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

On the 16th of November, Dean Yann Algan from Sciences Po’s School of Public Affairs came 
to Tokyo and gave a lecture on the state of the economy and Europe and how that relates to the 
rise of populism. He teaches macroeconomics at Sciences Po, and was my professor when I was an 
undergraduate student at Sciences Po. The main takeaways from his lecture were the facts that the 
economic crisis is over and that all EU countries including France are recovering, and that there 
are strong correlations between changes in unemployment over time within a given country and the 

rise of populist parties. He showed that regardless of the absolute level of the unemployment rate in a country, changes were positively correlated 
with populist votes in elections. In other words, if one looks at the differences in employment level across countries, there is no convincing 
link to be made with populism, because countries differ in their structural and conjunctural economic circumstances so that agents adopt 
different strategies to cope with the standard state of the economy. What matters, though, are changes occurring within one country over time. 
Concretely speaking, from the mere fact that Spain has a higher level of unemployment than Germany, we should not conclude that populism is 
stronger in Spain than in Germany, because given their context, agents in both countries adjust their expectations and their behavior. But when 
unemployment increased in Spain, that coincided with a surge in populist votes. In the end, his idea was that although political and cultural 
explanations of the rise of populism should not be completely disregarded, the main drive is more likely to be a more pragmatic, economic factor. 
Therefore, if European leaders want to combat populism, their best strategy would be to deliver efficient economic policies. 

Aside from the lecture, Yann Algan also introduced the dual degree between the Sciences Po’s School of Public Affairs and GraSPP. I am 
myself enrolled in this dual degree with two other friends of mine, Omaro and Théo, and after having spent one year at Sciences Po in Paris we 
are spending our final year here at the University of Tokyo (UTokyo). I chose to apply to this dual degree programme because during my studies 
I became increasingly interested in Japan – its language, society, economy and geopolitics – and my ambition was to work in the field of relations 
between Europe and Asia, and more specifically between France and Japan. I felt that in order to be able to work in Japan, graduating from a 
Japanese university would be an important asset; at the same time, I still wanted to get a master’s degree from my country and my school. This 
programme gives us the opportunity to earn a master’s degree in both countries’ most renowned institution in this field. The two universities 
are quite different: Sciences Po’s campus is rather small and right in the center of Paris, while the 
University of Tokyo is very large. I got lost the first time I came here. Both universities also differ in terms 
of student population. I would say that Sciences Po is more international for about half of the students 
come from abroad – the remaining half being French students. But UTokyo is rapidly becoming more 
international … I would not be here if that were not the case! Apart from that, the academic approach is 
not fundamentally different. A nice feature of this programme is that both universities offer the chance 
to follow their course entirely in English, but also in French at Sciences Po and in Japanese at GraSPP. I 
think this adds to the cultural enrichment, which is a great strength of this dual degree. Paris and Tokyo 
are both amazing cities even though – or perhaps because – they offer completely different experiences 
in terms of architecture, heritage, atmosphere or way of life. In Tokyo, the metro is so clean I could picnic 
on the floor; in Paris, you will probably not have this temptation; in Paris, buildings along the streets are 
harmonious; in Tokyo, it is a complete patchwork; in Paris, there is a monument at every corner; in Tokyo, 
there is a shrine at every corner; in Tokyo, I can shop 24/7; in Paris, people are always on holiday. 

I am extremely grateful and happy to be given such a great opportunity to learn in two of the world’s 
most distinguished graduate schools of public policy and two of the world’s most amazing cities.

Sciences Po & GraSPP Joint Talk Event 
& Me as a Bridge between Two Schools 
(Cultures)

これが私の最後の編集後記になります。ファイルをひっくり返してみる
と、前任者から引き継いだのが第8号（2007年1月31日刊行）で、ちょうど
10年担当したことになります。自分が聞きたい話を聞き、会いたい学生
に会うというのは、かけがえのない経験でした（そのあとの編集作業さえ
なければ、と思ったことは何度か　笑）。GraSPPを離れた先生方や修了
生の消息が入るのも編集担当ならではの役得でした。ニュースレターを
充実させ、ここまで発展させてくださった皆さまに、心よりお礼申し上げ
ます。次号からは一読者として楽しみます。（編集担当)

