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開催大学挨拶
Message from Nagoya University

名古屋大学 総長
松尾　清一

21 世紀に入って以降、これまでの常識では想像できなかっ
た、世界を揺るがす大事件が次々に起こっています。また、我
が国では、世界でも類をみない超高齢社会がすでに到来して
おり、国の将来に対する不安が広がる中、地球規模の課題の
解決に挑戦し、次代の扉を開く優秀な人材へのニーズが高まっ
ています。こうした状況を背景に、2011 年、文部科学省が支
援する博士課程教育リーディングプログラムがスタートいたしま
した。

全ての採択プログラムが集う最後の機会となる本年度のリー
ディングフォーラムは、リーディングプログラムの成果や財産に
焦点を当てています。33 大学、62 プログラムの皆様にご協力
をいただき、一般社団法人日本経済団体連合会、一般社団法
人中部経済連合会、中部経済同友会の皆様からのご後援の下、
このように盛大に開催できますこと、関係者の皆様に厚く御礼
申し上げます。学生による事前議論をあわせますと 3 日間にわ
たる開催となりますが、産業界、研究機関、行政機関、国際機関、
学術機関より参加いただく皆様におかれましても、博士課程教
育の更なる発展に向けた活発な意見交換にぜひご協力をお願
いいたします。

Seiichi Matsuo
President, Nagoya University

In the 21st century, the world-shaking incidents have 
occurred one after another, and Japan is becoming the 
society of the aged with no similarities seen in the world. 
Under these circumstances, excellent human resources 
are indispensable in solving global challenges for future 
generations, and the Program for Leading Graduate 
Schools (Leading Program in short) supported by the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT) was launched in 2011.

We would like to focus on the legacies from the Leading 
Program in this forum because it is the last opportunity 
that all respective programs get together. It is being held 
with the cooperation of 62 programs from 33 universities 
and supported by the Japan Business Federation 
(Keidanren), the Central Japan Economic Federation, 
and the Chubu Association of Corporate Executives. I 
would like to express my deepest gratitude to all who are 
working to make this forum a success. For representatives 
of industry, research institutes, government bodies, 
international organizations, and academia, we hope 
you to participate discussions actively for the progress 
and development of graduate school systems to foster 
excellent PhDs.
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名古屋大学 リーディング大学院推進機構長・副総長
前島　正義

博士課程教育へのご理解とご支援、そして本フォーラムへの
ご出席にお礼申し上げます。
「博士課程教育リーディングプログラム」は、優秀な学生を

俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍
する未来のリーダーとして養成することを目的とした、文部科
学省の事業です。2011 年以降全国 33 大学 62 プログラムが
採択され、本年度は、初年度採択プログラムが事業最終年度
を迎える節目の年にあたります。
「博士課程教育リーディングフォーラム 2017」は、「リーディ

ングプログラムのレガシーと修了生への期待」をテーマに、各
プログラムでの幅広い取り組みを振り返り、履修生自身が得
た成果や身に付けたスキルを発信するにとどまらず、「リーディ
ングプログラムが今後の大学院教育に受け継ぐべき財産（レ
ガシー）とは何か」を議論し、文書としてもまとめます。また、
既に社会で活躍する修了生をお招きし、リーディングプログラ
ムが博士人材のキャリア決定にどう影響したかについても取り
上げます。

Prof. Masayoshi Maeshima
Director, Organization for the Promotion of 
Leading Graduate Schools
Vice-President, Nagoya University

The Program for Leading Graduate Schools (Leading 
Program in short) supported by the Ministry of Education, 
Culture, Spots, Science and Technology (MEXT) aims to 
enhance the development of doctoral degree holders. 
This program is designed to foster students to become 
leaders who have high levels of specialization, are able 
to scrutinize society from a broad perspective, and who 
will play active roles globally, in the industrial, academic 
and governmental sectors. A total of 62 programs have 
been adopted in 33 universities throughout Japan from 
2011, and this year is the last part of the fiscal year for all 
the programs that commenced with the inception of the 
Leading Program.

In this Forum, we would like to focus on the legacies 
from the respective programs and how they can endow 
future graduate students with prospective opportunities. 
In addition to showcasing the programs, the forum will 
display the outcome and skills that the students gained 
through their activities. Furthermore, some program 
graduates will share their experiences for us to discuss 
how the Leading Program actually influences the 
student’s career choices.

実行委員会より挨拶
Message from the Executive Committee
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名古屋大学 理学部長・理学研究科長　
PhD プロフェッショナル登龍門コーディネーター
リーディングフォーラム 2017 実行委員会 委員長 
杉山　直

本フォーラムは、リーディングプログラムで得られた成果を振
り返り、それらを広く大学院教育改革へと発展させていくため
のヒントとなるようなプログラム構成としました。

基調講演では、国立研究開発法人科学技術振興機構濵口
道成理事長と BT ジャパン株式会社吉田晴乃社長の産官を代
表するエネルギッシュなお二人から、リーディングプログラムの
成果や博士人材に対する期待について講演いただきます。

そのあとは、学生が主体となるプログラムが続きます。まず
今年度が事業最終年度となる 20 プログラムの学生が、活動を
通じて得たスキルや成果を報告します。また、ポスター発表に
おいても多くの学生がプログラムでの学びを参加者に発信しま
す。

