  53名（実行委員 7名を含む） 

	  

 

プログラム 

１日目 

13:00–13:15   オープニング 

13:15–14:50   セミナー「学」 

14:50–15:05   休憩 

15:05–16:40   セミナー「産」 

16:40–16:55   休憩 

16:55–18:30   セミナー「官」 

18:30–19:00   休憩 

19:00–21:00   夕食・風呂 

21:00–22:30   懇談会 

22:30–22:30   自由討論会 

 

 

実施内容 

	 「産」「学」「官」の分野でご活躍されている講師を各 1名ずつ招き、計 3回のセミナーを行った。

各講演後にはグループディスカッションを行い、参加者が主体的にテーマの事柄と向き合える

セミナーとした。ディスカッション内容については 2 日目に発表を行い、全参加者で共有した。

自由討論会は事前に合宿参加者から募った議題に関して、興味をもった者が自由に議論す

る場とした。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

2日目 

7:00–19:00   朝食 

9:00–10:30   発表準備 

10:30–12:00   ディスカッション内容の発表 

12:00–12:30   クロージング 

 

＜各セミナーでの流れ＞ 

招待講演（60分 + 質疑応答 5分） 

       ↓ 

 グループディスカッション（30分） 
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参加者の所属 

	 参加者は医学、理学、工学、農学、経済学、教育学の学科に所属している修士 1 年から博

士 3 年の学生であり、男性 36 名女性 17 名が参加した。その内、留学生は 9 名であった。東

京大学、東京工業大学、名古屋大学、大阪大学、兵庫県立大学の 5大学計 9プログラムから

合計 53 名の大学院生(実行委員 7 名含む)が本企画に参加した。参加者の所属するリーディ

ングプログラムは以下に示した通りである。 

 

	 

東京大学 ライフイノベーションを先導するリーダー養成プログラム 3名 

東京工業大学 情報生命博士教育院 2名 

名古屋大学 フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム 7名 

 

PhDプロフェッショナル登龍門 7名 

 

グリーン自然科学国際教育研究プログラム 25名 

 (うち実行委員 7名) 

大阪大学 インタラクティブ物質科学・カデットプログラム 2名 

 

生体統御ネットワーク医学教育プログラム 3名 

 

ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム 1名 

兵庫県立大学 フォトンサイエンスが拓く次世代ピコバイオロジー 2名 
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セミナー「学」 

内藤	 健	 (ないとう	 けん)	 

所属： 独立行政法人農業生物資源研究所 

      遺伝資源センター 研究員 

経歴： 2004–2007 京都大学 農学部 博士号取得 

  2007–2010 ジョージア大学 植物科学研究科 

    博士研究員 

  2010–現在 独立行政法人農業生物資源研究所 遺伝資源センター 任期付研究員 

  2011–現在 科学技術振興機構 さきがけ研究員 

 

講演テーマ：ワリとイケてる！アズキの仲間	 

内藤氏は、乾燥、塩害、強アルカリ、酸性土壌等の悪環境に適応し、繁殖するアズキの仲

間 Vigna 属野生種群を材料に研究を推進されている。これらのストレス耐性における分子メカ

ニズムを解明することは、限りある農耕地だけでなく、様々な土地で栽培できる品種の作出に

つながり、ひいては食糧問題の解決に貢献できると考えている。農学部を選んだきっかけ、研

究を進める上での葛藤とその中での現在の研究との出会い、今後の研究展望など、自身の研

究にまつわる半生を中心にご講演いただいた。また、講演の後半では、共同研究者に求める

こと、共同研究を行う上で気をつけていること、今後の産・官との連携の予定など、「学」の立場

から社会との関わり方について語っていただいた。話の折々で、科学研究に携わる者として、

自身の興味や成し遂げたいことが先行して在り、その上で研究を推進すべきであるという信念

が窺えた。「自分の研究に自信と誇りを持ち、その意義を熱く（クールに）語れる研究者になっ

てください」とのメッセージは、「科学の権威を笠に着て、おごるなかれ」という忠告とともに参加

者の心に響いたことと思われる。 

	 

--講演をうけて--	 

内藤氏の情熱的なプレゼンは見る者を楽しませ、惹き込んでいくものであった。氏の研究に

対する情熱も然ることながら、それをうまく聴衆に伝えるという技法もたいへん勉強になり、多く

のアンケートで「見習いたい」という言葉が見受けられた。また、基礎研究者であっても社会へ

の還元を意識しなければならないとして、これまでの研究に対する取り組み方を見直す機会と

もなったようである。「科学」という後ろ盾に頼ること無く、研究への興味とやる気を自己の中に

確立し、研究に突き進む姿勢こそが科学者にとって大事なことであると気づかされた。 
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セミナー「産」 

