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The Keio Program for Leading Graduate School will cultivate a new generation of doctoral students capable of elucidating solutions
for deeply interrelated issues facing Japan and the post-modern world: “creating new social mechanisms”, “building a new industrial
structure”, and “establishing the concept of Quality of Life (QoL)” for the development of our super mature society.
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Today, in Japan and around the world, we appear to be in a time
of great transition and transformation, an era in which everything
from politics and economics to medicine and medical care and
even values is changing. Recently, the results of a survey that asked
“What kinds of people (personal characteristics) are needed today
and in the future?” were presented by news agencies and other
media. The results showed that what private enterprises want are
people possessing, in order: (1) a spirit of challenge; (2) motivation;
(3) passion. Universities match private enterprises in wanting: (1) a
spirit of challenge; (2) motivation; however, in their case “ability to
make a social contribution” comes third. When asked “What must
be stressed in education?”, private enterprises say: (1) individuality;
(2) ability to act, whereas universities likewise say: (1) individuality;
(2) possession of a global outlook, not ability to act. From this
survey we can see that private enterprises and universities desire
the development of young people who possess “individuality,
ability to act, and a global outlook.” Yukichi Fukuzawa, the
founder of Keio University, fits this description precisely. Indeed,
right now, what is needed are people with the same kind of presence
possessed by Yukichi Fukuzawa—a man who founded Keio at the
young age of twenty-three, who at twenty-five sailed in the Kanrin
Maru across the high seas to the United States, and who eventually
played significant roles in Japan’s opening to the world, Japanese
education, shaping the ideal vision and direction of Japan (and her
people), and transforming the nation.
Though times have changed, I somehow sense that our era
resembles that time of great transition and transformation when
Japan was transitioning from the Edo era to the Meiji Restoration. To
survive such a turbulent time, I believe it will be vital for both
individuals and organizations to resist being easily swept away by
events, to remain balanced, to steadily build up real abilities to serve
as a foundation, and to analyze where problems exist from multiple
angles. Moreover, they must pay attention to a great deal of
information with a broad international perspective, vigorously sift
through that information, and firmly set directions and goals based
on the results. Finally, they must translate these steps into action,
without fear of failure, and unhesitatingly stride forward on the
course they have set for themselves. Young people, in particular, will
need to possess a “spirit of challenge and high motivation.” I expect
that graduate students of the Program for Leading Graduate School
(PLGS) will be the young people who fit this description.
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慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラムは複合的に絡み合うテーマ「新しい社会の仕組み作り」、
「新しい産業構造の構築」、
「新
しい社会における QoL のあり方の確立」に解決の糸口を見出し、超成熟社会の発展に貢献できる、次世代の博士人材を育成するために誕
生しました。
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現在、日本も世界も政治・経済から医
学・医療、そして価値観までが大きく変わ
ろうとしている激動期・変革期にあるよう
です。
「今、そして、これからの時代が求
める人物（像）とは？」についての調査結
果が報道機関等から出されています。そ
れによると、企業では 1 位：挑戦、2 位：
志、3 位：情 熱、 大 学も 1 位：挑 戦、2
位：志で企業と全く同じでしたが、3 位は
社会貢献となっています。そして、
「教育
上、重視すべきキーワードは？」には、企
業が 1 位：主体性、2 位：行動力、大学
も 1 位：主体性で、2 位はグローバルでし
た。この調査から“主体性・行動力・国
際性”を持った若者に育って欲しいとの
企業、そして大学側の思いが読み取れま
す。この人物像こそ、正にわが慶應義塾
の創始者である「福澤諭吉」そのもので
す。23 歳の若さで慶應義塾を創始し、25
歳で荒海の中を咸臨丸でアメリカに渡り、
日本の開国に、日本の教育に、日本（人）
のあるべき姿、方向性に、日本の変革に
大きな役割を演じた福澤諭吉的存在が、
今、求められているのです。
時代は変わっても、今、何か江戸から
明治維新への激動の時代、変革の時代
に似ているような気が致します。この激
動の時代を生き抜くためには、個人も組
織も物事に安易に流されないこと、ぶれ
ないこと、基盤となる実力をしっかり蓄え
ておくこと、何が問題であるのかを多方
面から分析しておくこと、そして、世界を
見据えた広い視野で多くの情報に耳を傾
け、それをしっかり取捨選択しておくこ
と、その上で、進むべき方向、目標をしっ
かり定めておくこと、そして最後に、失敗
を恐れずに行動に移すこと、決めたら迷
わずに前進することが肝要と思われます。
特に若者には「挑戦する心と高い志」が
求められています。この若者が本大学院
生であることを期待します。

