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１ページ　2020年度秋季学位記授与式が開催されました
２ページ　“GraSPP Alumni & Student Day 2020” Event Report/海外リクルートメント活動の新機軸－

アラムナイなどと連携した“Discover GraSPP”
３ページ　Introducing GraSPP’s first PhD holder!～博士課程初の学位取得者が誕生しました！～
４ページ　GraSPP公共政策トークシリーズ / TOPICS

東京大学公共政策大学院THE UNIVERSITY OF TOKYOGRADUATE SCHOOL OF PUBLIC POLICY,

　来年の世界経済フォーラムの年次総会「ダボス会議」のテーマが「グ
レート・リセット」に決まりました。アフターコロナ社会に向けて世界
の経済社会システムの「見直し」について世界各国の首脳や経営者たち
が議論するわけですが、「見直し」というのは様々な場面において都度、
必要です。予測困難な日々ですが、その時々に相応しい見直しとそれに
伴う変化をしていきたいものです。（編集担当)

　国内の専門職や学部生を中心に、入学希望者へのアプ
ローチを目的として、今年度よりGraSPPの公共政策トーク
シリーズを始めました。海外でのリクルートメント活動は
積極的に実施していましたが、国内でもGraSPPを認知して
いない学生に興味を持ってもらえるように、取り組むこと
にしました。公共政策トークはこれまで3回開催しました。
最初の講演「公共政策のキャリア」には、岸谷氏(NGO、ユニ
セフ、WHO勤務、現在はZホールディングス株式会社勤務)、
松田氏(元官僚、現在アマゾン・ジャパンの公共政策本部
長)、小笠原氏(JBIC、JICA、ベインで働き、現在は社会変革推
進財団で勤務)の3人のパネリストを招きました。ディス
カッションを通して、公共政策のキャリアとして、民間部
門のポジションが増加傾向にあることが示されました。パ
ネリストは、仕事内容や、仕事に対する情熱、そしてワーク
ライフバランスや人生を変える決断など、彼らのキャリア
の選択について議論し、時にはよりプライベートなトピッ
クをカバーしました。
　8月に開催された第2回のイベントでは、キャンパスアジ
アプログラムが共催し、GraSPP、北京大学国際関係学院、ソ
ウル国立大学国際学院の院長より、各国のCOVID-19の経
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験、特に政府の政策決定のためのビッグデータの使用とグ
ローバリゼーションの逆転について共有されました。
　9月に開催された第3回イベントでは、元中央銀行員であ
るGraSPPで教授を務める5人の教授、青木教授(元イングラ
ンド銀行エコノミスト)、北尾教授(ニューヨーク連邦準備
銀行シニアエコノミスト)、加藤教授(元日本銀行国際調査
課長)、仲田教授(元連邦準備制度理事会主任エコノミス
ト)、若森教授（元カナダ中央銀行上席研究員）が参加しま
した。中央銀行の政策活動と研究の関係や、中央銀行間の
違いについて議論し、時には各機関で働いていた人だけが
知る舞台裏についてもお話しいただきました。
  今後は、GraSPPに関心があるかもしれない地方の学生を
引き付けるための日本語でのリクルートメントイベント
(初回は2021年2月開催予定)とGraSPP公共政策トークシ
リーズを組み合わせてシリーズを展開し、公共政策のト
ピックに興味を持つ可能性のある幅広い応募者を育成す
る予定です。「GraSPP」という名前が全国に広がり、将来の
公共政策立案者をこの大学院に誘い込んでいきたいと思
います。

編集後記

113-0033　東京都文京区本郷7-3-1
E-mail　grasppnl@pp.u-tokyo.ac.jp
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/

〔編集・発行〕東京大学公共政策大学院 〔発行日〕2020年11月17日
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⚫2021年度PhDプログラム第１回目募集。出願期間は2020年11月20日～12月18日。詳細は以下のWebサイトより
ご確認ください。
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/en/education/doctoral-course/

⚫2021年度MPP/IPコース入学者募集中。詳細は以下のWebサイトよりご確認ください。
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/en/mppip/
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2020年度秋季学位記授与式が開催されました

Tw o  y e a r s  a t  G r a S P P  i s  a n  
unforgettable memory for me. The 
program is well organized with 
diverse students from different places 
around the world. Professors and 
faculty members are friendly and 
helpful. I came to know various 
people from different backgrounds. I 
made friends who always supported 
and encouraged me. I do feel we 
enjoyed our campus life together. 

