
世界で活躍する
グローバルリーダーを目指して
Our Goal is to Train the Next Generation of Global Leaders

グローバルリーダー教育院
所属説明会

Briefing for Enrollment to the AGL Program

AGL Academy for
Global 
Leadership

○ 第1回
  Part 1 

日 時： 平成 26 年 4 月 4 日（金） 13:30 ～ 14:30 
Time & Date: 13:30 - 14:30 on Friday, April 4th, 2014 
会 場： 大岡山：南2号館 S223講義室 / すずかけ台：J2棟 J234講義室（遠隔）
Venue:  Room S223 at Ookayama campus / Room J234 at Suzukakedai campus (via teleconference system)

○ 第2回
  Part 2 

日 時： 平成 26 年 4 月 7 日（月） 16:45 ～ 17:30 
Time & Date: 16:45 - 17:30 on Monday, April 7th, 2014 
会 場： 大岡山：南2号館 S223講義室（遠隔） / すずかけ台：J2棟 J234講義室
Venue:  Room S223 at Ookayama campus (via teleconference system) / Room J234 at Suzukakedai campus

○ 第3回
  Part 3 

日 時： 平成 26 年 4 月 8 日（火） 16:45 ～ 17:30 
Time & Date: 16:45 - 17:30 on Tuesday, April 8th, 2014 
会 場： 大岡山：南2号館 S223講義室 / すずかけ台：J2棟 J234講義室（遠隔）
Venue:  Room S223 at Ookayama campus / Room J234 at Suzukakedai campus (via teleconference system)

対象者： 大学院修士課程入学者（研究科・専攻は問いません）
Target: Graduate Students from All Departments

AGLは世界を牽引する気概を持った皆さんを歓迎します！
AGL welcomes you who have pride and spirit to make change in global society!

教育システム / Education System
道場教育：異なる専門や文化的背景を持つ学生がグループワー
クや討議を通して社会を牽引する能力を養います。

Dojo Programs: Students participate in debates and group work with 
fellow students that have diverse academic backgrounds in order to 
hone skills and abilities as global leaders.
オフキャンパス教育：国内外の企業や研究機関で実務的プロジェ
クトに携わり、身につけつつある能力を実社会で試します。

O�-Campus Program: Students have the opportunity to test their 
academic knowledge and expertise and leadership skills in real world 
situations through internships with businesses and research institutes 
in both Japan and abroad.

所属生のメリット / Merits of AGL Students
経済的支援 / Financial Support
授業料全額免除、研修費および研究費の支援、オフキャンパス
教育派遣費用の支援
Exemption from tuition fees, subsidies for autonomous research and 
training expenses, and support for expenses of the o�-campus 
program.
メンタリングシステム / Mentoring System
キャリアパス獲得の支援や悩み相談など
Career support to help students make the transition to their 
professional lives, and mentoring service to discuss any problems or 
issues.

お問い合わせ / Contact
グローバルリーダー教育院事務室 / AGL o�ces E-mail: agl.jim@agl.titech.ac.jp http://www.agl.titech.ac.jp

大岡山キャンパス　南 6号館 305号室 すずかけ台キャンパス　J3棟 308号室
Ookayama O�ce  Room 305 at South #6 bldg. Suzukakedai O�ce  Room 308 at J3 bldg.
Tel. 03-5734-3116  Fax. 03-5734-3765 Tel. 045-924-5988  Fax. 045-924-5627