私達公共政策大学院の5名の学生は2017年11月5日から11月
11日までベトナムのダナン市で行われたAPEC Voices of 
the Futureに日本代表派遣団として参加しました。これは毎
年APEC Leaders’ Weekと同時期に開催され、加盟21か国・
地域のユースの交流を目的としています。今年はCreating 
New Dynamism, Fostering a Shared Futureのテーマの下、
活発な議論が展開され、その成果を提言書として纏めまし
た。今後、この提言書は各国・地域の首脳に提出されます。
　先ず国内での事前活動として、私達はAPECビジネス諮問
委員会(ABAC)の方々、外務省の山野内勘二経済局長及び
APEC室の方々と面談しました。その結果、APEC及びアジア
太平洋地域における日本の立ち位置、官民それぞれが考え
るAPECの意義について理解が深まりました。また、プログ
ラム中に日本代表として行うスピーチについてもアドバイ
スを頂き、私達も日本の代表としての強い使命感を持って
APECに望む事が出来ました。
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　このプログラムには二つの魅力があります。第一の魅力
は、私達ユースがAPEC CEOサミットを傍聴でき、登壇する
首脳・閣僚やビジネスリーダーのスピーチを直接聞けるこ
とです。今年は中国の習近平国家主席、米国のトランプ大統
領をはじめとする政治・ビジネスリーダーのスピーチを聞
きました。ニュースでよく見るリーダー達を目の前にし、そ
の声や存在感に直接触れられたことは有意義な経験でし
た。また、サミット参加者の投資家からも直接彼らのビジネ
スや問題意識について聞くことが出来ました。これらを通
じ、AIや機械化の分野が高く注目されていることを痛感しま
した。特に、この分野の日本への影響について、CEOサミッ
トのFuture of workセッションのパネリストOECD河野正道
事務次長からお話を伺えたことは印象に残りました。第二
の魅力は、各国・地域から集まったユースとの交流を通じ、
またはその開催国・地域を訪問することにより、各国・地域
の現状や課題をより深く理解できることです。例えば、パプ
アニューギニアでは、スマートフォンの普及率が1 桁台で、
インターネットも高価であまり普及していない事を知りま
した。また、滞在中、台風によるハノイの町の浸水被害を目
撃し、ベトナムの実情を垣間見ました。
　本プログラムを通し、世界の政治・経済のリーダーの問題
意識に接する機会を得たこと、各国・地域の同世代のユース
と議論が出来たことは、貴重な経験となりました。特にユー
スは、それぞれ国・地域の状況は異なるけれど、世界をより良
くしたいという強い使命感を持っていて、共感しました。私
も、将来彼らと一緒に仕事が出来る日を見据えて、このため
に何が出来るかを考え続けたいと思います。

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〕2018年2月8日
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MPP/IP 2 年  小林　薫子
APEC Voices of the Future

Adrien Bunel, Year 1, MPP/IP

専門職学位課程　2019年度学生募集（予定）　　
※2018年2月現在
・日本語によるプログラム（詳細は2018年5月に発表）
出願期間：2018年8月上旬頃

・国際プログラム（詳細は2018年8月に発表）
出願期間：2018年10月中旬-11月末頃

GraSPP
入試情報

博士後期課程　2018/2019年度 第2回募集
出願期間：2018年4月9日（月）- 5月21日（月）
第一次合格発表日：2018年6月8日（金）
口述試験日：2018年6月18日（月）- 6月19日（火）
最終合格発表日：2018年6月22日（金）
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It has been a dream for those of us who have returned to our home countries, which are far from Japan, 
to revisit our professors, classmates, university campus, as well as the places where we used to stay, visit, 
and have fun.

With the support from Japan’s Ministry of Foreign Affairs, GraSPP alumni from 10 countries in
ASEAN & South Asia were given the opportunity to join the ASEAN & South Asia Youth Mission to 
Japan to attend a series of activities, including GraSPP Alumni & Student Day on October 21, 2017 and 
site visits to learn about disaster prevention and environmental conservation experiences in Japan.

I found that all of the participants were very joyful to reunite with former classmates, professors, and staff of GraSPP. We also had the 
opportunity to make new friends, reconnect with GraSPP alumni, brainstorm ways we could contribute to strengthening GraSPP 
alumni networks for a more effective collaboration, and help recruit future GraSPPers from within our home countries. We were glad to 
see that GraSPP had made significant progress from year to year in receiving wider recognition as one of the best public policy schools 
in the world as a result of the efforts by our dedicated professors and staff.

