
本事業は、北海道大学が代表機関として東北大学、名古屋大学とともに文部科学省 「科

学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業（次世代研究者育成プログラム）」に申請、

採択され、 平成 26 年度スタートした事業です。 本事業は、 北海道大学、 東北大学、

名古屋大学の 3 大学が 「コンソーシアム」 を形成し互いの研究人材育成資源を結集

して、 多様な分野を対象にした次世代研究人材育成システムを構築するものです。

連携型博士研究人材
総合育成システム

本コンソーシアムは連携を拡大しており、 現在は発足時の 3 大学に加えて新潟大学、 筑
波大学、 お茶の水女子大学、 横浜国立大学、 立命館大学、 大阪大学、 神戸大学、 兵
庫県立大学、 沖縄科学技術大学院大学で活動しております。

お問合せ ・ お申込先

北海道大学人材育成本部 COFRe

TEL 011-706-3195
E-mail cofre@synfoster.hokudai.ac.jp
URL http://cofre.synfoster.hokudai.ac.jp/cgi-bin/index.pl?page=index

2020年

10月13日（火）

13：00～17：00

日時

開催
方法 オンライン

（Zoom）

ホ ー ム ペ ー ジ よ り お 申 込 み く だ さ い 。

アカデミックポジションに
興味のある方は、

次世代研究者シンポジウム2020
にもご参加ください。

https://cofre.synfoster.hokudai.ac.jp/cgi-bin/

index.pl?page=contents&view_category_lang=

1&view_category=1339

13：30〜 

     　　 山口 淳二 氏   北海道大学 理事・副学長

13：40〜 　

 有薗 文博 氏  文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課 人材政策推進室 室長補佐　

14：10〜 　

 「イノベーション創出人材連携育成プログラムの進捗」
 吉原 拓也 氏  北海道大学 総合イノベ人材育成システム専門委員会 コーディネーター

14：30〜 休憩

14：40〜 　

 「博士人材としてのキャリアデザイン」
 長岡　健  氏  法政大学 経営学部 教授

15：40〜 休憩

15：50〜 対話（講演の感想）

16：20〜 質疑応答

16：50〜 　　　　　　　

連携型博士研究人材
総合育成システム
シンポジウム2020

詳しくは若手研究者育成事業サイトへ

10/22（木） 10：00〜16：00

プログラム

来賓挨拶・講演

事業報告

基調講演

閉会挨拶

博士人材のためのキャリアパスシンポジウム

https://integ.synfoster.hokudai.ac.jp/

symposium2020

　               出村 　誠  氏  北海道大学 生命科学大学院 教授

開会挨拶

 「科学技術イノベーション人材の育成・確保」 ～博士人材の一層の活躍促進に向けて～

13：00〜 受付



◆連携型博士研究人材総合育成システムシンポジウム2020　博士人材のためのキャリアパスシンポジウム　アンケート結果◆

Q1.どのようにしてこのシンポジウムをお知りになりましたか？（複数回答可）

その他の回答（4）
北海道大学人材育成本部からのメール
北海道大学人材育成本部からのポスターとフライヤーの郵送
北海道大学のＨＰ（おしらせ）
コンソ専門委員会の中で

Q2.シンポジウムに参加された理由をお聞かせください。（複数回答可）

その他の回答（3）
回答なし
他大学の取り組みを知りたかった
本プロジェクトに関わってきたので
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Q3.事業報告「イノベーション創出人材連携育成プログラムの進捗」について、ご感想をお聞かせください。

コメント(19)

連携大学が増えているのは心強いです

あらためて経緯を知ることができた
ここ数年間の堅実な進捗に好感が持てた。特に，一大学ではできないことを他大学と連携することで実現するアプローチに実行力の高さを感じた。
一方で，報告の中でもあったとおり，分野による対応の細かさがまだ不足している現状には歯がゆさを感じた。
多くの大学との連携ができてよかったと思います。ただ参加した学生たちがもっと元気に話すようになると良いのですが。

コロナ禍においても着実に活動を進められており、貴コンソーシアムの1年後輩のコンソーシアムとして活動をしていく上で大変参考になりました。

現在の状況の把握が出来てとても参考になりました。
オムニバス講義の１コマなどで、博士課程への進学を考えている修士に向けてこの報告をやるべき。
研究室の教員や先輩からの話を聞いて赤い糸会を食わず嫌いしてる博士もいるので。博士進学への不安等を取り除けると思う。
企業目線とは異なる、大学目線での博士人材の育成について実感を持って学べた