続くパネルディスカッションでは、学生による各界に向けた
提言を行います。これはフォーラム開催に先立ち、学生自身
がプログラムの出口戦略について議論した成果の発表であり、
提言内容については、二日目の分科会でさらに深化させます。
他にも学生企画では、プログラム修了生に対する事前インタ
ビューを元に、修了生のキャリア選択にリーディングプログラム
が与えた影響について取り上げます。また、名古屋大学が大
切にしている女性活躍を中心としたダイバーシティ・マネジメン
トについても、学生による事前議論、分科会での発表を行い
ます。以上のような学生の生の声を聞く機会を多く用意する一
方で、全国のプログラムにご協力いただき、これまでに培って
きた独自教育ノウハウの共有を実現します。そのまとめは二日
目の分科会で披露され、今後の貴重な財産になるものと確信
しております。

最後になりましたが、学生のみなさんには、本フォーラムに
おいて活発かつ建設的な議論を戦わせてくれることを期待して
います。

Prof. Naoshi Sugiyama
Dean, Graduate School and School of Science, 
and Coordinator of PhD Professional
The Chairman of the Executive Committee, Forum 
2017, Program for Leading Graduate Schools

In the occasion of completion of first 20 programs for 
leading graduate school, we have to look back on these 
years to recognize our achievement.  It is our mission to 
reform graduate education based on the accomplishment 
of leading programs.  We hope you can find a clue for the 
reformation thorough talks and discussions in this forum.  

In the 2017 forum, we have invited two very energetic 
keynote speakers, Dr. Michinari Hamaguchi, president of 
JST, and Ms. Haruno Yoshida, President of BT Japan, who 
will address their expectation on the programs and their 
graduates.      

In this forum, we especially feature students.  Students 
from 20 programs which will be completed in this fiscal 
year give short presentations about their experiences.  
They also give poster presentation about what they have 
learned through program activities, together with students 
from programs which will continue one or two more years.  

Prior to the forum, Students gather in Nagoya university 
and discuss about career development and curriculum 
integration as well as make propositions aimed towards 
industry, government and academia. Some propositions 
will be presented at the panel discussion on the first day.  
Moreover, students organize their own project in which 
they discuss about career choices after their PhD, with 
taking interviews of graduates from leading programs and 
invite them to give a short presentation.  We also plan 
to have a workshop on diversity management lead by 
students.   

Thanks to cooperation from each program, we have 
the opportunity to share knowledge about the distinctive 
activities in the leading programs.

 Finally, for all graduate students, we expect your warm, 
constructive discussions through this Forum 2017.



4

事前議論 A
Pre-forum Discussion A

12:30 ～ 13:00 参加者受付
Registration  

環境総合館 1 階
Environmental Studies Hall 
1F

13:00 ～ 19:30 
（途中休憩、

食事の提供あり。
There will be breaks 

and snacks will 
be provided in the 

evening.)

学生による「出口戦略」に関する事前議論
Pre-forum discussion on career development by students

グループに分かれ、学生のキャリア支援やプログラムの定着などの出口戦略について議論し、
産学官に向けた提言をまとめる。提言は共有し、フォーラム 1 日目のパネルディスカッションの
場で発表する提言を選定する。
Students will be divided into groups to discuss about career development of PhD 
students and curriculum integration as well as make propositions aimed towards 
industry, government and academia. Selected propositions will be presented at the 
panel discussion on the first day.

理学南館 1 階セミナー室、会
議室
環境総合館 1 階セミナーホー
ル、会議室
Seminar room and 
conference room in the 
Science South Building 
1F, Seminar hall and 
conference room of the 
Environmental Studies Hall 
1F

19:30 解散（宿泊場所は各自手配）
Adjournment (Accommodation is not provided)

事前議論 B
Pre-forum Discussion B

12:30 ～ 13:00 参加者受付
Registration

減災館1階
Disaster Mitigation 
Research Building 1F

13:00 ～ 15:00

学生による「ダイバーシティ・マネジメント」に関する事前議論
Discussions on diversity management by students

各リーディングプログラムでの「ダイバーシティ・マネジメント」に関する取組について、プログ
ラム生が発表する。参加者全員で討論し、フォーラム 2 日目のダイバーシティ・マネジメント分
科会で発表する取組を選定する。
Students from each program will present their activities on “diversity management” 
and excellent activities will be selected. The excellent activities will be presented at the 
diversity management session on the second day of the forum.

減災館1階減災ホール
Disaster Mitigation Hall 
in the Disaster Mitigation 
Research Building 1F

15:00 ～ 15:30 休憩
Break

15:30 ～ 17:00

キャンパスライフから性暴力を撲滅するための「アイデアソン」
“Ideathon” to eliminate gender-based violence from campus life

プログラム生により、「安全なキャンパス構築」のため、キャンパスライフから性暴力を撲滅す
るための議論をし、解決策を提案する。アイデアソンの直前に、性暴力に対する理解を深める
ためのワークショップも企画している。参加学生はダイバーシティ・マネジメントセッションへの
参加学生と重複可。使用言語：日英で対応する。
Students will discuss and propose ways of eliminating gender-based violence from 
campus life in order to make the college grounds a safer place for all. A workshop is 
being planned to provide basic knowledge about gender-based violence before the 
“Ideathon”. Students may participate in both the “Ideathon” and diversity management 
session.

