
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 

博士人材のキャリア開発 
海洋関連人材キャリアパス開発プログラム 

■ 活動事例集 ■ 

高度専門キャリア形成論（平成２５年度および平成２６年度） 
 





資料－１ 

「高度専門キャリア形成論Ⅰ・Ⅱ」ポスター 

《平成2６年度第１～１１回》 





文部科学省科学技術人材育成費補助金  
「ポストドクター・インターンシップ推進事業」 

 「将来の働き方の選択肢と 
         就職を考える」 

国立大学法人東京海洋大学 
   キャリア開発室 

品川キャンパス  
白鷹館 2階多目的スペースⅠ  

   平成26年度 第1回高度専門キャリア形成論   

日時 2014年 4月24日(木) 16:20 –17:50  

場所 

講師 塩谷 和美 特任教授  

グローバル化が進み、キャリアを取り巻く環境も大きく変化しています。 

『自分の夢や目標に向けての将来構想』を展望し、 

自分らしい働き方の実現のための《キャリアデザイン》を考えます。 

京都府出身 
昭和４７年３月  東京水産大学 漁業学科卒業 
経歴 
・水産漁具メーカーを経て、 

・セブンイレブンジャパン創業時のメンバーとして入社、 

 店舗開発、東京・関西営業統括部長を歴任。 

・アパレル企業(株)ワールドに転じ業務推進部長、 

 新規事業を起し会社社長。 

・大型Ｍ＆Ａを手がけたファンドの執行役員。 

ベンチャー企業や経営コンサルタントの経験を経て、 

・平成１６年よりチャレンジャー・グレイ・クリスマス(株)の 

 主席講師としてキャリアデザイン研修を担当し、 

 民間企業で１６０００人が受講している。 

・産業カウンセラー、キャリアコンサルタント 

                （日本産業カウンセラー協会） 
   

 
 
大学院生の皆さんへ 
 
10回程度開講予定の「高度専門キャリア形成論」を７回以上出席した場合、 
下記の単位が取得できます。 
 

前期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅰ単位（１単位） 
後期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅱ単位（１単位） 

 

〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 

03-5463-0575 (TEL) career@m.kaiyodai.ac.jp 

http://www.kaiyodaicareer.com/ 

お問い合わせ 



  
本学で博士号を取得後、多国籍な食品と日用品で世界的大企業のユニリーバの研究所で活躍してい
る卒業生、井上千春氏（食品生産学科卒）をお迎えし「海外でのキャリア形成」についてご講演い
ただきます。将来海外で仕事をしたいとお考えの学生・院生・ポスドクの方々、直接話が聞ける貴
重なこの機会をお見逃しなく！ ★この特別セミナーは「高度専門キャリア形成論」の出席として
カウントします★ 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

日  時：2014年 ５月 ２日(金) 
       15:00 ～ 16:30 
 

会  場：東京海洋大学 品川キャンパス  

       白鷹館２階  多目的スペース 
 

海外で仕事をしたい研究者のための 

＜プログラム＞ 
15:00    開会挨拶  キャリア開発室 

15:05    講演     井上 千春氏 （Unilever R&D Vlaardingen  

                                                    Biopolymer Scientist ） 

             講演内容 今までのキャリアについて  現在のお仕事について 

              海外で働くには?   ワークライフバランスについて  等の
予定 

16:10    質疑応答 
(16:30 終了予定） 

お子様連れでも安心してご参加ください。ご利用希望の方はオフィス海なみまで 

託児・一時休憩スペース(ペンギンルーム)あります 

＜お問合せ先＞ 国立大学法人東京海洋大学     
          〒108-8477 東京都港区港南4-5-7  
◇グローバル人材育成推進室  TEL.03-5463-0816  
    http://www.kaiyodaiglobal.com/ 
 
◇キャリア開発室   TEL.03-5463-0575  
     http://www.kaiyodaicareer.com/ 
 
◇男女共同参画推進室 女性研究者支援機構  TEL. 03-5463-0680 
    http://uminaminet.jp/ 

  

 ＜当会場へのアクセス＞ 品川キャンパス：東京都港区港南４－５－７ 
・JR線・京浜急行線品川駅港南口(東口)から正門まで徒歩約10分 
・東京モノレール天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り、裏門まで約１０分 
・りんかい線天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り裏門まで約 １５分 

白鷹館は、正門入って 
すぐ 

どなたでも 
参加無料 

 

主催：東京海洋大学  
協賛：グローバル人材育成推進室 キャリア開発室 男女共同参画推進室女性研究者支援機構 

<講演者> 
  井上千春氏 (ユニリーバ研究所) 

