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Event● 今後の『イベント』スケジュール
● 第 63 回 応用物理学会春季学術講演会

● 日本化学会第 96春季年会（2016）

● 日本農芸化学会 2016 年度大会　　

東京工業大学 大岡山キャンパス

同志社大学 京田辺キャンパス《デイヴィス記念館》

札幌市教育文化会館大ホール、ホテルロイトン札幌ほか

博士のキャリア相談会

ブース出展

ブース出展

　

3/21（月・祝）

3/24（木）～26（土）

3/28（月）～30（水）

博士のキャリア相談会や出展ブースにて個別相談をお受け致します。学会に参加される方はぜひお立ち寄りください。

　説明会や面接会などを一緒に企画し、開催したいと思います。ポスドクや博士課程後期課程の
学生からキャリア支援の要望は出ていませんか？ また、相談を受け支援方法を模索している教員
の方はいませんか？　もし、各機関に所属されているみなさんからのご要望がございましたら、
お気軽にご連絡ください。

連携協力研究機関 ： 名古屋市立大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、自然科学研究機構（岡崎）

　本センターでは様々な研修や個別面談を行っています。
　また、進路に悩んでいる大学院生や若手研究者が
いらっしゃいましたら、当センターのことをご紹介
くださいますようお願い致します。

連携協力研究機関の方々へ 教員の皆さまへ
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文部科学省科学技術人材育成費補助金 ポストドクター・キャリア開発事業

● ご登録・お問い合わせ 情報がほしい方、キャリア相談したい方はぜひご登録ください！

　ビジネス人材育成センターでは、博士課程後期課程学生やポスドクを対象として、今後のビジネス（仕事という意味）では、研究職であっ
ても必要なスキルの一つ「トランスファブラルスキル」（どこでも活用できるスキル）を発見、獲得するための講義とセミナーを行って
います。アクティブラーニングも積極的に行っています。企業の課題を利用した課題解決型講義（Project Based Learning: PBL）であ
る大学院共通科目【エンプロイアビリティ】と、学内外から参加可能な【Ｂ人セミナー】の中から実践的セミナーの1コマをご紹介します。

　就職を前提としたインターンシップであり、３～６
か月程度企業で仕事をします。
この間ののびしろが見込まれれば、その後正式採用さ
れていきます。インターンシップ中は名古屋大学研究
員として雇用するため、他との二重雇用はできません。

　各研究科において実施している研究インターンシップを経験で
きる方はそちらを利用してください。しかしそれとは別に、研究
分野とは異なる業界を見てみたい、期間に融通をきかせたい、研
究と並行するため地元企業で研修したい、など要望があることで
しょう。個々の要望に近づけたインターンシップ実施を支援して
いきます。行き先、期間、時期、目的など個別相談に応じます。

ポスドク のインターンシップ 博士課程後期課程学生 のインターンシップ

個々の状況や希望をお聞きして支援していきます。一度相談にお越しください。
相談ご希望の方は、Webから本センターに登録してください。面談の日程調整をしていきます。

ポスドク・博士課程後期課程学生の インターンシップ生募集！

　博士・ポスドクの方を中心とした若手研究者のキャリアパス支援（個人面談、B人セミナー、長期インター
ンシップ、企業情報の提供等）を平成 18 年度から実施してきました。平成 24 年度から平成 28 年度は、静
岡大学と名古屋大学が協力体制を組み、幅広い分野におけるポストドクターおよび博士課程後期課程学生を
対象とした人材育成を行っています。

ビジネス人材育成センターでは…

ビジネス人材
育成センター 登録者募集 就職活動について悩みがある、情報が欲しいなど、どんな方でも歓迎です。

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/ から登録してください。

[ 対象 ]  全国の ●ポスドク ●博士課程後期課程学生など

課題解決型講義【エンプロイアビリティ】
　今期の課題は、株式会社ミライプロジェクトより「新設予
定のデイサービス施設の有効な活用方法」というテーマをも
らい実施しました。デザイン思考という手法を学び、それを
利用してグループディスカッションを行い、共感、課題定義、
アイディアを発想しました。また実際に企業を訪問し、アイ
ディアのリフレーミングに活かした後、企業に対してアイディ
アの発表を行いました。そして最終講義では、グループワー
クでの個々の活動について、自己・他者評価を行い、自己を
振り返る機会を得ました。