Study Abroad : As a Student of the Program for Leading
Graduate School and Double Degree Program

University Education in Europe
欧州における大学教育
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As a double degree student, almost one year has passed since
I have started the life in Politecnico di Milano, so-called Polimi.
Although I am often annoyed with the cultural differences and the
language barrier, I have been able to spend fulfilling and exciting
days, thanks for the support that the Program for Leading Graduate
School (PLGS) at Keio University has been providing. I have hefty
amounts of things to be reported through the life in Polimi, but I will
introduce what I have been feeling here.
120 ECTS (1ECTS is equivalent to 30-hour education) is required
for graduation in Polimi as same as other universities in Europe. This is
the same amount as 80 credits in Japan, and it is clear that the European
master education places a heavy emphasis on courses. In addition, you
might figure out the importance of lectures by considering the fact that
the master thesis is equivalent to only 20 ECTS.
Although some courses provide practical exercises including the
laboratory work and/or the machine design, most of lectures deal
with the theory. I often encounter difficulties in passing examinations
because I am familiar with the examination in Keio University
which mainly asks practical questions. For instance, one examination
requests students to memorize approximately 30 pages of lecture
notes and write them down to the answer sheet. There exist pros and
cons with regard to the examination system in Polimi, but they set
“Achieve the level that students can provide courses” as the education
target. I feel that the education here has a high quality. In addition,
I recognize the value of a graduate school as the highest education
institution that would lead the nation’s education.
Students are able to take examinations more than once for each
course and they tend to challenge until they are satisfied with their
marks, since the transcript has heavy weight on the job hunting. As
a consequent, most of students, in particular, the one in engineering
field, take 2.5 - 3.5 years for graduation.
By looking at differences in the graduate education between
Europe and Japan every day, I am pondering further an importance
of courses and role of university education.
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ダブルディグリー生としてミラノ工科大学（以下 Polimi）
での生活を始めてから早一年弱が経過しました。文化の
違いや言語の壁に悩まされつつも、PLGS を始め非常に
多くの方々の助けもあり、充実した刺激的な日々を過ごし
ています。留学生活を通して思うことは紙面に収まりきら
ない程ありますが、ここでは Polimi の授業を通じて感じ
たことをご紹介します。
Polimi の修 士課程では、多くの欧州大学と同様に、
1ECTS を 30 時間の学習時間として 120ECTS の単位
取得を修了要件としています。これを日本の単位に換算
すると 80 単位に相当し、30 単位を修了要件としている
日本の修士課程と比べると、欧州の大学院では授業に
比重が置かれていることがわかります。また修士論文が
20ECTS であることからも、研究よりも知識を重視したカ
リキュラム設計がされていることがうかがえます。
授業の形式に関しては、実験や機械設計など実践的な
カリキュラムも用意されていますが、技術の原理・原則に
関する深い知識や理論を学習する授業がほとんどです。
私は演習問題を重視する授業に慣れていたため、テストの
度に何度も苦戦しました。ある授業のテストでは、30 ペー
ジにも亘るノートを暗記し、答案用紙に書き写すこともあ
りました。このような試験方式に対して賛否両論はありま
すが、欧州の大学院では「授業を提供する知識レベルに
達する」ことが教育目標として設定され、教育の質が高
いと感じました。そして、最高学府として国の教育をリー
ドする重要な存在として大学院の価値を再認識しました。
欧州では、就職活動に際して学業成績が重視されるた
め、良い成績を取得するまで何度もテストに挑戦すること
も珍しくありません。そのため、工学分野では 2 年半か
ら 3 年半をかけて修了する人も多く、私の知人で 4 年目
の学生もいます。
このような欧州と日本の大学院教育の違いから、授業
そのものの重要性の違い、大学院教育の役割と意義につ
いて考えさせられる毎日です。