岡田	 久幸	 	 (おかだ	 くみ)	 

所属： 株式会社タケックス・ラボ 代表取締役社長 

経歴： 1981	 家業である「蜂の巣巧房」に入社 

       2002	 (株)フードテックス（現(株)タケックス・ 

         ラボ）設立、代表取締役に就任 

   2007	 日経ウーマン主催のウーマン・オブ・ザ・ 

             イヤーにおいて、リーダー部門第 4位にノミネート 

	 	 	  北里大学公衆衛生学部、大阪市立大学医学部、大阪府立公衆衛生研究所、 

       大阪府立大学大学院獣医微生物学と共同研究。 

 

講演テーマ：夢と挑戦 

	 岡田氏は、竹の抗菌作用に着目した製品の研究開発•製造販売を行うベンチャー企業

を起こし、代表取締役社長としてご活躍されている。講演では、会社を立ち上げるまで

の経緯から、補助金申請や資本提携など起業に際しての経験、岡田氏独自の共同研究の

進め方、会社の経営理念に至るまで情熱的に話していただいた。岡田氏は、様々な大学

と共同研究を積極的に進められてきた。大学と企業との共同研究の際に大きな壁となる

のは、結果の公開を望む大学側と非公開を望む企業側での成果の取り扱いにおける考え

方の違いであり、共通認識を持つことが何よりも大切だそうだ。岡田氏は、共同研究を

始める前に大学側へ明確な目標や計画を提示することでビジョンを共有し、研究成果を

効率的かつ効果的に事業に繋げるよう努めているという。「竹の研究を通して世界に貢献

する」という夢を抱き、目標に向かって前向きに取り組むことで幾度の困難を乗り越えてこられ

た同氏の講演から、成功には夢を持ち、目的・目標を明確にしてそれに向かい努力していくこ

とが重要であるということを実感した。 

 

--講演をうけて̶-	 

	 岡田氏は学生時代、重病により余儀なくされた小児病棟での生活の中で、家族の絆、命の

大切さを実感されたという。タケックス・ラボでは企業理念に「健全な子孫の繁栄を願う母親の

視点で製品開発を行い「安心」と「安全」という信頼を築く」と示しており、経営者として大切にさ

れている「母の愛」という言葉が印象的だった。アンケートには、「企業が大学に求めることを知

ることができた」や「起業に興味があるため、実際の体験談を聞くことができて勉強になった」と

いう感想の他に「生き方を学んだ」という内容も目立っていた。 
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セミナー「官」	 

喜久里	 要	 	 (きくさと	 かなめ)	 

所属：	 大阪大学 総務企画部 経営企画課長 

	 	 	 	 前 文部科学省 高等教育局  

	 	 	 	 私学助成課課長補佐（大学振興課専門官） 

経歴：	 2003年文部科学省入省。省内で生涯学習政策局に

て教育改革の総括、初等中等教育局にていじめな

ど生徒指導問題への対応など、さまざまな連絡調

整業務に携わる。2009年 7月から、高等教育局において、教育情報の公表や就

業力育成など大学教育改革構想や、私学助成等の私立大学振興の業務に携わっ

た。本年 4月より大阪大学に出向し、総務企画部経営企画課長として勤務。 

	 

講演テーマ：これからの科学行政を考える	 ~大学・アカデミアの意義~	 	 

	 喜久里氏は、文部科学省高等教育局にて、大学教育改革に携わられた経験を持ち、今

回は官の立場から、日本における大学教育・科学行政の現状と将来について講演してい

ただいた。現在、日本の歳出の大部分は社会保障費に充てられており、教育・科学技術

振興に対する予算はほんの一部だと言う。つまり現在の日本は「まだ見ぬ未来」より「今

いる人の未来」に多くのお金をかけているそうだ。その上、科学研究への助成金も、そ

の意義が問い直されていると言う。研究テーマは基本的には自由なはずだが、今後は、

その研究が将来的にどんな経済成長をもたらすのかを明示しなくてはならない傾向に

あるそうだ。しかし、その流れは科学の裾野を狭め、応用展開に繋がる基礎科学が育た

なくなると、喜久里氏は警鐘を鳴らした。また 40 年以上前より叫ばれている大学改革

に未だ進展は無く、これからは「開かれ発信するアカデミアへの脱皮」が必要であり、

大学側が問題意識を明確にもつ必要があると説かれた。最後に、リーディングプログラ

ムにおける博士号取得者となる我々には、イノベーションを起こせるリーダーとなるこ

とが期待されていると語られた。	 

	 

