
東北大学

東北大学高度教養教育・学生支援機構
キャリア支援センター
高度イノベーション博士人財育成ユニット
Tel: 022-795-3231
Email: high-ca@grp.tohoku.ac.jp 東京理科大学

東京理科大学 学生支援部就職課(神楽坂)
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
9号館1階キャリアセンター
Tel: 03-5228-8125
Email: ksyushoku@admin.tus.ac.jp 神戸大学

神戸大学キャリアセンター
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
神戸大学キャリアセンター
Tel: 078-803-5217
Email: stdnt-shushoku@office.kobe-u.ac.jp
http://www.career.kobe-u.ac.jp/

筑波大学

筑波大学
ダイバーシティ・アクセシビリティ・
キャリアセンター／学生部就職課
〒305-8577 茨城県つくば市天王台1-1-1
Tel: 029-853-5948
Email: syushokuka@un.tsukuba.ac.jp お茶の水女子大学

お茶の水女子大学 学生・キャリア支援課
〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1
学生センター棟2F
Tel: 03-5978-5146
Email: gakusei@cc.ocha.ac.jp

奈良女子大学

奈良女子大学男女共同参画推進機構
キャリア開発支援本部
〒630-8506 奈良市北魚屋西町 H棟5階
H501
Tel: 0742-20-3572
Email: career-k@cc.nara-wu.ac.jp
http://cdpd.nara-wu.ac.jp/

東京大学

東京大学大学院工学系研究科
機械工学専攻GMSIプログラム事務局
〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1
工学部2号館2階203号室
Tel: 03-5842-0696（内線20696）
Email: office@gmsi.t.u-tokyo.ac.jp
http://gmsi.t.u-tokyo.ac.jp/ 京都大学

京都大学キャリアサポートルーム
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
Tel: 075-753-2547
Email:
choki-internship@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

九州大学

九州大学学務部学生支援課
〒814-0001 福岡市西区元岡744番地
（センター1号館2階）
Tel: 092-802-5903
Email: gascareer3@jimu.kyushu-u.ac.jp

東京工業大学

東京工業大学
イノベーション人財養成機構事務室
〒152-8550 東京都目黒区

大岡山2-12-1-S6-1
メールボックス番号: S6-1
Email: iidpinfo@jim.titech.ac.jp 大阪大学

大阪大学産学連携本部共創人材育成部門
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-8
テクノアライアンス棟
Tel: 06-6879-4136
Email: consortium@uic.osaka-u.ac.jp
http://www.uic.osaka-u.ac.jp/led/ 鹿児島大学

鹿児島大学大学院理工学研究科
地域コトづくりセンター
Tel: 099-285-7689
Email: kotozukuri@gm.kagoshima-u.ac.jp

早稲田大学

早稲田大学博士キャリアセンター
〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1
51号館 9階09-05室
Tel: 03-5286-8041
Email: info@waseda-dscc.jp

大阪府立大学

大阪府立大学 高等教育推進機構
高度人材育成センター
〒599-8531 堺市中区学園町1番1号
Tel: 072-254-8266
Email: jinzai@21c.osakafu-u.ac.jp

一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会（C-ENGINE）
〒606-8302 京都市左京区吉田牛ノ宮町4 日本イタリア会館305
TEL 075-746-6872 MAIL contact@c-engine.org
URL http://www.c-engine.org Facebook https://www.facebook.com/invhr.org

「一流の研究者になる前に、一人前の研究者になろう」
協議会(C-ENGINE)は、研究インターンシップをとおして、学生が一人前の研究者として身につけるべきトランスファラブルスキル
の習得を支援します。さらに、産学の対話と知の交流により相互理解を深め、我が国の研究力に厚みをもたせイノベーション創出
に貢献します。

協議会会員
[企業] (五十音順)

(2018年4月現在)

[大学] 問い合わせ先

2018年版

理系大学院生※のみなさんの
さらなる成長の機会となる

研究インターンシップに

してみませんか?挑戦挑戦
研究インターンシップに

してみませんか?