Throughout our stay, we not only had the chance to revisit long-standing ties with former classmates and teachers, but also participated in 
educational and cultural activities. We learned about Japan's experiences in disaster prevention and environmental conservation. 
Additionally, we enjoyed a great performance by the world-renowned martial art drumming entertainment team DRUM TAO.

On behalf of all the delegates of ASEAN & South Asia Youth Mission to Japan, I would like to express my sincere appreciation for 
GraSPP and Ministry of Foreign Affairs for giving us such a wonderful opportunity to reunite ourselves with Japan with warm 
hospitality.

より緊密な同窓会ネットワークに向けて
　GraSPP同窓会は年々留学生の割合が高くなってきており、これからの同窓会は世界に開か
れたものでありたいと、私は考えています。
　昨年10月21日に開催したGraSPP Alumni & Student Day 2017では、外務省招聘プログラム
の一環で今回初めてASEANや南アジア地域から修了生を含む48名が参加、合計170名の方々に
お集まりいただきました。当日の様子はホームページにアップされているので是非ご覧くださ
い(http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/news/2017-12-18-12410/)。全体会ではGraSPPʼs Past, Present 
and Futureと題して、これまでのGraSPPの歩みを振り返るとともに、今後さらに同窓会をより
良くするためにどうすれば良いか皆さんと議論させていただきました。 
　また同窓会ネットワーク活性化の柱の一つであるGraSPP Alumni Association Portal 
(GraSPP Portal)(https://www. grasppalumni.com/)を発表致しました。GraSPP生は修了後、

様々な国や地域で働くこととなり、同窓生との関係は希薄になりがちで す。また在校生は、修了生がどのようなキャリアパス
を歩んでいるかといった情報がなかなか入手しづらいという状況でした。GraSPP Portalは、修了生・在校生・教職員のみ利用
することができるGraSPP専用ウェブサイトで、修了年度、コース、職歴、仕事内容、居住地などで検索が可能で、簡単にGraSPP
生とつながれます。GraSPP生は多様性が特長で、様々なフィールドの第一線で活躍する修了生が互いにつながり合うことで
大きな力を発揮することができると考えています。今後はインターンシップや就職説明会、交流会などのイベント情報も
GraSPP Portalで告知していきますので、是非登録して活用してください。
　世界各国で国別の同窓会が立ち上がってきており、日本人修了生については修了年度別だけでなく、職場単位や業界別でも
組織化を行っていきます。今後も重層的でグローバルな同窓会ネットワークの形成を図って参りたいと考えております。同窓
会の運営に積極的に参加したいという方も歓迎しておりますの
でお気軽にご連絡いただけると幸いです。来年度のホームカミ
ングデーも10月に開催予定です。新しいウェブサイトを活用し
て、より緊密なGraSPP同窓会ネットワークを作りましょう。

（MPP/IP 1年）

―ポーランドの大学を卒業したそうですね。
　クラクフにあるポーランド最古の大学、ヤゲヴォ大学を卒業
しました。16世紀の天文学者のコペルニクスは同窓生です（笑）。
　その前は上智大学外国語学部フランス語学科で学んでいま
した。海外の大学に行きたいなと高校3年で思ったのですが、そ
のときは両親に「まずは日本の大学を卒業してから」と言われた
ので。フランス語学科を選んだのは、カンボジアが大好きだった
からです。アンコール・ワット遺跡の保護活動で有名な石澤良明
先生（元上智大学学長）がフランス語学科卒業と知り、後輩にな
ろう！と思いました。でも、大学1年の冬休みに参加したアイス
ランドのワークキャンプで、みんなが好きなことをしているの
を見て「フランス語がそれほど好きなわけでもないし、自分がや
りたいことをやろう！」と、退学の意志を固めました。
　それから猛烈な勢いで海外の大学探しを始めました。陸続き
でいろんな国に行けるし、文化が融合しているのはヨーロッ
パ！というわけで、ヨーロッパに的を絞り、9月にはポーランド
に渡りました。珍しいもの好きで、国際関係と地域研究が学べ
る学部に日本人がいなかったので「日本人初の卒業生を目指
す！」。でも両親は大反対。母との冷戦状態は1ヶ月程度で済み
ましたが、父は私がポーランドに出発するまで口を利いてくれ
ませんでした。
　実際に入学してみると、日本どころか東アジアからは私一人
でした（アジアからはインド人とウズベキスタン人の学生がい
ました）。ポーランドは英語教育の水準が高く、英語が通じなく
て困った経験はほとんどありません。今はポーランド大好きで
すが、社会主義の名残が色濃いこともあり、1年目は「何で来
ちゃったんだろう」と悩んで、エラスムスという制度でSciences 
Poのリヨン校に半年ほど行きました。ところが、フランスに行
くと逆に早くポーランドに戻りたくなって。ポーランドでは
「日本人だから」とレッテルを貼られることがなく、先入観なし
に向かい合ってくれて、居心地がよく、楽でした。
　学生の出身国は多様です。大学寮の最初のルームメイトがウ
クライナ人でした。ウクライナはEUに加盟しておらず、腐敗も