実務で求められるものや現代のキャリア形成の考え方について深く知ることができました。
最初の文科省などの話は前から聞いている上で、学生において自分のキャリアと直接にかかわらないと思いました。
企業および大学の育成プログラムの方に発表して頂いたと感じました。
残念ながら、今日の3限に授業がありましたので、事業報告のセクションを抜かしてしまいました。

文科省の博士後期課程学生への処遇向上への取組について把握ができました。

若手研究者を取り巻く課題や背景を知ることができたし、大学間の連携プログラムも知ることができた。

最新の情報を得られた。

何人まで補助を受けられるのか、全体の人数との比較が具体的で目安がわかりやすかったため

博士後期課程学生に関する世の中の動きと、北大等の取組みがよくわかった。

時間の都合で最後まで聴けませんでした。

よくやられていると思います

とても参考になりました

Q4.基調講演「博士人材としてのキャリアデザイン」について、ご感想をお聞かせください。
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コメント(24)

復習と再発見ができました。
大学の研究者は、デザイン、クリエイティブ、マネジメント、すべて求められるように思います。
キャリアステージによってどこに重きを置くのかは異なるとは思いますが、最終的にすべてを身に着ける必要がある（可能性がある）となると、
若いうちからこういったスキルを意識することは重要なのではと思いました。大学の研究者に限ったことではないかもしれませんが、、、。
「創造的コラボレーションを担う3機能」を学内でどのように展開していけばいいのか。重要性がわかればわかるほど、その実現の難しさをも感じました。

キャリア開発を考えるヒントになった
人材には大きく分けてデザイン・クリエイティブ・マネジメントという３つの種類があり，クリエイティブに属する研究者が企業社会でやっていくためには
デザインやマネジメントに携わる人たちのことも理解することが必要だということはよくわかった。
私も大学院在籍中からデザインやクリエイティブの考え方を取り入れた生活をしたいと思わせる内容だったが，
そのための具体的な方策についても深く掘り下げていただけるともっとイメージがしやすいと感じた。
具体的な考えの枠組み（デザイン、マネジメント、クリエイター）が提示されて、考えるヒントになったと思います。

design, management, creativeの3要素についてなど、経営学の観点からの系統だった考察など、大変興味深いお話を伺うことができました。

研究者でありながら学習を必要としていくことについてとても共感いたしました。

generalな講演内容で分かりやすかった。機会があれば具体的な例についても話を聞いてみたい。

一部しか聴講できなかったが、広い視野での講演で、学生にとって刺激的だったと感じた。

時代の変化に柔軟であることやアマチュアリズムの重要性について考えることができた

長岡先生のご講演が非常に面白くて、勉強になりました。さらに長岡先生のわかりやすい説明やエネルギーが大満足でした。

内容は今後の自分のキャリアデザインに役に立つと思うので、大変満足しています。

アマチュアリズムから斬新なアイデアが生まれ、時代に適応していける能力を身につけることがその人の強みになるのたなと感じました。

今後は新規業務/研究テーマを「デザイン」する力が必要になってくると思った。

どんな状況下でも安定的（継続的）に必要な基準を満たすことがマネジメントの考え方として大切であることを知った。

興味ある内容でした。
考えたことのない観点の話であったため新鮮であった。
ただ学生の立場としての経験しかないため、具体的な話がもう少し多かったらさらなる理解が深まったかもしれない。
Design,Management,Creativeという3機能の分け方をしたときに、自分はどれに属すのか。
それぞれの特性を知り、そして自身がその中でどのように取り組んでいくのがベストであるのかなどを考えさせられる良い機会となりました。
私にとっては、お話は非常に面白く、なるほどそうだなと思うところが多かった。
しかし、学生にとっては、博士を獲得して企業で活躍している先輩の話など、具体的な話題の方が良かったのではないでしょうか。
自身のキャリアを考えるうえで参考になる内容でした．
専門性を極めていく博士課程の院生と水平的な学習を求める実務界との対比が分かりやすく、どちらが優劣ではなく、
それぞれの立場からの視点を理解しながら、そこに合わせて調整していくというお話が大変勉強になりました。
デザイン、マネジメント、専門別の役割整理は非常に納得度の高いものでした。