一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会(C-ENGINE)

※ポスドクのみなさんも対象です
文系の方はご相談ください
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C-ENGINEの研究インターンシップは、修士課程・博士課程・ポスドクなど若手研究者が産官学を問わず
将来イノベーティブな人材として活躍することを目的とした教育プログラムです。
就職のためのインターンシップとは異なり、これまで培った研究力を活かして産業界の研究開発実務
に関わることで、俯瞰力、チームワーク力、マネジメント力などを学び、研究者としての幅を広げます。

C-ENGINEのインターンシップには、３つの特徴があります

組織と組織のインターンシップ
コンソーシアムとして事例を共有し、
研究インターンシップの質向上につなげます！

中長期の研究インターンシップ
基本技術の指導や習得だけでなく、より実践的な研究をとおして
協働する場を提供します！

オンラインとオフラインでのマッチング
IDMシステムと、大学コーディネーターのハンズオン支援により、
効率的でていねいなマッチングのしくみを構築しています！

C-ENGINEがめざすインターンシップ

社会での実地体験を
大学研究に結びつけ、
新たな学習意欲を
喚起する

トランスファラブル
スキルをそなえた
実践的な人材を育成
する

企業研究現場での
協働をとおして視野
を拡げ、キャリアパ
スの選択肢を拡げる

学生の発想力、知識・
知見を取り込み、オー
プンイノベーションに
つなげる

産学の交流をとおして
産業界のニーズを大学院
教育に反映する

先端の学術成果の動向を
入手し、共同研究につな
げる機会を得る

学生・大学・企業がWin3 となる
インターンシップをめざします

まずはIDMのアカウント登録から始めよう！

IDMにアカウント登録をおこなうことで、参画企業が限定公開している
インターンシップ募集テーマをチェックすることができます。
登録された個人情報は、本活動のみに利用され他の機関が利用することはありません。

スマホでの登録

研究インターンシップ「10の質問」
「インターンシップには興味はあるけれど、2ヶ月も研究室を離れられない」「どんなプログラムに参加すればいいの？」

「研究インターンシップって、本当に価値があるの？」「インターンシップの応募の手順がわからない」
説明会などでよく耳にする学生のみなさんの質問を集めました。「？」を「！」に変える情報が詰まっています。

●研究インターンシップを経験した学生・企業の声

Q１：一般的なインターンシップとの違いは？

Ａ：企業での研究の現場を一定期間体験することで、大学では得
られないさまざまな「気づき」を得て、研究者としてさらに成長
できる素地を築いていただくことを目的に、良質なインターン
シップの機会を提供します。また、大学の公認事業としてコー
ディネーターのサポートを得ることもでき、インターンシップ
テーマや日程などカスタマイズすることが可能です。

Q２：インターンシップに参加する学生の学年や専攻は？

Ａ：修士１年、博士１年、博士２年の学生のみなさんが多く参加
されています。博士・ポスドク学生で約６割となっています。専
攻には偏りがありませんが、基礎学問（数学・物理）を専攻され
ている学生のみなさまが多く参加されています。

Q３：中長期とありますが、
すべて２ヶ月以上の
プログラムでしょうか？

Ａ：１~２ヶ月以内が全体の
４６％を占めます。「時間的
余裕がないので参加は無理」
とあきらめず、プログラムを
検討してみませんか。

Q４：インターンシップに参加すると、就職には有利なので
しょうか？

Ａ：直接的には関係はありませんが、インターンシップをとお
して企業の研究現場や風土を理解することができます。企業は
学生の能力や取り組む姿勢を確認できます。インターンシップ
先への就職を希望する場合には、互いに理解しあえていること
が有利になるといえるでしょう。

Q５：アカデミアに残ることを考えていますが、インターンシップ
に参加することができますか？

Ａ：C-ENGINEのインターンシップは、自身に必要なトランス
ファラブルを意識することで研究者として更なる成長の機会に
なります。また、非競争領域における長期的視野にたった基礎
研究の種探しができます。積極的な参加をお願いします。

Q６：インターンシップに参加することでの学生のメリットを
教えてください。

Ａ：研究者としての知識・技術・考え方の幅を拡げることができ、
自分の能力や可能性を試すことができます。課題解決に不可欠な
コミュニケーション力、プレゼンテーション力、チームワークな
どを学ぶことができます。また、逆に、自身に不足しているもの
を認識することができます。