減災館1階減災ホール
Disaster Mitigation Hall 
in the Disaster Mitigation 
Research Building 1F

17:00 終了
Adjournment

プログラム
Program

DAY0：2017 年 10 月 19 日（木）＠名古屋大学
DAY0：Thursday, October 19, 2017 @ Nagoya University
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9:00 ～ 参加者受付
Registration

16 階ロビー
16F Robby

10:00 ～ 10:30

歓迎挨拶：名古屋大学総長　松尾清一氏
Opening remarks: Seiichi Matsuo, President, Nagoya University (10 min)

来賓挨拶：文部科学省政務官 宮川典子氏
Greeting from Noriko Miyagawa, Parliamentary Vice-Minister, MEXT

来賓挨拶：日本学術振興会理事長　安西祐一郎氏
Greeting from Yuichiro Anzai, President, JSPS

16 階タワーズボールルーム
16F Towers Ballroom

10:30 ～ 12:00

基調講演：科学技術振興機構理事長　濵口道成氏
Keynote speech: Michinari Hamaguchi, President, Japan Science and Technology 
Agency

基調講演：ＢＴジャパン株式会社代表取締役社長 / 日本経済団体連合会審議委員会副議長 /
内閣府規制改革推進会議委員　吉田晴乃氏
Keynote speech: Haruno Yoshida, President, BT Japan / Vice Chair of the Board 
Councilors, Keidanren (Japan Business Federation) / Member of Regulation Reforming 
Council

12:00 ～ 13:20 昼食
Lunch

13:20 ～ 14:40

ショートプレゼンテーション
Short presentations

今年度が最終年度となる平成 23 年度採択 20 プログラムにおける学びや成果について、履修
生自らが参加者へ発表する。
Students from the leading programs selected in 2011 will present what they learned 
and achieved through their program activities.

16 階タワーズボールルーム
16F Towers Ballroom

14:40 ～ 15:00 休憩
Break

15:00 ～ 16:30

パネルディスカッション
Panel discussion

テーマの一つである「リーディング大学院のレガシー」について、産学官を交えて討論する。
Panelists from industry, government and academia will discuss one of the themes for 
this forum: Legacies from the Leading Program.

学生代表による提言と議論
Propositions by student delegates and discussion

16 階タワーズボールルーム
16F Towers Ballroom

16:30 ～ 18:00

学生ポスター発表
Poster presentations by students

リーディングプログラムで身につけたスキルがキャリア形成にどう生かされるかについて、履修
生より参加者に発信する。
Students will present how to make use of skills they acquired through leading program 
activities and might apply towards career development.

16 階アゼリア、アイリス
16F Azalea, Iris

18:00 ～ 19:30

意見交換会
Reception

※学生ポスターは引き続き掲示。
*Posters will be displayed throughout the reception.

16 階タワーズボールルーム
16F Towers Ballroom

19:30 終了
Adjournment

DAY1： 2017 年 10 月 20 日（金）＠名古屋マリオットアソシアホテル
DAY1： Friday, October 20, 2017 @ Nagoya Marriott Associa Hotel
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DAY2： 2017 年 10 月 21 日（土）＠名古屋マリオットアソシアホテル
DAY2： Saturday, October 21, 2017 @ Nagoya Marriott Associa Hotel

8:30 ～ 10:15 2 日目からの参加者受付 
Registration for participants from Day 2

16 階ロビー
16F Robby

9:00 ～ 10:00
卓越大学院に関する説明会
Information session on a new graduate school program (Intended for Japanese speaking 
participants)

16 階タワーズボールルーム
16F Towers Ballroom

10:00 ～ 10:15 休憩
Break

10:15 ～ 12:45

分科会
Parallel Workshop

＊出口戦略：事前議論、1 日目提言発表時の議論をさらに深化
Exit Strategy: further discussions on the student propositions discussed on the first 
day

16 階アゼリア
16F Azalea

分科会
Parallel Workshop

＊プログラム定着：リーディングプログラムを通じた教育ノウハウの共有
Curriculum integration: share knowledge about the distinctive activities in the leading 
programs

17 階ルピナス
17F Lupine

分科会
Parallel Workshop

＊多様性推進：ダイバーシティ・マネジメント等に関する議論
Discussion on diversity management

17 階コスモス
17F Cosmos

学生企画：キャリア決定に関するパネルディスカッション
Student-organized panel discussion for Japanese speaking participants

16 階タワーズボールルーム
16F Towers Ballroom

12:45 終了
Adjournment

プログラム
Program



7

DAY 1

日本学術振興会理事長挨拶
Message from JSPS President

日　　時：10 月 20 日（金）  10：20 ～ 10：30
場　　所：16 階タワーズボールルーム
　　　　　（名古屋マリオットアソシアホテル）
使用言語：日本語（英語通訳あり）

Date and time: Friday, October 20, 10:20–10:30
Room: 16F Towers Ballroom
           (Nagoya Marriott Associa Hotel)
Language:  Japanese (English translation will be
                  provided)

独立行政法人 日本学術振興会理事長
安西　祐一郎

本プログラムは産学官にわたりグローバルに活躍するリー
ダーを養成することを目的とした事業です。具体的には、①国
内外の企業・公的機関・NPO 等を中心に研究以外のフィール
ドでトップリーダーとして活躍できる人材、②高い国際性・学
際性をベースに俯瞰的な視点から社会的課題に挑戦し解決に
導ける人材、③確かな研究能力をバックグラウンドにイノベー
ションをけん引するプロジェクトをマネージメントできる人材、
④主体的に目標を立て国内外の多様なステークホルダーを調
整・統括して達成を図ることのできる人材、の育成を想定して
います。

本プログラムも 7 年目を迎え、厳しくも魅力溢れるプログラ
ムで研鑽を積んだ修了者が平成 28 年度末までに約 730 名実
社会に飛び立っています。採択大学に改めて敬意を表するとと
もに、修了者をはじめ、プログラムに参加している学生の皆さ
んには、各界における国際的に活躍できるリーダーへの道を
歩むことを大いに期待しております。

Yuichiro Anzai
JSPS President

The purpose of the Program for Leading Graduate 
Schools is to foster leaders who can play global roles 
across the spectrum of the industrial ,  academic 
and governmental sectors. It is specifically aimed at 
developing four kinds of talented people: (1) Those 
who will be leaders in fields other than research, 
including industry, public organizations and NPOs, both 
domestically and internationally; (2) Those who, having 
extensive international and interdisciplinary perspectives, 
can from a wide overview take the lead in challenging 
and solving societal issues; (3) Those who, having a solid 
background of proven research capability, can manage 
projects that drive innovation; and (4) Those who can 
proactively set goals and achieve them by coordinating 
and uniting various stakeholders both domestically and 
internationally.