--講演をうけて--	 

中央官庁と大学の両方で職務経験を持つ喜久里氏の講演は新鮮で説得力があり、大学

教育や科学行政に対する認識を大きく広げられた。また、博士号取得者が果たすべき役

割や責任を強く感じた。聴く機会の少ない「官」の立場からの講演は、多くの参加者に

とって貴重な経験になったと共に、自身の将来像や進路について再考する機会となった

ようである。 
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自由討論会 
 
 自由討論会は、参加者により提案された議題に対して、興味を持った学生同士が自由な討

論を行う場とした。議題については、合宿応募の際に参加者から提案してもらい、博士課程の

学生として議論する意義があると思われる以下 8 つのテーマを実行委員が選出し、最初の議

題とした。 

 

議題 

• 研究（仕事）と家庭の両立について 

• Pure Scienceの存在意義と社会的価値を問う 

• リーダーの役割・社交性・多様性 

• 社会科学と自然科学の結合 

• 日本は国際社会に対応しているか？ 

• How to be an outstanding scientist? 

• 偽科学をなくすためには？ 

• 各業界でリーダーとして必要な能力とは？ 

在学中にそれらの能力を身につけるために効率的なカリキュラム(方法)とは？ 

 

懇談会後の遅い時間であったが、学生たちの積極的な参加のもと活発な議論がなされてお

り、打ち解けた雰囲気の中で率直な意見の交換が出来た。様々なバックグラウンドをもつ者同

士で意見を交わすことで、多様な側面から議題について考える良い機会となった。参加者から

も「異分野の学生の意見を聞けて視野が広がった」「普段議論する機会の無い話題を議論で

きて良かった」等、有意義な議論が出来たという意見を多く聞けた。しかし討論会において参

加者からの自発的な議題提案を期待したが、実質的に議題が変更されていてもアナウンスが

行われることはなかった。アンケートでも議題の切り換えがうまく機能していなかったとの声があ

り、運営上の反省点である。 

自由討論会は、学生ならではの形式にとらわれない企画であった。このような企画から柔軟

で創造性に富む発想が生まれると考えた。過密なスケジュールとなったが、インフォーマルな

議論も取り入れることで、本合宿の内容に幅が生まれ意義深い企画になったと自負している。 
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グループディスカッション	 	 

 

概要	 

産・学・官の講師によるそれぞれの視点からの講演をただ聴くだけでなく、合宿参加者が主

体的にテーマの事柄と向き合い、さらに他の参加者の多様な意見に触れられるよう、講演後に

グループディスカッションを行う時間を設けた。議題は実行委員側でセミナーごとに設定した。

合宿の 2 日目にはグループごとにそれまでの議論をふまえたうえで、「日本をより良くするため

の、理想の産学官連携像」を提案し、発表してもらった。 

 

各講演後の議題 

セミナー「学」 

学術研究と社会のつなげ方 

議題① あなたの分野の研究を社会に還元することを意識したことはありますか。 

議題② 学術研究を社会に還元する方法を提示してください。 

 

セミナー「産」 

企業×大学でできること 

議題① 企業と大学が互いに求めていることとは。 

議題② これからの産学連携のカタチを提案してください。 

 

セミナー「官」 

これからの科学行政を考える 

議題① 科学行政に対して博士号取得者ができることとは。 

議題② 日本をより良くするための、理想の産学官連携像を描いてください。 
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発表内容	 

発表 5分、質疑応答 2分という時間設定のもと、全 8グループの発表が行われた。いずれの

グループも議論は白熱し、理想の産学官連携像として以下のような提案がなされた。 

 

例1.	 「Fund」と呼ばれる博士号取得者が運営者となる新たな機関を設置し、個人や企業、

政府から寄付金を募り運営することで、産学官から中立的な位置で研究資金の助成

を可能とするシステム。 

例2.	 難解になりがちな学術研究の成果について、企業や行政が容易に理解できるような

「ラベル」をつける役割を博士号取得者が担うことで、産・官との連携を円滑にする。 

 

上記以外にも多彩な提案がなされたが、全体として、産・学・官の各業界が互いを理解し合

い、バランスをとりつつも、社会の発展という全体利益を目指して歩み寄る姿勢をもつことが重

要であるという考えが窺えた。そして、博士号取得者のもつ論理的な思考力、俯瞰力、リーダ

ーシップといった力が「産学官連携の仲介者」としての役割に活用できるという意見が多かっ

た。単に産学官連携像を描くだけでなく、参加者自らが今後博士号取得者としてどのような道

に進むのかを具体的に思案できたようだった。 
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講師による総評 