海 外留学：リー ディングプログラムと
ダブルディグリープログラムの学生として

Globalization of University
大学の国際化
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理工学研究科のダブルディグリープログラムによりス
As a double-degree student of Keio University, one year has
passed since I have started in Royal Institute of Technology ウェーデン王立工科大学（KTH）へ留学して１年が経
(Kunguliga Tekninska Högskolan: KTH) in Stockholm. Since I ちました。人の交流が盛んな EU 圏、多民族国家、社
live in Sweden where it is famous for a multiethnic and socially 会福祉国家として名高いスウェーデンは特に多様性に溢
highly secured nation, I have been experiencing their diversity れ、日々の生活でそれを体感しています。学生の往来
in daily life. Students at KTH are also diverse. About half も盛んで、私の所属するコースも約半数が国外からの
classmates are international students. Lectures in KTH are very 留学生です。ここでの授業は日本とは大きく異なり、グ
different from those in Japan. There is a great importance in a ループワークやプレゼンテーション等の課題が重視され
group project and presentation as a weekly assignment. Through ています。課題は毎週のように出されます。学生はこれ
these assign ments, we have “com munication” with other ら多くの課題をこなし、様々な国籍のクラスメイトとの
students and train ourselves problem-finding/solving abilities. “対話”を通じて問題発見、解決力を鍛えています。こ
れはリーディングプログラムのグループプロジェクト演習
Some of them are similar to our Group Project Exercise (GPE).
I sometimes realize superb supports for the international （GPE）にも通じます。
KTH による留学生への支援が充実していると感じる
students by KTH as compared in Japan. Accommodation for the
students is fully supported by KTH. When I arrived at KTH, I 事が多々あります。家具付き住居は KTH から支給され
was impressed that they provided bedclothes as well as a key for ました。到着時に部屋の鍵と寝具一式を無料で受け取
my room. Although their mother language is Swedish, almost ったのが印象的です。母国語はスウェーデン語ですが、
all lectures are instructed in English. Student offices also accept 授業はそのほとんどが英語で行われるほか、学事の方
English. How about in Japan? The Ministry of Education, との手続きも全て英語で可能です。一方、日本ではど
Culture, Sports, Science and Technology targets an increase うでしょう。文部科学省は 2020 年までに海外からの留
in a number of international students in Japan to 300,000 by 学生数を現在の約 1.5 倍、30 万人まで増やす目標を掲
2020. I have taken a lecture that was expected to be taught in げています。留学前、英語開講を謳った授業を受講し
English. However, actually almost all parts of the lecture were ましたが実際は大半が日本語で、スライドと簡単な要約
in Japanese, except the regume. International students in the を英語で行うものでした。受講していた留学生は数回
で来なくなりました。
class disappeared in a few weeks.
日本の大学が国際化に向かう流れはとても良いこと
I think the globalization of Japanese universities is a great
idea. However, the current situation remains still unsatisfactory. だと思います。しかし、真に国際化を果たすにはまだ
We need to have “communication” between the government, 改善すべき点が残っており、それには政府や大学と留
universities and international students in Japan, and then, we 学生が“対話”を繰り返して課題を見つけ、留学生の
地位を上げていくことが必要だと感じています。
need to improve their status and treatment.
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eople often ask me, “You’re a graduate of Waseda, so why do you
teach at Keio?” Well, here is how it happened. One day when I was
working in personnel at Apple, an acquaintance happened to say to me,
“You know, I’ve been asked to find someone to give a lecture on human
resource management at a startup company (entrepreneurial venture).
Would you be interested in giving it?” I knew nothing about either startup
companies or human resource management, but I wanted to try giving a
lecture, so I accepted. The lecture was a part of an adult-education course
that happened to be held on the Mita Campus of Keio University, and the
facilitator happened to be a professor at the Shonan Fujisawa Campus
(SFC) of Keio University. When I mentioned that I would be leaving
Apple, I was asked to come aboard at Keio University.
Likewise, my becoming a mentor in the Program for Leading Graduate
School (PLGS) at Keio University originated in the fact that one of PLGS’s
research assistants (RAs) happened to attend my lecture at SFC and asked
me to teach a special class, so I did. Similar reasons were behind my
becoming a specially appointed member of the Keio Alumni Association
in Mitakai and the chairman of my own seminar, the Kosugi Toshiya
Seminar: certain people happened to be there and make things happen for
me. Indeed, it was a chance referral from a friend that led to my joining the
faculty at Ritsumeikan. Even my career before my association with Keio
was built mostly of elements that “just happened” to occur.
By saying these things, I might give people the impression that I simply
go with the flow. But in reality my credo is this: “Follow your interests and
see where they take you.” However, following this credo requires
preparation. Professor John Krumboltz of Stanford University, who we
introduced to Japan, sums this idea up in his “Planned Happenstance
Theory.” It refers to the utilization of unforeseeable events as career
opportunities. This requires being ready with a posture founded on
“curiosity, persistence, optimism, risk-taking, and flexibility.” If you can
be ready in this way, you can turn happenstance into inevitability.