This program has now entered its seventh year of 
operation. The selected universities have created superb 
educational programs under it. As of the end of last fiscal 
year, about 730 students, who worked hard to hone their 
skills through these challenging graduate programs, had 
graduated and taken the leap into the real world.

Extending my deepest respect to the selected 
universities, I look forward with great anticipation to each 
of the graduates blazing paths as global leaders in their 
chosen sectors of society.
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DAY 1

基調講演 
Keynote speech

濵口　道成 氏

国立研究開発法人 科学技術振興機構 理事長
名古屋大学 名誉教授
文部科学省科学技術・学術審議会 会長

Michinari Hamaguchi
President, Japan Science and Technology Agency

＜略歴＞
昭和 55 年 3 月 名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了 

医学博士
昭和 55 年 4 月 名古屋大学医学部附属癌研究施設助手
昭和 60 年 9 月 米国ロックフェラー大学分子腫瘍学講座研究員
平成 5 年 12 月 名古屋大学医学部附属病態制御研究施設教授
平成 9 年 ７ 月 名古屋大学アイソトープ総合センター 分館長
平成 14 年 3 月 名古屋大学大学院医学研究科附属病態制御

研究施設 研究施設長
平成 15 年 4 月 名古屋大学大学院医学系研究科附属神経疾

患・腫瘍分子医学研究センター 教授
平成 16 年 4 月 名古屋大学大学院医学系研究科 副研究科長
平成 16 年 5 月 名古屋大学大学院医学系研究科附属医学教

育研究支援センター センター長
平成 17 年 4 月 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究

科長・医学部長
平成 21 年 4 月 国立大学法人名古屋大学 総長
平成 27 年 2 月 文部科学省科学技術・学術審議会会長
平成 27 年 10 月 国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長

＜受賞等＞
平成21年：韓国・Sungkyunkwan大学　名誉博士号
平成22年：モンゴル・国立科学技術大学　名誉博士号
平成23年：ポーランド・Gdansk大学　名誉博士号
平成26年：モンゴル・北極星勲章受章
平成27年： カンボジア・Royal Order of SAHAMETREI Officer 

Class受賞
平成27年： ベトナム・The Award for the Justice Cause of the 

Ministry of Justice受賞

日　　時：10 月 20 日（金）  10：30 ～ 12：00
場　　所：16 階タワーズボールルーム
　　　　　（名古屋マリオットアソシアホテル )
使用言語：日本語（英語通訳あり）

Michinari Hamaguchi was born on Feb. 19, 1951. His fields 
of specialization is Cancer Biology, Cancer Biochemistry 
and Cellular Biology.

In 1980 he was appointed as Research Associate at 
Cancer Research Facility, School of Medicine, Nagoya 
University, to become in 1983 as Research Associate 
at Pathological Control Research Facility, School of 
Medicine, Nagoya University. In 1984 he became 
Associate Professor at Pathological Control Research 
Facility, School of Medicine, Nagoya University, to become 
in 1993 as Professor at the same place.

In 1997 Prof. Michinari Hamaguchi was appointed as 
Director of Radioisotope Research Center, Nagoya 
University until July 31, 2001. In 2002 he was appointed 
as Director of Pathological Control Research Facility at 
Graduate School of Medicine, Nagoya University. 

In 2003 he became Professor at the Center for Neural 
Disease and Cancer, Graduate School of Medicine, 
Nagoya University. In 2003 he was appointed as Vice 
Director of Graduate School of Medicine, Nagoya 
University. In 2004 he became Director of Center for 
Medical Education Research and Support Graduate 
School of Medicine, Nagoya University to become in 2005 
the Dean of Graduate School of Medicine and School of 
Medicine, Nagoya University. 

In 2009 he was appointed as the President of Nagoya 
University. 

Since October 2015, Prof. Michinari Hamaguchi has 
become the President of Japan Science and Technology 
Agency.
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Haruno Yoshida was appointed as President and 
Representative Director at BT Japan in January 2012. 
With extensive experience as a top salesman and a 
working mother in the male-dominated communications 
industry over twenty plus years, Haruno has worked for 
five ICT companies – both western and Japanese - in 
four countries. She brings unique experience and global 
perspective. 

In June 2015, Haruno was appointed as the first female 
Vice Chairman of the Board of Councillors for Keidanren. 
In September 2016, Haruno was appointed as a member 
of the Council for Regulatory Reform - an advisory 
committee established within the Cabinet Office to advise 
on policy and social structural reforms from an economic 
perspective.

Taking a leadership role to promote diversity & inclusion 
at the workplace, Haruno regularly advocates to increase 
productivity through the use of technology, and has 
attracted attention as a new role model for the working 
women in Japan. 

In 2017, she was chosen as only one Japanese of the 
World’s Greatest Leaders 50 by Fortune. 

Haruno graduated from Keio University with a bachelor’s 
degree in human science. 

