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This month marks 3 years since I have started
my Ph.D. journey with GraSPP. My research
field is development economics, especially
focusing on human capital accumulation and
la b or m a r ke t c ons e qu e n c e s. I a m mo s tly
interested in how ex ternal shocks change
people’s socioeconomic behaviors, well-being,
and countr y ’s development in developing
countries. My current works include the long-term effect of the
l e g a c y o f c o n f li c t s o n e d u c a t i o n i n C a m b o d i a a n d t h e
intergenerational impact of the large-scale infrastructure on
schooling and occupational choice in the Philippines.
The t wo biggest factors that had motivated me to star t a
doctoral program at GraSPP were multidisciplinarity and its
curriculum to develop both analytical and practical skills. Having
learned from outst anding facult y members and ambitious
students in the inspiring environment, I have realized that the
choice I made was right. Specifically, joining regular doctoral
seminars with students whose backgrounds and disciplines were
dif f e r e n t h elp e d m e to ex p a n d m y r e s e a r c h in t e r e s t a n d
perspective. Furthermore, there is a wide range of courses for
doctoral students, which enabled me to not only deepen my
understanding in development but connect with real-world policy
by interacting with practitioners. This made my passion to be an
economic policy professional grow considerably stronger.

Throughout my doctoral studies, I have experienced t wo
re se arch works and one study abroad progr am. I had the
privilege of working a s a re se arch a s sociate at the A sian
Development Bank Institute (ADBI) that has a strong partnership
with GraSPP. Through the collaborative research works and
knowledge-sharing events, I was able to obtain real insight into
what it meant to work in policymaking and enhance my research
skills. Another research experience at Asian Development Bank
(ADB) has taught me about how research should be done and
what skills are required to work at international organizations.
One of the projects that I worked on as an intern/consultant there
inspired me to refine the analysis of my dissertation. Without
resources provided and continuous support from GraSPP, I
would have not had these invaluable experiences.
I am currently visiting Yale University conducting my research
through the Fox International Fellowship. The takeaways from
studying abroad are the exposure to up-to-date research trends and
build influential networks. This research-oriented program allows
me to utilize various research resources and obtain feedback on my
research from exceptional scholars. I have been exploring as many
benefits as I can absorb by attending the development-related
courses and workshops and connecting with scholars from all
around the world. I believe that this opportunity will lead me to grow
as a better researcher with sophisticated analytic skills and a serious
attitude in pursuing academic growth.
⬅ Giving a project presentation
during the consultancy at ADB
⬇ Fox International Fellowship
at Yale University

ADB Research Internship

⬥ 2022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

⬥ 2021年12月2・3日に東京大学主催のTokyo Forum “Shaping the Future－Science and the Human Mind”を開催予定です。
本学からは鈴木一人教授がパネリストとして参加されます。

https://www.tokyoforum.tc.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html

編集後記
2021年10月1日に緊急事態宣言が解除されました。とはいえ、全て
が元に戻ることはなく、感染対策を徹底しながら新しいカタチで社会
生活・経済活動を営むことになります。コロナ禍で失ったものは多い
ですが、得たものもあったと言えるように、日々を重ねていきたいも
のです。
（編集担当)
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2021年度秋季学位記授与式が開催されました

2021年度秋季学位記授与式の様子

公共政策学教育部2021年度秋季学位記授与式が、
9月24日に国際学術研究棟SMBCアカデミアホール
で開催され、
49名の学生に学位が授与されました。
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。

大橋弘 公共政策大学院院長

修了生メッセージ
The best advice I heard about
getting a PhD is “it’s a drivers license
not a masterpiece.” It’s grounding
because as much as I wanted to
write a dissertation that changed the
whole field, that’s not the point. The
challenge isn’t answering a research
question and burrowing into the
studies (though that’s obviously a
NADEAU Paul
challenge) but in getting the structure
博士後期課程
right and getting all the pieces to fit
together in a way that answers our question. If we can do that,
we’re more capable of writing all those big ambitious pieces
we might be thinking of.
But whatever we eventually do after GraSPP, not only
immediately after we graduate but beyond, we do so with
GraSPP on our diploma - our future is intertwined with
the future of GraSPP and vice versa and our reputations
are connected. For alumni, this means we should invest
ourselves with the PhD program’s progress by supporting
current students and recent alumni, helping recruit talented
candidates to come to GraSPP, and by supporting each other
throughout our careers and making the GraSPP network one
of the school’s strongest assets.