 

リーダーシップは、リーダーの立場にある人にだけ求められる能力ではありません。リーダー

シップのある人は、自分が属する組織に対する配慮や責任感があり、組織全体の利益を考え

て行動することができる人材です。一緒に仕事をする相手が、リーダー経験のある人であるか

そうでないかで、物事の進み方は大きく変わって来るものです。 

まず皆さんにとってのリーダーシップとは、そもそもどういう意味でしょうか？僕自身が考える

リーダーシップの定義は、「目標が極めて明確で、その目標達成のためには泥水を飲む覚悟

でやり続ける気概と気持ちをもっていること」です。そういう強靭な意志や熱意に対して、それ

を認めた周囲の人々との間に共鳴関係が生じて、いつしかその人の周りに人が集まってくる。

リーダーシップとは、この覚悟を示せるかどうかということだと思います。 

みなさんの発表を聴いて、残念に思ったことは、産・学・官の関係性がそれぞれ独立し対立

した構図として示されていた点です。産学官連携の推進が善であり、一方で、現在その対立し

た関係が上手くいっていないというマインドセットに捕らわれ過ぎているように感じました。産も

学も官も思っているよりも、もっと多様で複雑なのではないでしょうか？前提をもっと崩して、モ

デル化しすぎないようにして、一番に目指すべき価値観は何か、ということに立ち戻って考える

べきだと思います。そもそもどういう目的を持ち、あるいは夢を持って研究していますか？どう

いう社会を作りたいか、そして、それを実現するために、産業界や大学関係者は何をすべきか

を考えることから始める必要があると考えます。 

また、「社会が分かってくれない」とか「社会の素人感」みたいなものを、皆さんの発言から感

じることがありましたが、それ自体がまさに学の壁を作っていると思います。学がやっていること

が特別で、それを社会に広げていくんだという感覚をもった瞬間に、学は永久に社会とは分か

り合えないと思っています。そのような感覚をできるだけもたないということが、一番重要です。

しかし一方で、皆さんが社会の中で選ばれた人材であることも事実です。その中で自分たちに

とってのリーダーシップとは何かを考え、自分たちが特別だと思って行動するのか、思っている

けどそう行動しないのか、もっと皆さんのキャリアパスに落とし込んで考えていってください。そ

の過程の中で、合宿を通じて経験したことを含め、もっと自分の考えを深められると良いと思い

ます。 
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企画を終えて	 

	 

 2012年 11月の国際教育企画募集からおよそ 9 ヶ月間の長きにわたり、7名の実行委員メン

バーで企画の立案・運営を行ってきた。本企画は、学内でのセミナーにとどまらず、合宿形式、

かつ他大学のリーディングプログラムも巻き込んだ大きなプロジェクトとなった。日常の多くの

時間を研究活動に充てている大学院生にとって、セミナーの立案・運営は、経験不足もあり、

困難を伴うものであった。しかし、それに代え難い経験と友情を手に入れることができたと思っ

ている。 

 実行委員は、理学・工学・農学の多様な分野に属する学生により構成された。メンバーが多

彩であることで多種多様な発想が生まれ、互いに良い刺激を与え合うことができた。その一方

で、バックグラウンドの違いから意見の衝突が起きることも頻繁にあった。それでも互いに納得

がいくまで議論を重ねることで、企画を練り上げることができた。本企画のテーマに異分野交

流を上げているが、実行委員自身、立案の過程でその難しさを実感するとともに、話し合うこと

の大切さを学んだ。 

 企画の運営に当たっては、コーディネーターの先生方や事務局をはじめ多くの方々にお力

添えを頂くこととなったが、主体的な立場でセミナーに携わる貴重な経験となった。会場の確

保や講師との交渉、広報活動など、単にセミナーに参加する立場では、決して直面することの

無い困難や喜びを体験した。特に、本企画に大勢の方々にご参加いただけたことが、何よりも

喜ばしいことであった。十分な参加者が集まるのかという不安が常に付き纏ったが、セミナーの

趣旨に賛同して参加してくれた多くの方々に感謝の意を表したい。 

 企画を通して、普段の学生生活では関わる事の無い多くの方々と触れ合うなかで、大学教

育における我々学生や大学組織の問題点、そして努力すべき方向性を垣間見ることができた

ように思う。また、自分自身の能力や適正について、大学や社会との関係について、真剣に再

考する良い機会となった。多くの困難と学びに満ちたこの 9 ヶ月間の経験は、実行委員一人

ひとりにとって自身の能力の証明であり、これからの人生における自信と誇りとなることだろう。 
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