＜略歴＞
慶応義塾大学卒業。1990 年代にカナダで通信会社に勤務して
以来、女性の少ないテクノロジー分野でトップセールスとして
活躍。NTT、ベライゾンなど４か国、5 社の ICT 企業に従事、
2012 年 1 月より現職。

2015 年 6 月、日本経済団体連合会 審議員会副議長に史上初
の女性として就任。2016 年 9 月より、首相の諮問機関である
規制改革推進会議の委員を務める。

働く女性の地位向上活動の旗振り役として、テクノロジーを使っ
た生産性向上を提唱、グローバルな視点や、ワーキングマザー
としての経験から、新しいロールモデルとして注目されている。

2017 年、フォーチュン誌による World’s Greatest Leaders 
５０のひとりに日本人としてだた一人選出された。

吉田　晴乃 氏 

ＢＴジャパン株式会社代表取締役社長
日本経済団体連合会審議委員会副議長
内閣府規制改革推進会議委員

Haruno Yoshida 
President & Representative Director BT Japan Corporation
Vice Chair of the Board of Councillors, Keidanren (Japan Business 
Federation)
Member for Regulation Reforming Council

Date and time: Friday, October 20, 10:30–12:00
Room: 16F Towers Ballroom (Nagoya Marriott Associa Hotel)
Language: Japanese (English translation will be provided)
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ショートプレゼンテーション 
Short presentations

日　　時：10 月 20 日（金）  13：20 ～ 14：40
場　　所：16 階タワーズボールルーム
　　　　　（名古屋マリオットアソシアホテル）
使用言語：日本語（英語通訳あり）

Date and time: Friday, October 20, 13:20–14:40
Room: 16F Towers Ballroom
           (Nagoya Marriott Associa Hotel)
Language: Japanese (English translation will be
                  provided)

パネルディスカッション 
Panel discussion

日　　時：10 月 20 日（金）  15：00 ～ 16：30
場　　所：16 階タワーズボールルーム
　　　　　（名古屋マリオットアソシアホテル）
使用言語：日本語（英語通訳あり）

Date and time: Friday, October 20, 15:00–16:30
Room: 16F Towers Ballroom
           (Nagoya Marriott Associa Hotel)
Language: Japanese (English translation will be
                  provided)

平成 23 年のプログラム開始から 7 年目となり、初年度に採択
された 20 プログラムが今年、最終年度を迎えました。全国の
リーディングプログラム関係者、産業界等から多くの人が集ま
るこの機会に、各プログラムの履修生がそれぞれのプログラム
の成果を披露し、広く社会に発信します。

フォーラムのテーマである「リーディング大学院のレガシー」
について、討論します。
特に、前日に実施される学生による事前議論で得られた意見
を中心に、学生、プログラム教員、産業界・国際機関からパ
ネリストを招き、リーディングプログラムの成果や修了生への
期待、今後リーディングプログラムをどのように定着・発展さ
せるべきか、討論します。

モデレーター
 杉山　直　
  名古屋大学　PhD プロフェッショナル登龍門
 　プログラムコーディネーター
 　理学研究科教授

パネリスト
 坂井　スオミ
  元 UNICEF 本部倫理担当事務局長首席顧問
 田中　健一
  三菱電機（株）開発本部役員技監

Panelists from industry, international organization, 
academia and students will discuss along the theme 
for this forum, “Legacies from the Leading Program.” 
Based on propositions from the Pre-forum discussion 
on the exit strategy in the Leading Program by students, 
achievements of the leading programs, expectations for 
students who completed the program, how to integrate 
curriculum of the leading program with the graduate 
school curriculum.

Moderator
 Prof. Naoshi Sugiyama

Program Coordinator for “PhD Professional: 
Gateway to Success in Frontier Asia” and Dean 
and Professor at the Graduate School of Science, 
Nagoya University

Panelist
 Dr. Suomi Sakai
  Former UNICEF Principal Adviser, Ethics
 Mr. Ken-ichi Tanaka

Executive Fellow, Mitsubishi Electric Corporation

This year is the seventh year since the Program for 
Leading Graduate School was launched in 2011. Twenty 
programs which started in 2011 have reached their 
final year of the funding this year.  Students from these 
twenty programs will present their program activities 
and accomplishments to participants from industry, 
government and academia.
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日　　時：10 月 20 日（金）  16：30 ～ 18：00
場　　所：16 階アゼリア、アイリス
　　　　　（名古屋マリオットアソシアホテル）

Date and time: Friday, October 20, 16:30–18:00
Room: 16F Azalea, Iris
           (Nagoya Marriott Associa Hotel)

学生ポスター発表
Poster presentations by students

博士課程教育リーディングプログラムでは、専門分野を超えて
産学官にわたり広く活躍できるグローバルリーダーを育成する
ために様々な教育をしています。本セッションでは 160 名以上
の履修生が各プログラムで習得した知識・技能や、自らの博
士論文研究の成果とともに、リーダーとしての将来性について
自己アピールします。ここでは参加者の投票により Industrial 
Leader、Academia Leader、International Leader の三つの
区分でポスター賞を授与します。

The Program for Leading Graduate School emphasizes 
multidisciplinary approaches to train the next generation 
of global leaders.  Over 160 doctoral students from 62 
Leading Programs will present about their future potential 
as a leader as well as their knowledge and skills acquired 
through their affiliated program and the development of 
their own thesis research.  This poster session is carried 
out in three categories; Industrial Leader, Academia 
Leader and International Leader.  Poster awards will be 
given for each categoty based on votes from participants.