名古屋大学の大学院全学共通科目。
自らのキャリアライフを考え、多彩なキャリアパスの中か
ら自分に適した資質・能力を形成する糸口を掴むため、『座
学』と『グループワーク（PBL）』で進めています。『座学』では、
自己理解、基礎的スキル等を知り、その理解とスキルを「グ
ループワーク」で体感する講義です。

●対象：名古屋大学全研究科の大学院生（前期・後期）
●開講時間：後期月曜 5限

エンプロイアビリティ

① 大学院共通科目

【クリエイティブリーダーシップ研修】
　組織の一部ではなく、組織のだれもが自らクリエ
イティブと自覚し、多様な背景の人々と創造的なコ
ラボレーションを生み出すことのできる基本的な考
え方を学ぶ研修を実施しました。デンマークのス
クール KAOSPILOT の校長と教員を招き英語で実施。
創造的なコラボレーションを、参加者のインタラク
ションの中で発見し、自分と他人をどのようにリー
ドするのかを学ぶことができました。アットホーム
な雰囲気の中、知らぬ間に参加者同士がコミュニ
ケーションをとり、クリエイティブな会へとみんな
で作り上げることができました。

博士人材が社会で活躍するために実施しているセミナーで以下の 4つのテーマ
から構成され、座学やアクティブラーニングなど様々な手法で行っています。

Ｂ人セミナー

② Ｂ人セミナー

『アクティブラーニング』 を実施しています！

Ⅰ.  就職活動期研修（自らの価値観や希望、強みを見つめ直す研修）
Ⅱ.  ビジネススキル研修（働く時に必要とされる知識やスキルを学ぶ研修）
Ⅲ.  業界別基礎研修（業界の動向や業界の基礎知識を習得し、ロールモデ
　  ルや求められる人材について知る研修）
Ⅳ.  アイディア創造・事業化研修（変化に対応し新しい価値を創造するリ 
　  ーダー育成のため、基礎力をはぐくむ研修）

●対　象：学内外の大学院生（前期・後期）・ポスドク等の若手研究者　
●開講日：土曜日

体験型講義

News Letter



　専門分野や実験のノウハウだけではなく、研究遂行して培っ
た様々な経験やネットワークを求めている企業が多いです。
留学、議論、アイディア構築、情報収集、学会運営、申請書書き、
共同研究、後輩指導など研究者としての経験や、企業でのイ
ンターンシップやアルバイト、サークル活動なども含めて培っ
てきた能力は多々あると思います。それを生かす場はたくさ
んありますよ !

NAGOYA   UNIVERSITY

　まず、何をやり遂げるのかを自分で決める。ゴールまでの道筋を描き、長い長い道のりを一歩ずつ
進んでいく。解決すべき様々な問題を特定し、調べる。誰かに教えてもらうこともある。でも最後は
自分で、考えて考え考え抜く。時には予算の確保にも取り組む。誰かの協力を得て分担することもある。
話して伝えることも重要。自分の取り組みが認知され、評価されなければ先に進めなくなることもあ
る。数多くの失敗もする。途方に暮れることもある。それでも、自分が生み出す成果には大きな価値
があると信じ続けて、いつかとうとうやり遂げる。
　何かを生み出す仕事、社会に大きな変化をもたらす仕事は、このようにして実現されます。そしてこれは、
博士課程における皆さんの研究そのものではないでしょうか。
　多くの企業では、博士人材が持つ特定分野における非常に高度な知識や経験を直接生かす
ことはできません。しかし、それらを得る過程で身に付けた「自分でやり遂げる力」は、あ
らゆる企業が必要とするものだと思います。
　当社には４人の博士後期課程出身者がいます。高分子のらせん構造を物理的に観測する方法を研究して
いた人、鉄系超伝導体における超電導の発生メカニズムを研究していた人。しかし彼らが今取り組んでい
るのは、企業向けクラウドサービスの開発やコンサルティングといった、大学での研究とはまったく異な
る IT の仕事です。彼らは、コンピューターに関する知識がない状態で入社しても、ごく短期間に必要な知
識を吸収し、「自分でやり遂げる力」を発揮して大いに活躍しています。
　研究者として専門分野を突き詰めて社会に貢献することはもちろんですが、博士人材が大学を飛び出し、
まったく異なる分野で変革を起こしていくこともまた、社会全体が求めていることだと思います。あらゆ
る分野における博士人材の益々の活躍を、楽しみにしています。