In a way, GraSPP teaches one how to be an independent person. 
Looking back, what reminds me of GraSPP are the vending 
machines where I could enjoy a cup of coffee and relax. My life 
in Tokyo was quite special. Of course, living in a foreign country, 
just like many other foreign students, I went through both good 
and bad experiences. Although life is not always as I wish, living 

My reflection of GraSPP and Tokyo 
Sa Kimleng (Cambodia) Class of 2020, MPP/IP

学生たちにメッセージを送る大橋院長

　公共政策学教育部2020年度秋季学位記授与式が、9月18日
に国際学術研究棟SMBCアカデミアホールで開催され、59
名の学生に学位が授与されました。第１回公共政策トークの様子 第２回公共政策トークの様子 第３回公共政策トークの様子

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、式典は例年に
比べて小規模での開催となりました。公共政策大学院教員
から学位記が授与され、GraSPPスタッフとともに修了を祝
いました。 成績優秀者の表彰式では、博士課程と専門職学
位課程の学生それぞれが表彰されました。

in Tokyo brought me joy, 
peace, and happiness. 
Japan is a very beautiful 
country with many places to 
visit. Maybe I did not travel 
as much as my friends, but 
I did experience the culture 
and nature in Japan to 
some extent. Taking this 

opportunity, I would like to 
express my sincere gratitude 
to my research supervisor, 
professors at GraSPP, faculty 
members, and friends that 
helped me a lot during my 
time in Tokyo.

GraSPP 公共政策トークシリーズ
渡辺安虎教授
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  10月17日、2020年度
の公共政策大学院ホー
ムカミング デイイベ
ント “GraSPP Alumni & 
Student Day 2020” を開
催し、約70名の同窓生、
在校生が参加しまし

た。第一部では、藤原帰一教授ならびに高原明生教授より「コロ
ナ下の国際政治情勢と米中関係」をテーマとしたパネルセッ
ションが行われ、参加者より多くの質疑が寄せられました。第二
部の修了生によるパネルディスカッションでは、Sandeep
Rajgopal氏（MPP/IP・2015年卒）の司会のもと、４名の修了生
（Faelasufa氏・2016年卒・MPP/IP、Sakthishwarran Kalasegaran氏・
2016年卒・MPP/IP、都留美雪氏・2018年卒・キャンパスアジア、中
尾有希氏・2020年卒・国際公共政策）がコロナ禍でのそれぞれの
職場環境について共有し、この特殊な状況においてどのように
対処すべきかについて話し合われました。イベントは修了年ご
とならびに混合されたグループに分かれて行われたチャット
セッションで締めくくられました。

城山英明教授（左）とQuentin VERSPIERENさん（右）

Quentin VERSPIEREN
The GraSPP doctoral program has been a turning point in my 
life, allowing me to bridge my initial expertise in sciences and 
engineering with my desire to pursue a career in space policy. 
Rather than seeing it as an obstacle, my non-traditional 
background was always considered valuable by GraSPP faculty
members. In parallel, participating in the Global Leader Program 
for Social Design and Management (GSDM) helped me develop 
a strong multidisciplinary mindset and to further develop the 
necessary links between academic research and concrete social 
issues.