 波多野　睦子
  東京工業大学　環境エネルギー協創教育院
  プログラムコーディネーター
  工学院教授
 岩田　洋夫
  筑波大学　エンパワーメント情報学プログラム
  プログラムコーディネーター
  システム情報工学研究科教授
 学生代表

コメンテーター
 平野　博紀
  文部科学省高等教育局大学振興課 大学改革推進室 室長

 Prof. Mutsuko Hatano
Program Coordinator for “Academy for Co-creative 
Education of Environment and Energy Science” 
and Professor at the School of Engineering, Tokyo 
Institute of Technology

 Prof. Hiroo Iwata 
Prog ram Coo rd ina to r  f o r  “Empowerment 
Informatics” and Professor at the Faculty of 
Engineering, University of Tsukuba

 Student delegates

Commentator
 Mr. Hiroki Hirano

Director, Office for University Reform, Higher 
Education Bureau, Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology
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卓越大学院プログラムに関する説明会
Information session on a new graduate school program
(Intended for Japanese speaking participants)

日　　時：10 月 21 日（土）  9：00 ～ 10：00
場　　所：16 階タワーズボールルーム（名古屋マリオットアソシアホテル）
使用言語：日本語

講 演 者：平野　博紀（文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学改革推進室 室長）

今後、我が国が成長していくために必要な第４次産業革命の推進、Society 5.0 の実現に向け、学術プレゼンスの向上、新産業の創出、
イノベーションの推進等を担う人材として様々な領域で活躍する高度な博士人材の育成が重要となっています。
各大学の持つ学術研究・大学院教育における強みを核として、これまでの大学院改革の成果を生かし、国内外のトップ大学・研究機関・
民間企業等と組織的な連携を行いつつ、世界最高水準の教育力・研究力を結集した 5 年一貫の博士課程学位プログラムを構築し、
あらゆるセクターを牽引する卓越した博士人材を育成するため、文部科学省においては、「卓越大学院プログラム」を 2018 年度か
ら実施すべく、構想の具体化を行っているところです。
本講演では、大学院教育の現状と課題、「卓越大学院構想に関する基本的な考え方について」の概要、今後のスケジュールについ
て御説明します。

分科会
Parallel Workshops

事前議論、1 日目提言発表時に出た意見を反映した提言内容
の発表を行い、それぞれの提言に対する分科会出席者からの
意見を収集する。その後、名古屋宣言に入れるべき提言を出
席者により選び、分科会で出た意見を反映させたうえで、名
古屋宣言としてまとめる。

Present the selected propositions after incorporating 
suggestions from participants in the Pre-forum discussion 
session and in the panel discussion in Day 1, and 
gather further suggestions for each proposition from the 
participants. Participants will select excellent propositions 
and put them together as the Nagoya Declaration after 
incorporating suggestions raised in the workshop.

日　　時：10 月 21 日（土）  10：15 ～ 12：45
場　　所：16 階アゼリア（名古屋マリオットアソシアホテル）
使用言語：原則英語とするが、一部日本語を許容

Date and time: Saturday, October 21, 10:15–12:45
Room: 16F Azalea (Nagoya Marriott Associa Hotel)
Language: English, Japanese may be permitted

出口戦略：文部科学省による事業支援終了後のプログラムのあり方と、プログラムを修了した学生が社会で活躍
するための方策
The exit strategy in the Leading Program: The future of the program after the end of project support by 
the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and how students who complete the 
program can make real impacts in society
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グローバル人材に求められる各種技能を訓練するためのプロ
グラム設計とその運用のノウハウを共有する。分科会では、3
つの事例を紹介し、参加者と意見交換する。その上で、ノウ
ハウを全国の教育機関と共有するための今後の試みについて
提言し、参加者と検討を深める。（提供されたノウハウは、ウェ
ブから参照できる。）

The Program for Leading Graduate Schools has developed 
unique programs to train professional skills essential 
to those experts who work globally. The workshop will 
present and discuss three unique training programs 
selected among submitted activities. The presentations 
will include program design and tips to run the program. 
The fourth session will propose a plan to share know-how 
of professional skills training among higher education 
institutions. (Conference participants can obtain details 
of know-how developed under the Program for Leading 
Graduate Schools from the conference web.) 

日　　時：10 月 21 日（土）  10：15 ～ 12：45
場　　所：17 階ルピナス（名古屋マリオットアソシアホテル）
使用言語：原則英語とするが、一部日本語を許容

Date and time: Saturday, October 21, 10:15–12:45
Room: 17F Lupine (Nagoya Marriott Associa Hotel)
Language: English, Japanese may be permitted

参加学生が事前議論 B のグループディスカッションの成果を発
表します。事前討論のグループ代表が、リーディング大学院プ
ログラム内でダイバーシティ・マネジメントについて学んだこと
を企業や組織の活性化に活かしていく方法を発表します。その
後、学生を含む参加者全員でダイバーシティ・マネジメントに
よる企業や組織の活性化の重要性とその方法について議論し
ます。

Students participating in Pre-Forum Discussion Section 
B will present the results from their deliberations. 
Representatives from the pre-forum discussion groups 
will present what they have learned regarding diversity 
management and how to make use of diversity to enhance 
vibrant environments in organizations and business. 
Students and participants will further discuss the issues 
presented.