☆講演者プロフィール☆ 
   井上 千春（Chiharu Inoue）氏    
    東京都出身  2000年東京水産大学食品生産学科博士後期課程修了 

    広島大学ベンチャービジネスラボラトリで２年間のポスドクを経て、2002年より、Unilever R&D Colworth (イギリス)へ入社。 
    Biopolymer Scientist。2005年より、Unilever R&D Vlaardingen (オランダ)へ転勤、同じくBiopolymer Scientist。 
  国際的な企業の一研究者として、様々な食品の研究開発に加わる。複数の特許に共同発明者として参加。 
    製品化されたものとしてゼリー状スープの素がある。 

事前申込 
不要 

 

～世界で活躍している博士研究者に聞く、海外でのキャリア形成とは～ 

  

←「高度専門キャリア形成論」 
  についてはこちらまで 



１６：２０ 開催挨拶        

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1６：３０   高度専門キャリア形成論 講義 
       講師：永井 清仁 先生 
         株式会社ミキモト 真珠研究所所長 
 

            モデレーター：瀬川 進 先生  
            東京農業大学教授、本学名誉教授          

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時 

1７：５０ 終了 

場所 

大学院生の皆さんへ 
 

10回程度開講予定の高度専門キャリア形成論を７回出席された場合 
  下記の単位が取得できます。 

  前期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅰ単位（１単位） 
  後期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅱ単位（１単位） 

主催 

品川キャンパス白鷹館2階 多目的スペース1 
 

201４年 ５月２９ 日（木）1６：２0-1７：５0 

R-MaST 

 

 

 

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」 

     
平成2６年度 第3回 高度専門キャリア形成論 

 
 

 

     第3回の高度専門キャリア形成論は、企業の研究所における研究について
取り上げます。ミキモト真珠養殖研究所所長の永井先生をお招きして、企業
における研究や真珠の養殖についてお話いただきます。PDや大学院生だけで
なく学部生の方も是非受講してください。 

国立大学法人 東京海洋大学  
キャリア開発室 
TEL: 03-5463-0575 
career@m.kaiyodai.ac.jp 
http://www.kaiyodaicareer.com  
 
 

 
 
講師 

永井 清仁 先生 
 

経歴 
1982年  東京水産大学 増殖学科卒業 
      株式会社ミキモト入社 
1996年  株式会社ミキモト 真珠研究所所長 
2001年  真珠賞（真珠新聞社）受賞 
2003年    日本水産学会技術賞（日本水産学会）受
賞 
2006年    九州大学に於いて農学博士号取得 
 
     



文部科学省科学技術人材育成費補助金 「ポストドクター・インターンシップ推進事業」 

「いま企業が 

   求める人材とは」 

国立大学法人東京海洋大学 
   キャリア開発室 

   平成26年度 第4回高度専門キャリア形成論   

講師 塩谷 和美 特任教授  

《社会と企業の変化》を知ろう！ 

 
昭和４７年３月  東京水産大学 漁業学科卒業 
 
経歴 

・セブンイレブンジャパン創業時のメンバーとして入社、 

 その後アパレル企業や大型Ｍ＆Ａファンドの執行役員を歴任 

 

・企業でのマネジメントや経営コンサルタントの経験を活かし、 

 この１０年間は大手企業でキャリアデザイン・リーダーシップ 

 研修を実施し、１６,０００人が受講している。                 

 

 
大学院生の皆さんへ 
 
10回程度開講予定の「高度専門キャリア形成論」を７回以上出席した場合、 
下記の単位が取得できます。 
 

前期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅰ単位（１単位） 
後期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅱ単位（１単位） 

 
〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 

03-5463-0575 (TEL) career@m.kaiyodai.ac.jp 

http://www.kaiyodaicareer.com/ 

お問い合わせ 

  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

日  時：2014年 ６月 1９日(木) 
        １６:２０ ～ １７:５０ 
 

会  場：東京海洋大学 品川キャンパス  

       2号館  １００A講義室 
 

キャリアデザインシリーズ ２ 

自分の就職活動への関心や準備度を知ろう！ 
今回の講義の中でアセスメント[就職レディネスチェック]が 

無料で受けられます 



  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

日  時：2014年 ７月 10日(木) 
       1６:２0 ～ 1７:５0 
 

会  場：東京海洋大学 品川キャンパス  

       白鷹館２階  多目的スペース 
 

第５回 高度専門キャリア形成論 

＜プログラム＞ 
16:20    開会挨拶   
 

16:25    講演      渡邉  一功 氏  

                     （一般社団法人 漁業情報サービスセンター） 

17:05   講演         田中 智行 氏  

                     （株式会社マリン・ワーク・ジャパン） 

17:50    閉会挨拶 
 

～水産や海洋で活躍している博士研究者に聞く、学位取得者に期待されることとは～ 

  