The value given by GraSPP to practical experience has been 
extremely valuable in my case. While I always strived for 
academic excellence, I felt the need to stay grounded, in 
connection with the ‘real’ world: civil society, government, 
industry, etc. My field, space policy, is very pragmatic. Its
countless constraints– including physical ones, do not tolerate 
the ravings of disconnected scholars. I therefore chose, 

　今年度に入ってから公共政策大学院の授業は、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大に伴い、学習研究環境に影響のな
いようオンラインで開講されています。毎年7月から10月に
かけて海外で行っている公共政策学修士国際プログラム
の説明会も、今年は残念ながらオンラインでの実施となり
ました。アジアを中心に数多くの国々を巡り、アラムナイ
と交流しつつ、公共政策プロフェッショナルを目指す次世
代人材に公共政策大学院の魅力を直接語り掛けることは
できませんでした。しかし、こうした非常事態にもかかわ
らず、アラムナイや連携先機関の頼もしい支援を得て、教
員による模擬講義なども盛り込んだ新機軸のオンライン
リクルートメントイベント“Discover GraSPP”を幅広く展開
することができました。アラムナイが主導して、在校生も
参加したパネルディスカッションでは、在学中の体験共有
のみならず、新型コロナウイルス感染症の克服へ向けた公
共政策の役割を議論する機会も設けました。高原明生教
授、西沢利郎教授、青木尚美准教授、仲田泰祐准教授、コンス
タンティン・クチェリャヴィ講師の参加を得て、多数の参
加者へ向けた情報発信と交流が実現できたのは大きな収
穫でした。 （那知信惠、鈴木佐智子）

8月6日 ネパール
8月22日  インドネシア
8月25日  ミャンマー
9月13日  インド
9月26日  フィリピン
10月24日  ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス
10月31日  東アジア・東南アジア

Mr. Sandeep Rajgopal
The GraSPP Alumni & Student Day 2020 was a grandiose 
success with the online format facilitating the participation of 
alumni and students from more than a dozen countries around 
the world. A notable highlight was the chat session after the very 
interest ing panel discussions, as they not only included 
fascinating discourses on current affairs, but also brought 
together alumni who hadn’t seen each other in years. It is fitting 
that GraSPP, as an innovative and interdisciplinary school of 
public policy, capitalized on the current situation around the 
world by adapting and providing a unique experience.

— アラムナイなどと連携した“Discover GraSPP”

Introducing GraSPP’s first PhD holder!
博士課程初の学位取得者が
誕生しました！
  2020年9月18日、博士課程の2名（2016年入学HAY Chantholさ
ん、2017年入学 Quentin VERSPIERENさん）に博士（公共政策
学）の学位を授与しました。論文タイトルなどはWEBページ
(http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/news/2020-10-02-27032/)に掲載
しています。今回は、成績優秀者のQuentin VERSPIERENさん
と指導教員の城山教授にコメントをいただきました。

Message from Graduate Representative

Congratulation for Dr. Verspieren who wrote PhD. 
dissertation which is the insightful analysis of space traffic 
management from political science perspective. The
dissertation also includes policy relevant recommendations 
on the future form for space traffic management. He had
space engineering background at master level and 
combined the engineering knowledge and the public policy 
knowledge in effective way. He also finished Global Leader 
Program for Social Design and Management.

Message by Professor
Hideaki Shiroyama

with the s trong suppor t of  my PhD super v isors,  
Professor Shiroyama and Professor Heng, to continue 
to be involved in numerous side projects related to 
governmental af fa irs,  diplomacy and even space 
engineer ing. This was a true luxur y that ver y few 
doctoral programs would allow.

Having finally received my doctorate, I was fortunate to be 
offered a research position at the Science, Technology, and 
Innovation Governance (STIG) of GraSPP, where I work on 
outer space sustainability, the military uses of space, space 
diplomacy, etc. At the STIG program, I can find the right 
balance between my love for academia and my need to work 
on concrete policy or industrial issues. On the one hand, I am 
part of ambitious studies for various Japanese governmental 
agencies (e.g. MOFA, MEXT) and on the other hand I was 
kindly asked to contribute to five courses offered in GraSPP 
as guest lecturer or mentor. I am truly honored by the 
confidence of the professors having invited me.