日　　時：10 月 21 日（土）  10：15 ～ 12：45
場　　所：17 階コスモス（名古屋マリオットアソシアホテル）
使用言語：原則英語とするが、一部日本語を許容

Date and time: Saturday, October 21, 10:15–12:45
Room: 17F Cosmos (Nagoya Marriott Associa Hotel)
Language: English, Japanese may be permitted

プログラム定着：リーディングプログラムを通じた教育ノウハウの共有
Curriculum integration: share knowledge about the distinctive activities in the leading programs

多様性推進：ダイバーシティ・マネジメント等に関する議論
Promoting diversity: discussions on diversity management
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学生企画（パネルディスカッション）
Student-organized panel discussion for Japanese speaking participants

日　　時：10 月 21 日（土）  10：15 ～ 12：45
場　　所：16 階タワーズボールルーム（名古屋マリオットアソシアホテル）
使用言語：日本語

はかせだもの　みんなちがって　みんないい
～自分のキャリアを切り開くための「意志決定」のヒント～

モデレーター 近藤菜月 / Natsuki Kondo
  名古屋大学大学院　国際開発研究科（PhD プロフェッショナル登龍門）

スピーカー 武居弘泰 / Hiroyasu Takei
  大阪大学大学院　工学研究科（超域イノベーション博士課程プログラム）

 白石晃將 / Kosuke Shiraishi
  京都大学大学院　農学研究科（京都大学大学院思修館）

 乾　敏恵 / Toshie Inui
  同志社大学大学院　グローバル・スタディーズ研究科（グローバルリソースマネジメント）

 金光慶高 / Yoshitaka Kanemitsu
  大阪大学大学院　生命機能研究科（生体統御ネットワーク医学教育プログラム）

リーディングプログラムの履修生は、多様な可能性の中からどのようにして自分のキャリアを選択しているのか。プログラムでの経験
は各々のキャリア形成にどう影響しているのか。本企画では、普段なかなか情報の得られないこれらの問いについて、学生の目線か
ら考えます。様々な業界で活躍する 4 名の先輩方を招き、事前に実施したインタビューの内容を踏まえながら、進路決定に至るまで
のストーリーを語っていただきます。悩みや葛藤、意識していたことなど、試行錯誤の末に自分の道を見つけた先輩方のリアルな声
を通して、「主体的なキャリア形成」のヒントを探ります。



15

DAY 0

事前議論A
Pre-forum Discussion A

事前議論B
Pre-forum Discussion B

日　　時：10 月 19 日（木）  13：00 ～ 19：30
場　　所： 環境総合館 1 階セミナーホール、会議室、理学南

館 1 階セミナー室、会議室（名古屋大学）
使用言語：原則英語とするが、一部日本語を許容

Date and Time: Thursday, October 19, 13:00–19:30
Room:  Seminar room and conference room in the Science 

South Building 1F, Seminar hall and conference 
room of the Environmental Studies Hall 1F (Nagoya 
University)

Language: English, Japanese may be permitted

日　　時：10 月 19 日（木）  13：00 ～ 15：00
場　　所：減災館 1 階減災ホール（名古屋大学）
使用言語：原則英語とするが、一部日本語を許容

Date and Time: Thursday, October 19, 13:00–15:00
Room:  Disaster Mitigation Hall in the Disaster Mitigation 

Research Building 1F (Nagoya University)
Language: English, Japanese may be permitted

リーディングプログラムにおける出口戦略（文部科学省による
事業支援終了後のプログラムのあり方と、プログラムを修了し
た学生が社会で活躍するための方策）に関する学生主体のディ
スカッションを行い、産学官に向けた提言をまとめる。事前に
配布された資料を参考に、各学生が提言先と具体的な提言案
をあらかじめ準備したうえで、事前議論当日にグループに分か
れ、各提言を紹介したうえで議論し、グループが推薦する提言
候補を絞り込む。その後、各グループの提言候補を全体に披
露し、フォーラム 1 日目のパネルディスカッションの場で発表
する提言を選定する。

Students will discuss on the exit strategy in the Leading 
Program (the future of the program after the end of 
project support by the Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology, and how students who 
complete the program can make real impacts in society) 
and make propositions towards industry, academia and 
government. Each student will prepare specific proposals 
and suggestions before the discussions based on 
materials distributed in advance. On the day of the Pre-
forum discussion, students will be divided into groups to 
discuss the proposals made by the individual students and 
select worthy proposals. After the group discussion, all 
students get together and review the proposals selected 
by each group. Selected propositions will be presented at 
the panel discussion on Day 1 of the forum.

全リーディング大学院プログラムから集まった学生が性差別や
国際化などのカテゴリのグループに分かれて、ダイバーシティ・
マネジメントに関するグループディスカッションを行います。各
グループでは、それぞれの学生が各プログラムにより実施され
ているダイバーシティ・マネジメントに関する取り組み内容とそ
れによって得られた成果を発表し、グループ内で優れた内容を
選出します。その内容をもとにしてグループディスカッションを
行って、リーディング大学院プログラム内でダイバーシティ・マ
ネジメントについて学んだことを企業や組織の活性化にどのよ
うに活かしていけるかを検討します。

Participants from all Leading Graduate Schools Programs 
will be divided into groups based on various categories 
such as gender discrimination and internationalization, 
and will hold discussions regarding diversity management. 
In each group, students will discuss diversity management 
practices in their respective programs, how they 
were implemented, and what are the outcome. Group 
participants will choose useful practices, and then hold 
wider discussions on those selected practices with the 
other groups. All participants will then consider how 
those diversity management practices could be utilized 
to enhance vibrant environments in organizations and 
business.

学生による「出口戦略」に関する事前議論
 Pre-forum discussion on the exit strategy in the Leading Program by student

ダイバーシティ・マネジメントに関する討論会
Discussions on diversity management by students
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* “Ideathon” is a physical brainstorming session and is meant 
to bring students together to answer vexing questions.