大学院生の皆さんへ 
 

10回程度開講予定の高度専門キャリア形成論を７回出席された場合 
下記の単位が取得できます。 

  前期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅰ単位（１単位） 
  後期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅱ単位（１単位） 

国立大学法人 東京海洋大学  
キャリア開発室 
TEL: 03-5463-0575 
career@m.kaiyodai.ac.jp 
http://www.kaiyodaicareer.com  
 
 

R-MaST 
主催 

講師 
渡邉 一功 先生  
一般社団法人漁業情報サービスセンター 
事業２課課長代理 
 
 
 
経歴 
１９９５年３月  東京水産大学 水産学研究科博士前期課程 修了 
１９９５年４月  社団法人漁業情報サービスセンター    入社 
２００６年９月  東京海洋大学  
         海洋科学技術研究科博士後期課程     修了  
 
サンマ、スルメイカ、さば、いわしなどの情報収集・提供・研究を 
行っている他、資源評価のための情報システムの管理、温暖化による 
漁場変化などの研究を行っている。 
 

     

 
講師 
田中 智行 先生  
株式会社マリン・ワーク・ジャパン 
海洋地球科学部 地球科学分野  
地球環境分析室 地球化学課 課長 
 
 

経歴 
１９９５年３月  東京水産大学 資源育成学科       卒業 
２０００年３月  名古屋大学大学院 博士後期課程     修了 
２０００年４月  地球観測フロンティア研究システム     
２０００年７月  アラスカ大学フェアバンクス校 
         国際北極圏研究センター 
２００４年４月  株式会社マリン・ワーク・ジャパン 
 
地球深部探査船「ちきゅう」の建造時期から研究区画の立ち上げに携わり、
現在、IODP国際深海科学掘削計画のもとで実施される掘削航海のラボオ
フィサーを務める。 

     



 発展途上国で国際協力を行っているコンサルティング会社の方をお迎えし「海外支援を通して
のキャリア形成」についてご講演いただきます。講演後、懇談会を予定しております。 

★懇談会で将来海外で仕事をしたいとお考えの学生・院生・ポスドクの方々、 

直接話が聞ける貴重なこの機会をお見逃しなく！★ 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

博士が海外で活躍する 第２
弾！ 

＜プログラム＞ 
16:20    開会挨拶   
16:25    講演     寺島 裕晃氏                        

                       アイ・シー・ネット株式会社 代表取締役   

     〈質疑応答〉 
 

17:20    長期インターンシップ報告 
      報告者    櫻井 恵子さん 本学博士後期課程２年 

                  （研修先：アイ・シー・ネット株式会社） 
            〈質疑応答〉 
 

18:00    懇談会 挨拶 
 
 (19:00 終了予定） 

<講演者> 
  寺島裕晃氏   (ｱｲ・ｼｰ・ﾈｯﾄ株式会社) 

☆講演者プロフィール☆ 
  寺島 裕晃 氏 水産学博士 

 1992年北里大学大学院にて博士号取得後、1998年１月
にアイシーネット株式会社入社。1998年6月より
2002年12月までモーリシャスで沿岸生態系調査
のJICA専門家。その後、主に水産分野のコンサル
タントとして、JICAや世銀の案件に従事し、 
2009年より代表取締役に就任。 
     

水産分野の国際協力 

 

大学院生の皆さんへ 
 

10回程度開講予定の高度専門キャリア形成論を７回出席された場合 
下記の単位が取得できます。 

  前期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅰ単位（１単位） 
  後期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅱ単位（１単位） 事前申込 

不要 
 

どなたでも 
参加無料 

 

国立大学法人 東京海洋大学  
キャリア開発室 
TEL: 03-5463-0575 
career@m.kaiyodai.ac.jp 
http://www.kaiyodaicareer.com  
 
 

R-MaST 

第１回 キャリアワークショップ 
第６回 高度専門キャリア形成論 

文部科学省科学技術人材育成費補助金 「ポストドクター・インターンシップ推進事
業」 

日  時：2014年 ９月 18日(木) 
       1６:２0 ～ 1９:０0 
 

会  場：東京海洋大学 品川キャンパス  

       白鷹館２階  多目的スペース 
 



昭和４７年  東京水産大学漁業学科卒業 
 
【 経歴 】 
セブンイレブンの創業メンバーの一人。 
企業でのマネジメントや経営コンサルタントの経験を活かし、 
大手企業で研修を実施。 １６,０００人が受講している。  