インタビュー
吉田　祐美さん

はびこっています。ウクライナで教育を受けても何もならない
と考えている、お金のある層は、西（＝ポーランド）で子どもの
教育を受けさせるようです。次のルームメイトで今も仲良くし
ているのがトルコ人です。トルコ人のホスピタリティは有名で
すが、彼女もよく手料理を分けてくれました。私が自分の料理
でお腹いっぱいになるので断ると、「何で？！」と一触即発の事
態になることも（トルコ料理はおいしいのですが、脂っこくて
太りました）。ナイジェリアから来た学生とも仲良しでした。彼
女はナイジェリアでインターナショナル・スクールに通ってい
たのですが、そこでの話を聞いて「え？　日本だと小学校とか
中学校で習う内容を習わなかったの？」とびっくりしました。
ナイジェリアは政情不安ということもあり、彼女は帰国するつ
もりはないようです。大学卒業後はポーランドに残り、就職し
ています。お母さんも呼び寄せることができたので、いずれ
もっと西側に行くのだと思います。

―ポーランドのほかに印象に残っている国はありますか？
　旅行が好きで、ポーランドに来てから30ヶ国くらい訪れまし
たが、やっぱり東欧！　夜行列車でウクライナの南の町から
ポーランドの国境の町まで一人旅したことがあるんですが、そ
のときの車掌さんが仕事そっちのけで、何度も私のところに来
るんです。しまいにはビールまで持ってきてくれて（笑）。仕事
が大丈夫か心配になりました。（インタビュー・文責　編集担当）

学生
第 6 代同窓会会長
日野 薫郎

Raksmey Srean
Class of  2007

左端が吉田さん

A reflection on homecoming during ASEAN 
& South Asia Youth Mission to Japan

GraSPP 
Alumni & Student 
Day 2017
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る学部に日本人がいなかったので「日本人初の卒業生を目指
す！」。でも両親は大反対。母との冷戦状態は1ヶ月程度で済み
ましたが、父は私がポーランドに出発するまで口を利いてくれ
ませんでした。
　実際に入学してみると、日本どころか東アジアからは私一人
でした（アジアからはインド人とウズベキスタン人の学生がい
ました）。ポーランドは英語教育の水準が高く、英語が通じなく
て困った経験はほとんどありません。今はポーランド大好きで
すが、社会主義の名残が色濃いこともあり、1年目は「何で来
ちゃったんだろう」と悩んで、エラスムスという制度でSciences 
Poのリヨン校に半年ほど行きました。ところが、フランスに行
くと逆に早くポーランドに戻りたくなって。ポーランドでは
「日本人だから」とレッテルを貼られることがなく、先入観なし
に向かい合ってくれて、居心地がよく、楽でした。
　学生の出身国は多様です。大学寮の最初のルームメイトがウ
クライナ人でした。ウクライナはEUに加盟しておらず、腐敗も

インタビュー
吉田　祐美さん

はびこっています。ウクライナで教育を受けても何もならない
と考えている、お金のある層は、西（＝ポーランド）で子どもの
教育を受けさせるようです。次のルームメイトで今も仲良くし
ているのがトルコ人です。トルコ人のホスピタリティは有名で
すが、彼女もよく手料理を分けてくれました。私が自分の料理
でお腹いっぱいになるので断ると、「何で？！」と一触即発の事
態になることも（トルコ料理はおいしいのですが、脂っこくて
太りました）。ナイジェリアから来た学生とも仲良しでした。彼
女はナイジェリアでインターナショナル・スクールに通ってい
たのですが、そこでの話を聞いて「え？　日本だと小学校とか
中学校で習う内容を習わなかったの？」とびっくりしました。
ナイジェリアは政情不安ということもあり、彼女は帰国するつ
もりはないようです。大学卒業後はポーランドに残り、就職し
ています。お母さんも呼び寄せることができたので、いずれ
もっと西側に行くのだと思います。