Q７：掲載テーマのなかに、適当なテーマが見当たりません。

Ａ： C-ENGINEの参画企業には、学生からのテーマ応募型の企
業もあります。企業の研究内容を確認し、希望する研究テーマ
を明確にしたうえでコーディネーターに相談してみてください。

Q８：インターンシップに参加したいのですが、希望する企業
が遠方です。

Ａ：受け入れ企業ごとに対応は異なりますが、原則としてホテ
ルや寮などをご提供いただけます。コーディネーターに相談し
てみてください。

Q９：コーディネーターの役割りは何ですか？

Ａ：インターンシップ・テーマの設定や日程調整、事前の打ち
合わせやインターンシップ中の連絡、参加後のフォローなど学
生（教員）と企業のパイプ役として、インターンシップが実り
あるものになるよう細やかにサポートします。

Q10：インターンシップに参加するさいに意識すべきことは？
Ａ：貴重な時間をインターンシップに充てることになります。
時間を無駄なものにしないように、インターンシップをおこな
うことでの目標やゴールを明確にしてください。インターン
シップ・テーマが決まれば、事前にその分野の事前学習、準備
などをすることが必要です。大学によってはコーディネーター
による事前教育の場が設けられることがありますので、積極的
に参加しましょう。
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Ｍ１
37%

Ｍ２
3%Ｄ１

22%

Ｄ２
27%

Ｄ３
3%

ＯＤ/ＰＤ
8% 機械

18%

電気・電子
7%

その他工学
2%

化学
16%

情報
10%

生物系
13%

数物学
19%

環境学
3%

医薬系
5%

建築系
2%

その他
5%

＜学年別構成＞ ＜専攻別構成＞

＜実際のインターンシップの期間＞

大
阪
大
学
Ｄ
１
▼
ロ
ー
ト
製
薬

九
州
大
学
Ｄ
２
▼
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク

学生の感想

企業担当者から

学生の感想

企業担当者から

学生の感想

企業担当者から

現場で通用する技術というのは、高度に理
論的で、実践的であると感じた。研究所で
は、さまざまな分野の専門家が集まり、た
がいに尊敬しあい、自分を高めている姿が
印象的であった。

与えられたテーマに対して、複数の解決策
を立案し。シミュレーションによる事前の
検討結果を持って担当社員に詳細を説明す
るなど、主体性、分析能力、コミュニケー
ション能力の高い学生であった。ほかの社
員やインターン生とも積極的に交流をして
おり、両者にとって良い刺激になった。

企業での研究は応用や開発が中心だと思っ
ていたが、基礎研究をとても大事にしてい
ること、そのことが高品質な製品の原点で
あることを理解した。今後、応用や生産技
術につながる基礎研究のイメージを身につ
けたい。

２か月という期間でテーマの立ち上げから
評価までを完遂することで、仕事の一連の
流れを理解していただけたと共に、学生の
個性・能力をよく把握でき、適切な指導が
できた。

積極的に挑戦する姿勢、綿密な研究計画、基礎
理論の理解の重要性を学んだ。研究インターン
シップは、自らアプローチ提案ができ、研究能
力を自己評価できる。未知の世界の経験、適性
の発見、研究能力を試したいという学生には、
本プログラムを活用してもらいたい。

学生提案のテーマを受け入れることで、双方に
とって意味のあるインターンシップとなった。
会社としても課題に対する方向性の提示、社員
の基礎技術力のレベルアップをはかれた。関連
技術を有する研究室とのネットワーックを構築
できたことも有意義であった。

参加学生 220名（H26~H29年12月まで）

1ヶ月未満
15%

1～２ヶ月以内
46%
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特徴

1

特徴
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特徴

3

◆インターン開始までの一般的な流れ

IDMシステムにログイン
研究内容、興味、希望などをIDMに登録
インターン募集テーマの閲覧

インターンシップへの応募
コーディネーター・指導教員と相談の上
応募、エントリーシートの提出

マッチング成立→事前準備
大学・企業間での契約手続き、保険加入
事前学習

参加申込み
IDMシステムにアカウント登録

学生、コーディネーター、
企業担当者で三者面談
実施テーマ、時期、期間などの相談を含む

インターンシップ開始
企業研究者との協働がはじまります！
思いきり活躍してください！
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