文部科学省科学技術人材育成費補助金 「ポストドクター・インターンシップ推進事業」 

国立大学法人東京海洋大学 
キャリア開発室 

平成26年度 第7回高度専門キャリア形成論 

講師 塩谷 和美 特任教授  

大学院生の皆さんへ 

１０回程度開講予定の「高度専門キャリア形成論」を７回以上出席した場合、 
下記の単位が取得できます。 

前期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅰ単位（１単位） 
後期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅱ単位（１単位） 

 
〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 
03-5463-0575 (TEL) career@m.kaiyodai.ac.jp 
http://www.kaiyodaicareer.com/ 

お問い合わせ 

日  時：2014年 10月 23日(木) 

       １６:２０ ～ １７:５０ 
 

会  場：東京海洋大学  品川キャンパス        

     白鷹館  多目的スペース 
 

キャリアデザイン講座 第３弾 

受講生の「社会人基礎力」を診断し、その強化手法を学習します 
企業はその力を高めてから実社会に出ることを求めています 

仕事をしていくために必要な力＝「社会人基礎力」 

「社会人基礎力」 

をつけよう！ 
①前に踏み出す力 
 ②考え抜く力 
  ③チームで働く力 



平成26年度 第8回 高度専門キャリア形成論 

日時： 2014年11月20日（木）16：20-17：50 
場所： 東京海洋大学 楽水会館 １階 大会議室 

広島県出身 
2006年 東京海洋大学大学院 海洋科学技術研究科 修士課程修了 
同年 日本ハム株式会社に就職、中央研究所に配属 
2011年より広島大学大学院 生物圏科学研究科博士課程に入学 
（社会人ドクター）、2012年に博士号を取得し現在に至る 

 16:20 開会挨拶（キャリア開発室） 
 16:25 講演  河口 友美 氏  
 日本ハム株式会社 中央研究所・研究員（農学博士） 
 17:30 質疑応答 
 
【講師プロフィール】  河口 友美 （こうぐち ともみ） 氏 

国立大学法人 東京海洋大学 キャリア開発室 

文部科学省科学技術人材育成費補助金 「ポストドクター・インターンシップ推進事業」 

入社以来、食品の機能性に関わる研究に従事．特に、食肉中に含ま
れる有用成分（コラーゲンや食肉ぺプチド）に焦点を当て、摂取するこ
とでヒトの体にどのようなメリットを及ぼすかを広く検討している．海洋
大女子野球部初代主将． 

 

高度専門キャリア形成論を7回出席された場合、下記の単位が取得できます 
前期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅰ単位（1単位） 
後期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅱ単位（1単位） 

TEL: 03-5463-0575 career@m.kaiyodai.ac.jp 

 http://www.kaiyodaicareer.com 

【プログラム】 

http://www.nipponham.co.jp/products/beef/


昭和４７年  東京水産大学漁業学科卒業 
 
【 経歴 】 
セブンイレブンの創業メンバーの一人。 
企業でのマネジメントや経営コンサルタントの経験を活かし、 
大手企業で研修を実施。 １６,０００人が受講している。 
キャリアコンサルタント  

文部科学省科学技術人材育成費補助金 「ポストドクター・インターンシップ推進事業」 

国立大学法人東京海洋大学 
キャリア開発室 

平成26年度 第９回高度専門キャリア形成論 

講師 塩谷 和美 特任教授  

大学院生の皆さんへ 

１０回程度開講予定の「高度専門キャリア形成論」を７回以上出席した場合、 
下記の単位が取得できます。 

前期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅰ単位（１単位） 
後期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅱ単位（１単位） 

 
〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 
03-5463-0575 (TEL) career@m.kaiyodai.ac.jp 
http://www.kaiyodaicareer.com/ 

お問い合わせ 

日  時：2014年 1２月 １８日(木) 

       １６:２０ ～ １７:５０ 
 

会  場：東京海洋大学  品川キャンパス        

     白鷹館  多目的スペース 
 

キャリアデザイン講座 第４弾 

《就活》は最も自己成長できる機会です！ 
不作為の後悔をしないための具体的行動を学びます。 

[就活成功]への心得と実践 
■自分が成長できる企業をどう見つけ出すのか 

■自分の価値をどう企業に売り込むのか 
 ≪2016就職戦線は既に始まり 

         企業は優秀人材を囲い始めている≫ 
 
 



  
日本での環境調査の最大手であるコンサルティング会社のお２人をお迎えし「トップから事業の今
後の展開やご自身のキャリア」また「昨春長期インターンシップを経て入社された王さんから、着