―ポーランドのほかに印象に残っている国はありますか？
　旅行が好きで、ポーランドに来てから30ヶ国くらい訪れまし
たが、やっぱり東欧！　夜行列車でウクライナの南の町から
ポーランドの国境の町まで一人旅したことがあるんですが、そ
のときの車掌さんが仕事そっちのけで、何度も私のところに来
るんです。しまいにはビールまで持ってきてくれて（笑）。仕事
が大丈夫か心配になりました。（インタビュー・文責　編集担当）

学生
第 6 代同窓会会長
日野 薫郎

Raksmey Srean
Class of  2007

左端が吉田さん

A reflection on homecoming during ASEAN 
& South Asia Youth Mission to Japan

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

On the 16th of November, Dean Yann Algan from Sciences Po’s School of Public Affairs came 
to Tokyo and gave a lecture on the state of the economy and Europe and how that relates to the 
rise of populism. He teaches macroeconomics at Sciences Po, and was my professor when I was an 
undergraduate student at Sciences Po. The main takeaways from his lecture were the facts that the 
economic crisis is over and that all EU countries including France are recovering, and that there 
are strong correlations between changes in unemployment over time within a given country and the 

rise of populist parties. He showed that regardless of the absolute level of the unemployment rate in a country, changes were positively correlated 
with populist votes in elections. In other words, if one looks at the differences in employment level across countries, there is no convincing 
link to be made with populism, because countries differ in their structural and conjunctural economic circumstances so that agents adopt 
different strategies to cope with the standard state of the economy. What matters, though, are changes occurring within one country over time. 
Concretely speaking, from the mere fact that Spain has a higher level of unemployment than Germany, we should not conclude that populism is 
stronger in Spain than in Germany, because given their context, agents in both countries adjust their expectations and their behavior. But when 
unemployment increased in Spain, that coincided with a surge in populist votes. In the end, his idea was that although political and cultural 
explanations of the rise of populism should not be completely disregarded, the main drive is more likely to be a more pragmatic, economic factor. 
Therefore, if European leaders want to combat populism, their best strategy would be to deliver efficient economic policies. 

Aside from the lecture, Yann Algan also introduced the dual degree between the Sciences Po’s School of Public Affairs and GraSPP. I am 
myself enrolled in this dual degree with two other friends of mine, Omaro and Théo, and after having spent one year at Sciences Po in Paris we 
are spending our final year here at the University of Tokyo (UTokyo). I chose to apply to this dual degree programme because during my studies 
I became increasingly interested in Japan – its language, society, economy and geopolitics – and my ambition was to work in the field of relations 
between Europe and Asia, and more specifically between France and Japan. I felt that in order to be able to work in Japan, graduating from a 
Japanese university would be an important asset; at the same time, I still wanted to get a master’s degree from my country and my school. This 
programme gives us the opportunity to earn a master’s degree in both countries’ most renowned institution in this field. The two universities 
are quite different: Sciences Po’s campus is rather small and right in the center of Paris, while the 
University of Tokyo is very large. I got lost the first time I came here. Both universities also differ in terms 
of student population. I would say that Sciences Po is more international for about half of the students 
come from abroad – the remaining half being French students. But UTokyo is rapidly becoming more 
international … I would not be here if that were not the case! Apart from that, the academic approach is 
not fundamentally different. A nice feature of this programme is that both universities offer the chance 
to follow their course entirely in English, but also in French at Sciences Po and in Japanese at GraSPP. I 
think this adds to the cultural enrichment, which is a great strength of this dual degree. Paris and Tokyo 
are both amazing cities even though – or perhaps because – they offer completely different experiences 
in terms of architecture, heritage, atmosphere or way of life. In Tokyo, the metro is so clean I could picnic 
on the floor; in Paris, you will probably not have this temptation; in Paris, buildings along the streets are 
harmonious; in Tokyo, it is a complete patchwork; in Paris, there is a monument at every corner; in Tokyo, 
there is a shrine at every corner; in Tokyo, I can shop 24/7; in Paris, people are always on holiday. 