この2年間で沢山の尊敬で
きる人たちと出会うことが
でき、自分より困難な経験を
された方も多く、私の経験な
どは比べものにならないと
感 じ ま す 。し か し 私 が 思 う
GraSPPでの成功とは何かと
聞かれたら、なぜこの大学院
OʼMALLEY Sara Marie
を選んだかを思い出すこと
MPP/IPコース
です。世界を変えたい、人助
けをしたい、この複雑な世界を少しでも理解したい、な
ど。それゆえ成功は成績以上の物が必要だと思います。
私の場合、友情、人としての成長、そして新たな情熱と
目的に気付けたことです。立派な成績は一時的な成功
で、学んだ知識や経験を活かすことが未来の成功に繋
がると思います。
いつか更なる功績を報告し合える日を楽しみに、皆
さんとこの日を迎えられたことを誇りに思います！
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研究室の窓から

公共政策大学院

青木 尚美

留学
特集

准教授

公共政策大学院では「パブリック・マネジメント」と
いう行政学領域の授業を担当しています。この領域は、行政組織及び公共ガバナンス
の最適な経営・運営方法の考察を目的としており、学際的で融合的な分野です。私の
授業でも組織行動論、政治学、心理学、経済学等、様々な分野の知見を取り入れてい
ます。
授業では、行政組織の「人」と「ガバナンス」に焦点を当てます。例えば行政組織の
職員のモチベーションを上げるにはどうしたら良いか、公共政策課題を解決するのに適
切な公共ガバナンス形態、政策過程は何か、などの問いを扱っています。答えは、国の
文脈によっても違うかもしれません。原理・理論や実証研究を紹介しながら、様々な国
や公共分野の事例を使ってGraSPPの国際色豊かな学生達とディスカッションベースで授
業を進めています。
研究では行政に関わる課題について学際的に進めています。2019年頃からは人工知能を活用した公共サ ー
ビスに対する市民の初期信頼を検証した実証研究をしています。最近ではパブリックセクターでも「Trustworthy AI」という言葉が注目を集め始めています。これからもしばらくはこの分野の研究を進めながら、移り
変わる行政課題を受けて、グローバルな視点から新しい研究課題を開拓していきたいです。

大学院講義
レポート第 17 回

経済政策コース2年 高井まなみ・高塚来未

Report

講義科目：公共経済政策
担当教員：小川 光教授
小川先生の「公共経済政策」は、公共経済学の理論に基づいた論文
を1年間かけて執筆する、GraSPPの中でも大変実践的な授業です。毎
週の授業では、受講生の論文の進捗状況の共有に加えて、論文執筆に
必要な知識に関する講義も実施されます。講義は講師の深澤先生が中
心となり、分析に必要な理論や統計手法に関して手解きを受けること
ができます。
本講義で執筆する論文のテーマは、今日の日本が直面している政策
課題から、受講生が自らの興味や専門性に応じて自由に選択すること
ができます。私たちは、「自治体独自の不妊治療助成の違いが出生数
に影響を与えるか？」というリサーチクエスチョンのもと、不妊治療