普段聞けないお話で良かったです。しかし、老いた理系人間には内容が豊富過ぎました。

Q5.基調講演後の対話（講演の感想）について、ご感想をお聞かせください。
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コメント(26)

本筋とは異なってしまうのですが、各大学と一部企業との情報共有ができました。

参加者のお互いの立ち位置を理解するのに時間がかかりましたが、他の方の意見が聞けて楽しかったです。
ブレイクアウトルームの時間は、もう少し長くてもよかったのかもしれないと思います。
その後の全体の質疑応答は、人数の関係もあり、なかなか難しかったのかもしれません。
他大学のキャリア担当の方との意見交換ができた
長岡先生がおっしゃていた「プロジェクト型」のキャリアという考え方は理想と現実のバランスが取れたすごくいい考え方だと思った。
また，個人的には対話の時間はもう少し長い方がよかった。
グループ討論で、実際に大学で本プロジェクトの担当をしている方々と話ができてよかったですが、少し時間が足りなかったように思います。

事前にこのようなセッションがあると知らずに参加したのですが、大変興味深い企画でした。

不参加でしたが回答必須の為大変満足にチェックしています

時間により参加できなかったため

雇用の流動化が進み、自分のメインステージの場も多様化していく中でどのようにキャリアを進めていくかを社会に出る前に知れて良かった

良かったですが、自己紹介などをせずに初対面の人と話すのは難しいです。時間は短いと感じました。

基調講演後の対話で、他の大学の研究者の様子を覗くことができたので、珍しいチャンスだと思っています。

ブレイクアウトセッションで（テーマからは外れてしまいましたが）他大学や企業の方と対話ができて、いろいろな意見が聞けて参考になりました。

社会人ドクターであることを明かして話をすると他の学生さんから民間企業はどのような感じなのか質問攻めになった。

対話に参加していません。

４人で行うディスカッションが良かった。

このような形式のディスカッションは初めてだったため、少し戸惑った部分があったが、楽しめた。
知らない方との対話はやる前は大変緊張いたしましたが、ご縁があり同じグループとなった皆さま、立場の違う皆さまの貴重なご意見やお話を伺えて大変楽しかったです。
また、参加前の緊張のなか、吉原先生が「ではみなさん、いってらっしゃい！」と笑顔で手を振って下さってとても癒されました。ありがとうございます。
時間が不足気味で、十分な情報交換ができなかった。

他大学の分野の違う学生と話せたのはとてもよかったです．

参加者同士が意見交換でき、学んだことをさらに深めることや情報交換ができました。もう少し時間を長くしても良かったかと思います。

すみません、授業のため参加できませんでした。前項は集計から削除をお願いいたします。

参加しておりません。

所用で「対話」はパスしました。

少し時間が短かった。

意見交換は、新たな考えを生み出す機会や情報収集の手段になるので良いと思う

Q6.コンソーシアム（全12大学）の取組みについてご意見がございましたら、お聞かせください。
コメント(15)

博士人材のキャリアパス支援は重要と思いますので、今後も協力して進めていただけると嬉しいです。

今後ともよろしくお願いします。

博士人材の活用が進むよう他大学と連携して取り組んでいきたい

文科省の支援が切れても継続していることは頭が下がります。これを機に、経済界と組んで恒常的な組織・枠組みが作れれば良いと思います。

1回/年のシンポジウムは、今後も開催されるのでしたらご案内をいただけましたらと思います。

私が学生側として参加することはもうありませんが、学生側から見ても非常に有用なものでした。今後も続けていただきたいです。

引き続き、人材の交流、情報の共有、を行っていただき、日本全体の博士研究の活性化を期待しています。

素晴らしいだと思います。北大として東大、阪大、京大など組合もできればさらに良くなると思います。

博士課程学生にとって情報収集が出来る非常に有意義な取り組みだと思いますので、何らかの形で引き続き継続していけるように期待しております。

より多くの大学の連携につながることを期待します。

コンソーシアム共有プログラムは今後も重要だと思います。いつもたくさんのプログラムを共有していただき、ありがたいです。
博士課程前期学生の保護者にも、博士課程後期への進学に未来があることを知ってもらうことが必要だと思います。
現実問題として、保護者にはドクターまで進んだら就職がないという印象しかありません。
私の子供も現在Ｍ２ですが、就活に疲れた時にドクターいこうかな、と相談された時、就職ないからやめてと即答しました。
最初から博士課程後期に進学を望むような優秀な方でも、なかなか就職がないのに、
就活が上手くいかないからという理由で生きていけるほど甘い道では無いと思ったからです。
でも、今回の講演を聴いて、熱意を持って研究に臨んでいるのであれば、アカデミアは難しくても企業に需要が広がりつつあるということを知りました。
このことを博士課程前期の学生やその保護者に知ってもらうことが大切なのかなと思いました。
博士学生や，博士進学する予定の修士学生にとってとても貴重な取り組みなのでこれからも続けて欲しいです。