任後の仕事や今後の抱負」についてご講演いただきます。 

★懇談会にて企業で研究開発の仕事をしたいとお考えの方々、 

直接話が聞ける貴重なこの機会をお見逃しなく！★ 

＜プログラム＞ 
16:20   開会挨拶   

       講演  細田 昌広氏                        

            いであ株式会社 代表取締役社長  
 

17:00   講演 王 琦氏  博士（海洋科学） 
           いであ株式会社  
          水環境解析部 研究員  
      
17:40    〈質疑応答〉          

18:00    懇談会 挨拶 
  
(19:00 終了予定） 

☆講演者プロフィール 

 

大学院生の皆さんへ 
 

10回程度開講予定の高度専門キャリア形成論を７回出席された場合 
下記の単位が取得できます。 

  前期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅰ単位（１単位） 
  後期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅱ単位（１単位） 事前申込 

不要 
 

どなたでも 
参加無料 

 

国立大学法人 東京海洋大学  
キャリア開発室 
TEL: 03-5463-0575 
career@m.kaiyodai.ac.jp 
http://www.kaiyodaicareer.com  
 
 

R-MaST 

第２回 キャリアワークショップ 
第10回 高度専門キャリア形成論 

文部科学省科学技術人材育成費補助金 「ポストドクター・インターンシップ推進事
業」 

 日  時：201５年 １月 29日(木) 
         1６:２0 ～ 1９:０0 
 

 会  場：東京海洋大学 品川キャンパス  

         白鷹館２階  多目的スペース 
 

   王 琦 氏 

 

2012年9月 東京海洋大学  
      博士（海洋科学）取得 
2012年9月 東京海洋大学  
      博士研究員 
2013年1月 第54次南極地域 
      観測隊 夏隊同行者 
2013年4月 いであ株式会社 入社  

   細田 昌広 氏 

 

1979年3月  東京水産大学 
      海洋環境工学科修士修了 
1979年4月  新日本気象海洋株式会社 
      （社名変更により 
       国土環境株式会社を経て 
       現いであ株式会社）入社 
2013年3月   代表取締役に就任 

  



  
官学の研究所で活躍されている博士の方に今までのキャリアや今後博士が活躍するために 

大切なことや役割等についてご講演いただきます。 
 

★直接話が聞ける貴重なこの機会をお見逃しなく！★ 

＜プログラム＞ 
 
16:20   開会挨拶   

    講演 土井 航氏  博士（海洋科学） 
           東海大学 海洋学部 水産学科 

         講師  
 

17:00   講演 今村 伸太朗氏  博士（水産学）                       

       (独）水産総合研究センター 
        中央水産研究所  
         研究員 
            
17:40    〈質疑応答〉          

 
 (17:50 終了予定） 

 

大学院生の皆さんへ 
 

10回程度開講予定の高度専門キャリア形成論を７回出席された場合 
下記の単位が取得できます。 

  前期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅰ単位（１単位） 
  後期課程の方：高度専門キャリア形成論Ⅱ単位（１単位） 

事前申込 
不要 

 

どなたでも 
参加無料 

 

国立大学法人 東京海洋大学  
キャリア開発室 
TEL: 03-5463-0575 
career@m.kaiyodai.ac.jp 
http://www.kaiyodaicareer.com  
 
 

R-MaST 

第1１回 高度専門キャリア形成論 

文部科学省科学技術人材育成費補助金 「ポストドクター・インターンシップ推進事
業」 

 日  時：201５年 ２月 2６日(木) 
         1６:２0 ～ 1７:５0 
 

 会  場：東京海洋大学 品川キャンパス  

         2号館 １００A教室 
 

   土井  航 氏 

 

2007年３月 東京海洋大学  
       博士（海洋科学）取得 
2007年４月 東京海洋大学  
       技術補佐員・博士研究員 
2009年1月 (独）水産総合研究センター 
       遠洋水産研究所 
       研究等支援職員 
201２年4月 東海大学 講師  

   今村 伸太朗 氏 

 

2003年9月  東京水産大学 
      博士(水産学）取得 
2004年1月  ハーバード大学医学部 
      ダナファーバー癌研究所 
      スケンベンス眼研究所 
2007年5月  (独）水産総合研究センター 
       中央水産研究所 

  





資料－２ 

「隔月ニュースレター(Newsletter)」 

《平成2６年度第１～６回》 































国立大学法人 東京海洋大学 
キャリア開発室 

電  話 ：03-5463-0575 

Email ：career@m.kaiyodai.ac.jp 

WEB  ：http://www.kaiyodaicareer.com/ 

作成日 :平成26年6月 

http://www.kaiyodaicareer.com/
http://www.kaiyodaicareer.com/