菊池 咲 （国際公共政策コース2021年卒）

Moe Kyaw Thu（MPP/IPコース Class of 2021）

▲写真だけの卒業式

左から2人目がMoe Kyaw Thuさん

It was December 6th 2020, my quarantine just ended, and
after a quick train ride from Narita Airport, I found myself
walking on the streets of Tokyo. And to say the least, it was
a sudden change of environment. In the following months, I
was a happy man not because I had only positive
experiences, but because I encountered different challenges.
All my entire education career, I spent in the ‘West’, where
English is the norm. But in Tokyo, my daily life involved
around a language that I have only heard and seen in anime:
Japanese. But it was also this Tokyoite experience that
pushed me to grow a little bit wiser and stronger.
Now, the question remains whether my one-year at
GraSPP is worth it? The answer needs to be handled with
much complexity. Surely, I was exposed to a plethora of
classes, and it was due to the professors, who were
instrumental in helping me set my path towards the future
career goal as a researcher. On the other, I was surrounded
by classmates, who continued to challenge me intellectually,
and taught me that there is so much more in life, instead of
only job hunting and studies. Even if we had differing views
due to our respective cultural upbringing, it is no doubt the
GraSPP communit y provided me with a space, where
freedom of thoughts, emotions, and speech are granted and
guaranteed without any restrictions.
Saying that, perhaps, my greatest highlight at GraSPP
centered on meeting different people. As someone, who is
never considered a ‘normal fit’, I am glad I became friends
with people, who are willing to break the boundaries of the
societal norms, who are passionate about debating politics,
philosophy, climate change and gender inequalit y and
feminism, who welcome me with open arms, and lastly, who
are willing to go crazy to try ‘new’ things. At the end of the
day, uncertain of our future meeting, all I could do is to
cherish them with every single ounce of my memory….

キャプストンのチームメンバーと

2021年9月、修了式にて

本では不妊治療に関する体系的なデータや先行研究が多くは存在せず、
本講義の良い点は、なんといっても先生方から親身なアドバイスを

▲コロンビア大学駅
(116th Street)にて

2020年9月より約1年間、
ダブルディグリー生としてコロ
ンビア大学国際公共政策大学院（SIPA）へ留学しました。
SIPAでは安全保障政策を専攻し、
国際政治理論の基礎から
防衛政策の分析評価手法まで、
幅広く学ぶ機会に恵まれま
した。
安全保障政策専攻には私のような民間企業出身の学
生のみならず、軍隊からの派遣留学生や政府のインテリ
ジェンス部門出身の学生も在籍しており、
様々な立場から
安全保障について議論することが出来ました。
企業や政府
が抱える課題について学生がコンサルティングを行う
キャプストンプロジェクトでは米国務省のプロジェクト
に参加し、
偽情報から選挙や民主主義を守るための施策に
ついて提案を行いました。
コロナ禍ということもあり、
ほぼ全ての授業やプロジェ
クトがオンラインで進行するという異例の状況ではあり
ましたが、
教授と学生が共に協力し合い全プログラムを完
遂出来たことは、ユニークな経験になったと思います。ワ
クチン接種が進み、
修了間際にクラスメートやプロジェク
トメンバーと直接顔を合わせることが出来た際の喜びは
ひとしおでした。
「Finally …nice to meet you in person!」
の
挨拶が飛び交う光景を懐かしく思い出します。
最後に、貴重な留学の機会を与えてくださったGraSPP
の皆様、
出願から渡航まであらゆるサポートをくださった
留学課の皆様、
多大な金銭的支援をくださったNSK奨学財
団様、快く送り出してくれた家族に、心から感謝の意を表
します。
ありがとうございました。

政策の実施効果を定量的に把握することを目標に研究しています。日
研究方法を模索する毎日です。

留学経験者の体験談

高塚来未 (左)、高井まなみ(右)

頂けることです。分析全般に関わる事から理論的な背景についてなど幅広くご指導頂けるため、学生だけでは
難しい研究にも挑戦できます。また、研究報告や意見交換を通じて他の受講生から刺激を受けられることも魅
力の一つです。さらに、共著も可能なため、GraSPPで出会ったかけがえのない友人と一緒に研究ができること
をとても幸せに思っています。
研究の場としても、交流の場としても、大変貴重な授業ですので、計量経済学の手法を用いた研究を望む全
てのGraSPP生にお勧めしたいです。
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and countr y ’s development in developing
countries. My current works include the long-term effect of the
l e g a c y o f c o n f li c t s o n e d u c a t i o n i n C a m b o d i a a n d t h e
intergenerational impact of the large-scale infrastructure on
schooling and occupational choice in the Philippines.
The t wo biggest factors that had motivated me to star t a
doctoral program at GraSPP were multidisciplinarity and its
curriculum to develop both analytical and practical skills. Having
learned from outst anding facult y members and ambitious
students in the inspiring environment, I have realized that the
choice I made was right. Specifically, joining regular doctoral
seminars with students whose backgrounds and disciplines were
dif f e r e n t h elp e d m e to ex p a n d m y r e s e a r c h in t e r e s t a n d
perspective. Furthermore, there is a wide range of courses for
doctoral students, which enabled me to not only deepen my
understanding in development but connect with real-world policy
by interacting with practitioners. This made my passion to be an
economic policy professional grow considerably stronger.