大学別の博士セミナーがあり，そのセミナーに学生は相互に参加できるとのことでしたが,コンソーシアム合同の博士イベントなどがあると良いと思いました。

博士学生の価値向上に繋がるとても有益な取組であると考えています。
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Q7.　シンポジウム全体を通してのご意見・ご感想をお聞かせください。

コメント(22)

オンライン開催で対面開催とはまた違ったご苦労があったかと思います。大変お疲れさまでした！ありがとうございました！

オンラインでグループワークがあっても特に違和感がありませんでした。準備、運営ありがとうございます。お疲れさまでした。
とても新鮮なお話をお聞きすることができ、大変勉強になりました。
専門性の深化に偏りがちな先生方に、なんとかつなげることができればいいなと思います。
これがある意味、一番難しいことでもありますが・・・。ありがとうございました。
他大学、企業との対話の時間がもう少し欲しかった

引き続きよろしくお願いいたします。
私にとっては初めて他大学の大学院生とキャリアの話をする機会であり，
分野ごとの違いや就活に対する漠然とした不安など情報を共有できる貴重な機会となったので参加してよかったと思う。
学生、院生にとって励みになると思います。
これを機に、大学院教育の中に「キャリアデザイン」を位置付けたら如何でしょうか（学部教育と接続して）。
コロナ禍でのオンライン開催ということで、内容、進行について工夫を凝らされたもので、
関係者の方のご尽力のたまものだったと思います。参加させていただきありがとうございました。
今年度はリモート開催ということで、参加し易かったです。
しかし状況が落ち着きましたら対面での開催もご検討いただけたらと思います。
対話に参加できず申し訳ございませんでした。
企業とは異なる目線を感じることができ、大変勉強になった。
最新の情報を共有・交換できる機会を設けていただきありがとうございます。
自分の知らない分野のこと、幅広い知見を吸収でき、非常に有意義な時間でした。
博士課程学生の専門性が活きる仕事としてどのような仕事があるかを知る良い機会だと思います。今後も引き続き、継続、拡大して頂けることを希望します。

大変参考になりました。

よい企画でした。

とても有意義な時間でした。ありがとうございました。
参加された学生さんは、民間企業と大学との違いを知りたいと感じました。
社会人ドクターとの座談会をやっても良いのではないかと思いました。（実施する場合はぜひとも協力したいと思います）
大学の先生方や学生の方ばかりで、場違いだったかなと思いながら受講していましたが、
スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）事業担当者としては、卒業生のキャリア追跡調査を考えていく上で、
参考になるお話がたくさんありました。有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
来年も参加したいです。

ご準備等たいへんだったこととお察ししております。ぜひまたイベントへ参加させていただきます。ありがとうございました。
シンポジウムのなかでもありましたが、博士人材のなかでも、とりわけ人文社系の問題は根深いものがあると思います。
特に大学教員採用状況を見ても、アカデミックポストの数が増えることなく、採用されている方の多くが旧帝大か海外大学から帰国で占められています。
この点については特に私立大学にとってはキャリアパスの多様化は喫緊の課題かと思います。人文社系のキャリアパスの拡大は簡単にはできないテーマですので、
複数の大学・企業が連携して、少しずつ動かしていく必要があると思いますので、今回のような場は非常に重要だと思いました。
大変お疲れ様でした。是非、次回のコンソの会議で学生がどのように基調講演を受け止めたのかをご共有いただけますと幸いです。

このような機会を設けていただきありがとうございました。オンライン開催に向け何かとご苦労があったとお察しいたします。お疲れ様でした。

【開催日時】　2020年10月13日(火）13:00～17:00

【開催場所】　オンライン開催（Zoom)

【申込人数】　81名

【参加人数】　64名

【アンケート回答数】　39名
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