人

からよく聞かれる質問があります。
「早稲田出身なの
に、どうして慶應で教えているのですか？」それに
はこういう背景があります。アップルで人事をやっていたと
き、たまたま知人から、
「ベンチャーの Human Resource
Management というテーマで講演をやる人を探してほしい
と頼まれているんだけど、小杉さんやってみない？」と言
われ、ベンチャーもその人材マネジメントのことも皆目わか
らなかったのですが、講演というものを一度やってみよう、
と引き受けることにしました。それが、たまたま慶應義塾
の三田キャンパスの社会人向け講座で、そのファシリテイタ
ーをしていたのが当時 SFC の教授でした。アップルを辞
めるという連絡をしたところ、じゃあウチに来てよ、と誘わ
れたという訳です。
今、リーディングプログラムでメンターをやらせてもらう
きっかけも、たまたま RA のひとりが､ SFC の私の授業を
受講していて、一度特別授業をやってほしいと言われ、や
らせてもらったことでした。三田会の特選塾員にしてもら
ったのも、自主ゼミである小杉俊哉研究会三田会の会長に
してもらったのも、たまたま世話好きな人がいて動いてくれ
たからです。立命館でも教鞭を執っていますが、たまたま
友人から紹介されたからです。それ以前のキャリア構築も
ほとんどが、このたまたま、の要素で成り立っています。
このように書くと流れに身を任せているだけに思えるか
も知れません。実際私の信条は「好奇心に従う。流れに
乗る」です。ただ、準備は必要です。私たちが日本に紹
介したスタンフォード大学のクランボルツ教授は、それを
Planned Happenstance 理論としてまとめています。予期
せぬ出来事をキャリアのチャンスとして活用するのです。そ
のために必要なことは、
『好奇心、持続、楽観、リスク・
テイク、柔軟』のスタンスで臨むことです。そうすると、た
またま、を必然にすることも出来るのです。

NEWS
本年度、プログラム 1 期生は 5 年一貫の教育プログラを修了し、いよいよ社会
へと飛び立ちます。彼らには、新しい価値と産業創生をリードするような活躍を
期待しています。また、このようなタイミングにおいて、本プログラムは全国の
プログラム関係者が集まるリーディングフォーラム 2016 を 11 月に主催します。
産業界、研究機関、行政機関、国際機関の参加者とともにプログラム修了生の
活躍の場について議論する場となるよう、スタッフ一同尽力してまいります。

In FY2016, the first class of research assistants in our program will embark
on a new career path after the completion of the five-year program. With
our hope for a creation of new values and industries, we truly wish their
success. Along with this event, our program will host Leading Forum
2016 in November where members of all leading programs gather at
once. Together with participants from industry, research organization,
government and international organization, we will make our best
commitment that Leading Forum 2016 will become a milestone to explore
promising career paths for graduates of all leading programs.
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