※「アイディアソン」とは、アイディアとマラソンの造語でグループワー
クを通して新しいアイディアを得るための手法の一つです。

事前議論B
Pre-forum Discussion B

日　　時：10 月 19 日（木）  15：30 ～ 17：00
場　　所：減災館 1 階 減災ホール（名古屋大学）
使用言語：日本語および英語

Date and Time: Thursday, October 19, 15:30–17:00
Room: Disaster Mitigation Hall in the Disaster Mitigation
           Research Building 1F (Nagoya University)
Language: Japanese and English

Nagoya University is the only Japanese University selected 
as one of University IMPACT Champions to promote UN 
Women’s HeForShe, a solidarity movement for gender 
equality. One of the HeForShe commitments is to alleviate 
gender-based violence from campus life. In this event, the 
first part will be a workshop where participants will have 
an opportunity to have better understanding of gender-
based violence, and the second part will be an ideathon 
(marathon of ideas) where participants will discuss what 
we could do to alleviate such violence. The event will be 
conducted both in Japanese and English. 

名古屋大学は、国連機関 UN Women による HeForShe（世
界規模でのジェンダー平等運動）を推進する大学に日本で唯
一選ばれています。本イベントは HeForShe 推進事業の一環と
して開催され、大学生活における性暴力撲滅のために、第一
部のワークショップで性暴力についての理解を深め、第 2 部
のアイディアソンでキャンパスライフから性暴力を撲滅するため
の解決策を議論します。

HeForShe イベント：キャンパスライフから性暴力を撲滅するための「アイディアソン※」
HeForShe event: Workshop and Ideathon* to alleviate gender-based violence from campus life
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交通案内
Directions

Nagoya Marriott
Associa Hotel

Nagoya Marriott
Associa Hotel
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15F
Hotel

Main entrance

15F
Sky street

Go to 15F
via “Sky shuttle”
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via escalator

JR Nagoya Station
Main concourse

Hotel drop-off,
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Marriott Nagoya Associa
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General hotel parking
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(elevator)

JR Nagoya Station
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JR Nagoya Station
Main concourse

Shinkansen 
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JR Sakura street
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JR Nagoya Takashimaya

Hirokoji street exit

1F 
Hotel entrance

1F Hotel entrance

1F Hotel entrance “Sky shuttle”
(elevator)

Toward “Sky shuttle”

ホテル案内図

名古屋駅案内図
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Venue map

Hotel Directions

Nagoya Station Map
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フロア案内
Floor map

エスカレータ 
Escalator

エスカレータ 
Escalator

エスカレータ
 Escalator

エレベータ ホール
Elevator Hall

クローク
Cloak

Azalea

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Iris

着替室
Dressing
Room

クローク
Cloak

アゼリア

Ⅰ Ⅱ

アイリス

サルビア

アスター
Aster

タワーズ ボールルーム
Towers Ballroom

Salvia

16F

喫煙室
Smoking Room

紳士用化粧室
Restrooms(Gentlemen)

ご婦人用化粧室
Restrooms(Ladies)

N

着替室
Dressing

Room

特別控室
Superior Room

エスカレータ 
Escalator

エスカレータ 
Escalator

エレベータ ホール
Elevator Hall

ご婦人用化粧室
Restrooms 
（Ladies）

ご婦人用化粧室
Restrooms 
（Ladies）

紳士用化粧室
Restrooms 

 （Gentlemen）

紳士用化粧室
Restrooms

 （Gentlemen）

クローク
Cloak

美容室
Beauty
Salon

衣裳室
Costume

Salon

写真室
Photo
Studio

チャペル
Chapel

神 殿
Shinto
Shrine

パイン
Pine

オーク
Oak

ルピナス
Lupine

桂
Katsura

桐
Kiri

楠
Kusunoki

欅
Keyaki

楓
Kaede

コスモス
Cosmos

Ⅰ Ⅱ

17F

喫煙室
Smoking Room

紳士用化粧室
Restrooms(Gentlemen)

ご婦人用化粧室
Restrooms( Ladies)

N

名古屋マリオットアソシアホテル
Nagoya Marriott Associa Hotel
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10 月 20 日（金）
Friday, October 20

時間
Time

16 階タワーズボールルーム
16F Towers Ballroom

16 階アゼリア
16F Azalea

16 階アイリス
16F Iris

10:00 ～ 10:30

歓迎挨拶
Opening remarks

来賓挨拶
Greetings from MEXT and JSPS

10:30 ～ 12:00 基調講演
Keynote speech

13:20 ～ 14:40 ショートプレゼンテーション
Short presentations

15:00 ～ 16:30 パネルディスカッション
Panel discussion

16:30 ～ 18:00
学生ポスター発表
Poster presentations by students18:00 ～ 19:30 意見交換会

Reception

10 月 21 日（土）
Saturday, October 21

時間
Time

16 階タワーズボールルーム
16F Towers Ballroom

16 階アゼリア
16F Azalea

17 階コスモス
17F Cosmos

17 階ルピナス
17F Lupine

9:00 ～ 10:00

卓越大学院に関する説明会
Information session on a new graduate 
school program (Intended for Japanese 
speaking participants)

10:15 ～ 12:45

学生企画：キャリア決定に関するパネル
ディスカッション
Student-organized panel discussion for 
Japanese speaking participants

分科会 「出口戦略」
Parallel Workshop:
Exit Strategy

分科会 「多様性推進」
Parallel Workshop: 
Diversity Management

分科会 「プログラム定着」
Parallel Workshop: 
Curriculum integration

部屋ごとのセッション予定表
Session schedule in each room




