
-長期インターンシップ
海洋観測支援センタ一所属のポストドクター (1名)から提出された応募申請書

をもとに、観測-調査等キャリア審査・評価委員会にて審議し、海洋調査関連

企業に2月から長期インタ ーンシ ップさせることが決定しました。

-キャリアワークショップ
平成24年3月に、各種業種で活躍する博士号取得社会人の講演等を行います。

-キャリア懇談会
キャリアワークショ ッブに引き続いて開催し、より活発な意見交換を行う乙と

を目的としています。

-合同セミナ一
平成23年度は準備期間とし、平成24年度に企業等の第一線で活躍する技術者 -

実務者 ，管理者を非常勤講師として招鴫し、大学院学生等を対象にした海洋

観測などに関する合同セミナーを実施する予定です。

事業全体は23年度から27年度までの5ヵ年計画です。

初年度から3年度までを第一段階の取組みと位置

づけ、海洋観測分野を中心に、事業を実施していきます。

4年度以降は事業対象分野を拡大し、東京海洋大学

の博士後期課程に関連する業種・業界等と、徐々

にキャ ッチアップをはかつていきます。

員15義金大学
海洋観測支援センター観測・調査等キャリア開発室

干108-8477 東京都港区港南4-5-7白鷹館2階

ホームページ http:グwww.ooc.kaiyodai.ac.jp/index_pd.html
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「海洋関連人材キャリアバス開発プログラムJについて ポストドクター 博士後期課程学生 教員

本プログラムは、企業と協働で行う長期インターン ポストドクター ・博士後期課程学生の多様なキャ

シッ プやワークショップ等を通じ、東京海洋大学の

研究に携わ っているポス トドクタ ーの皆さんや、

博士後期課程に在籍する皆さんのキャリアパスの

拡大を 目指します。

リアパスの構築を図ります。 長期インターンシップ 合同セミナー
企業での実務を「学ぶ」

本学では、乙れまでにも食品・流通業界について、

「研究 ・実務融合による食の高度職業人養成」プロ

グラムにおいて博士後期課程学生を対象にイン

ターンシップを実施していますが、本プログラムを

通じ博士後期課程学生のインターンシップの充実及び

ポス トドクターへの対象拡大を図っていきます。

企業実務の経験 ・相互のニーズを反映

民間企業の第 線の技術者実務者管 理 者

を非常勤講師と して招聴し、大学院学生を

対象にした海洋観測などに関する合同セミ

ナー を実施する予定です.合同セミナーは

年 5回程度(博土後期課程学生には単位認定

の対象[予定])とし、民間企業等で実施す

る海洋観測 調査の概要、業務の内容や受

注先の現状、業務ニーズの把握と開拓、環境

アセスメント等の制度 法規、観測 ー調査

海洋観測支援策務・

調査船運航業務業界 L

及び環境問査 コン

サルタン卜業務業界

におけるインターン

シップは、随時の乗

船 ・フィ ルド調査

を含むこととし、合計で 3ヶ月以上を予定します.

海洋観測・フィールド翻査に特有の事情とし

て、調査場所 内容により調査期間 ・頻度が

様々である点が挙げられます.また、現場で

のデータ取得に付随する形で、調査委託元と

本学海洋科学技術研究科及び海洋観測支援セン

ターの分担と連携の下、①海洋観測支援業務 ・調査

船運航業務業界、②環境調査 ・コンサルタン卜業務

業界、①その他海洋関連産業と連携を図り、本学の

のデータ品質管理、報告書作成の実際等につ

いて学ぷ機会を提供します.

※平成24年度から開催予定。

の協議・打ち合わせ、調査計画立案、データ

取得後の解析、報告書作成などの業務が存在

しています。特定の現場調査については、付随

する陸上業務を一貫して担当する形のイン

ターンシッブが望ましいため、調査の実態に

応じて柔軟に対応する形を予定します。

また派遣するポストドクターの選抜に当たっ

ては、学内公募し、第三者関与の観測 ・調査

等キャリア審査 評価委員会にて学業成績、

研究業績の他、志望動機を特に重視した上で

総合的に判断します。

キャリアワークショッブ
企業での経験を「共有する」

応募 ・審査
観測 ・調査等

キャリア審査・評価委員会

主に民間企業等で

実施している観測 ・

調査業務のケース

スタディ、観測調査

技術やデー タ解析

技術のブラッシュ

アップ等を内容と

した、「キャリアワークショップJを年 4回

程度定期的に開催し、企業側、インターン

シップ経験者等との情報交換と交流を目的と

します。事業開始当初は上記の業界から 4社

程度を中心に進めつつ、必要に応じてこれら

以外の業種からも参画も求め、内容の充実を

図るとともに、順次拡大を図ります。
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評価・助言

観測 ・調査等
キャリア事業推進委員会

ポストドクター

憾士後期課程学生

キャリア懇談会
自由に「交流する」

キャリアワークショップに加えて、よりインフォー

マルな形での情報交換と交流を目的とします.

意
見
等観測 ・調査等キャリア開発室

(海洋観測支援センター内に設置)

状況視察

-海洋観測支援業務 ・調査船運航業務業界

.環境調査・コンサルタン卜業務業界

・食品 ・流通業界

・その他

対象企業
インターンシップ実施

対象分野拡大

※「ポストドクター ・インターンシッブ推進事業J採択事業
「海洋関連人材キャリアパス開発プログラムJは文部科学省 科学技術人材育成費補助事業

「ポストドクター・インターンシップ推進事業」に採択されています。

その他 関連産業分野