Throughout my doctoral studies, I have experienced t wo
re se arch works and one study abroad progr am. I had the
privilege of working a s a re se arch a s sociate at the A sian
Development Bank Institute (ADBI) that has a strong partnership
with GraSPP. Through the collaborative research works and
knowledge-sharing events, I was able to obtain real insight into
what it meant to work in policymaking and enhance my research
skills. Another research experience at Asian Development Bank
(ADB) has taught me about how research should be done and
what skills are required to work at international organizations.
One of the projects that I worked on as an intern/consultant there
inspired me to refine the analysis of my dissertation. Without
resources provided and continuous support from GraSPP, I
would have not had these invaluable experiences.
I am currently visiting Yale University conducting my research
through the Fox International Fellowship. The takeaways from
studying abroad are the exposure to up-to-date research trends and
build influential networks. This research-oriented program allows
me to utilize various research resources and obtain feedback on my
research from exceptional scholars. I have been exploring as many
benefits as I can absorb by attending the development-related
courses and workshops and connecting with scholars from all
around the world. I believe that this opportunity will lead me to grow
as a better researcher with sophisticated analytic skills and a serious
attitude in pursuing academic growth.
⬅ Giving a project presentation
during the consultancy at ADB
⬇ Fox International Fellowship
at Yale University

ADB Research Internship

⬥ 2022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

⬥ 2021年12月2・3日に東京大学主催のTokyo Forum “Shaping the Future－Science and the Human Mind”を開催予定です。
本学からは鈴木一人教授がパネリストとして参加されます。

https://www.tokyoforum.tc.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html

編集後記
2021年10月1日に緊急事態宣言が解除されました。とはいえ、全て
が元に戻ることはなく、感染対策を徹底しながら新しいカタチで社会
生活・経済活動を営むことになります。コロナ禍で失ったものは多い
ですが、得たものもあったと言えるように、日々を重ねていきたいも
のです。
（編集担当)
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研究室の窓（第16回）/ 大学院講義レポート（第17回）
留学経験者の体験談
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2021年度秋季学位記授与式が開催されました

2021年度秋季学位記授与式の様子

公共政策学教育部2021年度秋季学位記授与式が、
9月24日に国際学術研究棟SMBCアカデミアホール
で開催され、
49名の学生に学位が授与されました。
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。

大橋弘 公共政策大学院院長

修了生メッセージ
The best advice I heard about
getting a PhD is “it’s a drivers license
not a masterpiece.” It’s grounding
because as much as I wanted to
write a dissertation that changed the
whole field, that’s not the point. The
challenge isn’t answering a research
question and burrowing into the
studies (though that’s obviously a
NADEAU Paul
challenge) but in getting the structure
博士後期課程
right and getting all the pieces to fit
together in a way that answers our question. If we can do that,
we’re more capable of writing all those big ambitious pieces
we might be thinking of.
But whatever we eventually do after GraSPP, not only
immediately after we graduate but beyond, we do so with
GraSPP on our diploma - our future is intertwined with
the future of GraSPP and vice versa and our reputations
are connected. For alumni, this means we should invest
ourselves with the PhD program’s progress by supporting
current students and recent alumni, helping recruit talented
candidates to come to GraSPP, and by supporting each other
throughout our careers and making the GraSPP network one
of the school’s strongest assets.

この2年間で沢山の尊敬で
きる人たちと出会うことが
でき、自分より困難な経験を
された方も多く、私の経験な
どは比べものにならないと
感 じ ま す 。し か し 私 が 思 う
GraSPPでの成功とは何かと
聞かれたら、なぜこの大学院
OʼMALLEY Sara Marie
を選んだかを思い出すこと
MPP/IPコース
です。世界を変えたい、人助
けをしたい、この複雑な世界を少しでも理解したい、な
ど。それゆえ成功は成績以上の物が必要だと思います。
私の場合、友情、人としての成長、そして新たな情熱と
目的に気付けたことです。立派な成績は一時的な成功
で、学んだ知識や経験を活かすことが未来の成功に繋
がると思います。
いつか更なる功績を報告し合える日を楽しみに、皆
さんとこの日を迎えられたことを誇りに思います！
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