I am extremely grateful and happy to be given such a great opportunity to learn in two of the world’s 
most distinguished graduate schools of public policy and two of the world’s most amazing cities.

Sciences Po & GraSPP Joint Talk Event 
& Me as a Bridge between Two Schools 
(Cultures)

これが私の最後の編集後記になります。ファイルをひっくり返してみる
と、前任者から引き継いだのが第8号（2007年1月31日刊行）で、ちょうど
10年担当したことになります。自分が聞きたい話を聞き、会いたい学生
に会うというのは、かけがえのない経験でした（そのあとの編集作業さえ
なければ、と思ったことは何度か　笑）。GraSPPを離れた先生方や修了
生の消息が入るのも編集担当ならではの役得でした。ニュースレターを
充実させ、ここまで発展させてくださった皆さまに、心よりお礼申し上げ
ます。次号からは一読者として楽しみます。（編集担当)

私達公共政策大学院の5名の学生は2017年11月5日から11月
11日までベトナムのダナン市で行われたAPEC Voices of 
the Futureに日本代表派遣団として参加しました。これは毎
年APEC Leaders’ Weekと同時期に開催され、加盟21か国・
地域のユースの交流を目的としています。今年はCreating 
New Dynamism, Fostering a Shared Futureのテーマの下、
活発な議論が展開され、その成果を提言書として纏めまし
た。今後、この提言書は各国・地域の首脳に提出されます。
　先ず国内での事前活動として、私達はAPECビジネス諮問
委員会(ABAC)の方々、外務省の山野内勘二経済局長及び
APEC室の方々と面談しました。その結果、APEC及びアジア
太平洋地域における日本の立ち位置、官民それぞれが考え
るAPECの意義について理解が深まりました。また、プログ
ラム中に日本代表として行うスピーチについてもアドバイ
スを頂き、私達も日本の代表としての強い使命感を持って
APECに望む事が出来ました。
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　このプログラムには二つの魅力があります。第一の魅力
は、私達ユースがAPEC CEOサミットを傍聴でき、登壇する
首脳・閣僚やビジネスリーダーのスピーチを直接聞けるこ
とです。今年は中国の習近平国家主席、米国のトランプ大統
領をはじめとする政治・ビジネスリーダーのスピーチを聞
きました。ニュースでよく見るリーダー達を目の前にし、そ
の声や存在感に直接触れられたことは有意義な経験でし
た。また、サミット参加者の投資家からも直接彼らのビジネ
スや問題意識について聞くことが出来ました。これらを通
じ、AIや機械化の分野が高く注目されていることを痛感しま
した。特に、この分野の日本への影響について、CEOサミッ
トのFuture of workセッションのパネリストOECD河野正道
事務次長からお話を伺えたことは印象に残りました。第二
の魅力は、各国・地域から集まったユースとの交流を通じ、
またはその開催国・地域を訪問することにより、各国・地域
の現状や課題をより深く理解できることです。例えば、パプ
アニューギニアでは、スマートフォンの普及率が1 桁台で、
インターネットも高価であまり普及していない事を知りま
した。また、滞在中、台風によるハノイの町の浸水被害を目
撃し、ベトナムの実情を垣間見ました。
　本プログラムを通し、世界の政治・経済のリーダーの問題
意識に接する機会を得たこと、各国・地域の同世代のユース
と議論が出来たことは、貴重な経験となりました。特にユー
スは、それぞれ国・地域の状況は異なるけれど、世界をより良
くしたいという強い使命感を持っていて、共感しました。私
も、将来彼らと一緒に仕事が出来る日を見据えて、このため
に何が出来るかを考え続けたいと思います。

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〕2018年2月8日
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MPP/IP 2 年  小林　薫子
APEC Voices of the Future

Adrien Bunel, Year 1, MPP/IP

専門職学位課程　2019年度学生募集（予定）　　
※2018年2月現在
・日本語によるプログラム（詳細は2018年5月に発表）
出願期間：2018年8月上旬頃

・国際プログラム（詳細は2018年8月に発表）
出願期間：2018年10月中旬-11月末頃

GraSPP
入試情報

博士後期課程　2018/2019年度 第2回募集
出願期間：2018年4月9日（月）- 5月21日（月）
第一次合格発表日：2018年6月8日（金）
口述試験日：2018年6月18日（月）- 6月19日（火）
最終合格発表日：2018年6月22日（金）
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