　現代社会、特に産業界におい
ては、新たな価値観を創造しラ

イフスタイルに変革を与えるも
の（発明や

商品、サービスなど）が求めら
れています。同時に、従来の常

識に縛られず、専門領域の壁を
乗り越えて

新しい発想を生み出し、新たな
分野で他者を巻き込みながらリ

ードしていける人材が求められ
ています。

その中核を担うのが博士人材で
あると考えます。なぜなら、博

士人材の特性として「曖昧な状
況の中でも

方向性を見出し、業務を推進で
きる能力」や「新しい課題に直

面しても必要な知識を自ら学習
し解決でき

る能力」、そして「たとえ困難な
課題に直面したとしても強い好

奇心を持ちながら業務を楽しむ
姿勢」を持っ

ていると思うからです。これら
の特性は、アカデミア以外の分

野、たとえば民間企業において
も十分通用

する能力であると確信していま
す。

　今後のキャリアを検討するに
あたって、意識を少し変えて視

野を広げることによりアカデミ
アにおける

研究業務以外にも選択肢を考え
ておくこと、チャンスと思った

らすぐに行動（転身）できるよ
うに日頃か

ら準備をしておくこと（転身先
の情報収集や業績の棚卸、強み

分析など）が重要なのでは、と
思います。

　次世代を担う博士人材の皆さ
まが、積極的に新たな分野に挑

戦し基礎研究だけでなく応用研
究・技術開

発を通して、その専門知識や技
術の社会還元を行いながらイノ

ベーションを創出・主導するこ
とにより、

今後の先端科学研究を担ってい
ただくことを期待しています。

株式会社ネオレックス
CEO

駒井 研司 さん

セイコーエプソン株式会社

新規事業領域 主事

上原 雅行 さん
Uehara Masayuki

大日本住友製薬株式会社
人事部人事グループ

板倉 朋宏 さん
Itakura Tomohiro

自分でやり遂げる力

博士の特性を活かして

次世代をリードする人材へ

海外で通用する研究者へ
三つのスキルに期待

　グローバルな研究開発体制を敷いている企業における研究者には、海外の研究者と渡り合えるだけの①非常に高くかつ幅広い専門性と　②戦略的な思考、そして　③リーダーシップが求められています。　弊社では、特に博士課程の学生の方々に、上記の 3 つの要素を発揮して頂くことを強く期待しています。それは、Ph.D. を取得する過程で、自分の研究に関する特定領域の専門性を高めるだけでなく、その関連領域にも目を向け、幅広い領域の専門性を高めていると考えているからです。また、論文を投稿するにあたって、まず研究に取り組む目的を明らかにし、ゴールを定め、そこに至るための研究戦略を練ることにより、自ずと戦略的な思考が身についていると考えています。更に、博士課程の学生は、研究室の中で後輩をリードする立場にあります。したがって、自己完結型の研究や受け身の協調性とは異なり、自らが中心となり周囲をうまく巻き込み、より大きな研究成果を導き出す、そのようなリーダーシップを、常日頃研究室で発揮し続けていると思っています。こうした戦略的な思考やリーダーシップは、アカデミアだけでなく、企業での研究テーマの立案・推進においても非常に重要です。
　このように、博士課程の学生には大きな期待を寄せておりますので、弊社では、Ph.D. を取得した研究員に、挑戦する意欲さえあれば、数多くの成長する機会が与えられます。海外へ研究派遣される研究員は、ほぼ全員 Ph.D. を持っていますし、そういった研究員は、海外で得た知見・技術を弊社に持ち帰り、その専門性をいかんなく発揮し、社内で活躍しています。

企業から博士・ポスドクの皆さんへ!
 社会は博士人材に期待しています。

博士が活躍している企業 3 社より、博士のどんな力に期待しているかを教えていただきました。 

これらを参考にして、充実した大学院生活・研究者生活を送ってください。

近年、多くの企業で博士人材を欲しています。
● 博士新卒枠を設けている企業が増加している
● 博士新卒枠のみ、学部や修士生より早く募集や選考を行う
● インターンシップも大学院生を積極的に受け入れている
● 博士のための合同企業説明会の参加企業数も２年前から倍増

Komai  Kenji
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