Finally, I would like to give a modest advice to future 
generations of GraSPP doctoral candidates: do not restrict 
yourself to your main research topic! You should try as 
much as possible to discover different fields, even if they 
seem at first disconnected from your main interest. It is
only through a wide, interdisciplinary perspective that you 
will be able to acquire a critical view of your domain, and to 
develop truly innovative ideas and concepts. GraSPP, the 
University of Tokyo and GSDM have the resources to help
you discover numerous issues beyond your traditional
scope: use them!
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countless constraints– including physical ones, do not tolerate 
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knowledge in effective way. He also finished Global Leader 
Program for Social Design and Management.
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アプログラムが共催し、GraSPP、北京大学国際関係学院、ソ
ウル国立大学国際学院の院長より、各国のCOVID-19の経
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験、特に政府の政策決定のためのビッグデータの使用とグ
ローバリゼーションの逆転について共有されました。
　9月に開催された第3回イベントでは、元中央銀行員であ
るGraSPPで教授を務める5人の教授、青木教授(元イングラ
ンド銀行エコノミスト)、北尾教授(ニューヨーク連邦準備
銀行シニアエコノミスト)、加藤教授(元日本銀行国際調査
課長)、仲田教授(元連邦準備制度理事会主任エコノミス
ト)、若森教授（元カナダ中央銀行上席研究員）が参加しま
した。中央銀行の政策活動と研究の関係や、中央銀行間の
違いについて議論し、時には各機関で働いていた人だけが
知る舞台裏についてもお話しいただきました。
  今後は、GraSPPに関心があるかもしれない地方の学生を
引き付けるための日本語でのリクルートメントイベント
(初回は2021年2月開催予定)とGraSPP公共政策トークシ
リーズを組み合わせてシリーズを展開し、公共政策のト
ピックに興味を持つ可能性のある幅広い応募者を育成す
る予定です。「GraSPP」という名前が全国に広がり、将来の
公共政策立案者をこの大学院に誘い込んでいきたいと思
います。

編集後記

113-0033　東京都文京区本郷7-3-1
E-mail　grasppnl@pp.u-tokyo.ac.jp
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/

〔編集・発行〕東京大学公共政策大学院    〔発行日〕2020年11月17日
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⚫2021年度PhDプログラム第１回目募集。出願期間は2020年11月20日～12月18日。詳細は以下のWebサイトより
ご確認ください。
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/en/education/doctoral-course/

⚫2021年度MPP/IPコース入学者募集中。詳細は以下のWebサイトよりご確認ください。
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/en/mppip/

TOPICS

　公共政策学教育部2020年度秋季学位記授与式が、9月18日
金曜日に国際学術研究棟SMBCアカデミアホールで開催さ
れ、59名の学生に学位が授与されました。

2020年度秋季学位記授与式が開催されました

Tw o  y e a r s  a t  G r a S P P  i s  a n  
unforgettable memory for me. The
program is well organized with 
diverse students from different places 
around the world. Professors and
faculty members are friendly and 
helpful. I came to know various 
people from different backgrounds. I 
made friends who always supported 
and encouraged me. I do feel we
enjoyed our campus life together. 

In a way, GraSPP teaches one how to be an independent person. 
Looking back, what reminds me of GraSPP are the vending
machines where I could enjoy a cup of coffee and relax. My life
in Tokyo was quite special. Of course, living in a foreign country, 
just like many other foreign students, I went through both good 
and bad experiences. Although life is not always as I wish, living 

My reflection of GraSPP and Tokyo
SA Kimleng (Cambodia) Class of 2020, MPP/IP  

学生たちにメッセージを送る大橋院長

第１回公共政策トークの様子 第２回公共政策トークの様子 第３回公共政策トークの様子

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、式典は例年に
比べて小規模での開催となりました。公共政策大学院教員
から学位記が授与され、GraSPPスタッフとともに修了を祝
いました。成績優秀者の表彰式では、博士課程と専門職学
位課程の学生それぞれが表彰されました。

in Tokyo brought me joy, 
peace, and happiness. 
Japan is a very beautiful 
country with many places to 
visit. Maybe I did not travel 
as much as my friends, but
I did experience the culture
and nature in Japan to 
some extent. Taking this 

opportunity, I would like to 
express my sincere gratitude
to my research supervisor, 
professors at GraSPP, faculty
members, and friends that
helped me a lot during my 
time in Tokyo.

GraSPP 公共政策トークシリーズ
渡辺安虎教授
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