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１ 博士後期課程学生の就職（2015/H27年度） 

（２）企業・大学等への就職（155名）の主な就職先 

就職先 人数 割合 

企業 89名 57% 

国内外の大学 47名 30% 

研究機関 11名  7% 

（３）任期付き研究員（79名）の主な就職先 

就職先 人数 割合 

大学（国内） 51名 65% 

研究機関 14名 18% 

大学（国外） 10名  13% 

2016年11月学生支援課作成 （１）博士後期課程学生の修了後 

人数 割合 

企業・大学等への就職 155名 64% 

任期付き研究員  79名 33% 

一時的な職  7名 

復職     56名 

その他    17名 

未回答  30名 

平成27年度修了生合計 344名 
（日本人215名、   
留学生129名） 

アンケートに回答し
た学生で「就職を希
望する学生」のうち、
９７％は大学・企業
への就職、あるいは
任期付き研究員に就
くことができている  
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１－(1)企業・大学等への就職先（２015/H27年度） 

【企業・大学等への就職の内訳】 

2016年11月学生支援課作成 

主な就職先（人数）

企業

　　1．パナソニック　（3）

　　2．昭和電工、日立製作所、クラレ、

　　　三井化学、ファナック、積水化学工業　(2)

　　3．その他　　1名就職が複数

大学国内

　　1．東京工業大学　（6）　

　　2．神奈川大学、東北大学、東京理科大学(2)

　　3．その他　　1名就職が複数

大学国外（すべて1名）

　　ＳＨＥＮＺＨＥＮ　University（中国）　

　　Burapha University（タイ）

　　Nanyang Technological University（シンガポール）    他17

研究機関

　　1．産業技術総合研究所　（2）

　　2．医薬品医療機器総合機構、建築研究所

　　　宇宙科学研究所、物質材料研究機構、

　　　理化学研究所、科学技術振興機構、

　　　日本学術振興会、タイ国立電子コンピュータ

　　　 技術研究センター(1)　　他１

任期付き研究員

（PD）, 79 

一時的な職, 7 

復職, 56 

その他, 17 
未回答, 30 

企業, 89 
大学（国内）, 27 

大学（国外）, 21 

研究機関, 11 

その他, 5 不明, 3 

就職, 155 

就職先 人数 

企業    89 

大学 国内 教員 23 

   27 研究者 4 

  国外 
  21 

教員 11 

  研究者 10 

研究機関     10 

不明     3 

その他     5 

就職先 人数 

企業・大学就職 155 

任期付き研究員（PD） 79 

一時的な職 7 

復職 56 

その他 17 

未回答 30 


フルタイムポスト、任期付研究員

								人数 ニンズウ												所属先 ショゾク サキ		人数 ニンズウ																主な就職先（人数） オモ シュウショク サキ ニンズウ

																研究機関（人数） ケンキュウ キカン ニンズウ																						企業 キギョウ

																　1．理化学研究所　（4） リカガク ケンキュウショ																						　　1．パナソニック　（3）

																　2．海洋研究開発機構　（2）　 カイヨウ ケンキュウ カイハツ キコウ																						　　2．昭和電工、日立製作所、クラレ、 ショウワ デンコウ

																　  日本原子力研究開発機構　（2） ニホン ゲンシリョク ケンキュウ カイハツ キコウ																						　　　三井化学、ファナック、積水化学工業　(2) セキスイ カガク コウギョウ

																																						　　3．その他　　1名就職が複数 タ メイ シュウショク フクスウ

						就職 シュウショク		155								大学国内（人数） ダイガク コクナイ ニンズウ				就職 シュウショク		155																大学国内 ダイガク コクナイ

						任期付き研究員（PD） ニンキ ツ ケンキュウイン		79								　1．東京工業大学　（28） トウキョウ コウギョウ ダイガク				任期付き研究員（PD） ニンキ ツ ケンキュウイン		79																　　1．東京工業大学　（6）　 トウキョウ コウギョウ ダイガク

						一時的な職 イチジ テキ ショク		7								　2．東京大学　（5） トウキョウ ダイガク				一時的な職 イチジ テキ ショク		7																　　2．神奈川大学、東北大学、東京理科大学(2) カナガワ ダイガク トウホク ダイガク トウキョウ リカ ダイガク

						復職 フクショク		56								　3．京都大学　（3） キョウト ダイガク				復職 フクショク		56																　　3．その他　　1名就職が複数 タ メイ シュウショク フクスウ

						その他 タ		17								　4．北海道大学（以下1）、東京理科大学 ホッカイドウ ダイガク イカ トウキョウ リカ ダイガク				その他 タ		17																大学国外（すべて1名） ダイガク コクガイ メイ

						未回答 ミカイトウ		30								　　横浜国立大学、電気通信大学　　他11大学 ヨコハマ コクリツ ダイガク デンキ ツウシン ダイガク ホカ ダイガク				未回答 ミカイトウ		30																　　ＳＨＥＮＺＨＥＮ　University（中国）　 チュウゴク

																大学（国外）　全て1人 ダイガク コクガイ スベ ヒト																						　　Burapha University（タイ）

				0												　Aalto　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（フィンランド）																						　　Nanyang Technological University（シンガポール）    他17 ホカ

						大学（国内） ダイガク コクナイ		51								　Stanford　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（アメリカ）				所属先 ショゾク サキ		人数 ニンズウ						大学 ダイガク		国内 コクナイ		教員 キョウイン		23				研究機関 ケンキュウキカン

						大学（国外） ダイガク コクガイ		10								　The University of Massachusetts Amherst（アメリカ）				大学（国内） ダイガク コクナイ		27										研究者 ケンキュウシャ		4				　　1．産業技術総合研究所　（2）

						研究機関 ケンキュウ キカン		14								　Toledo University（アメリカ）				大学（国外） ダイガク コクガイ		20								国外 コクガイ		教員 キョウイン		11				　　2．医薬品医療機器総合機構、建築研究所 イヤクヒン イリョウ キキ ソウゴウ キコウ ケンチク ケンキュウジョ

						企業 キギョウ		1								　Hawaii University（アメリカ）				研究機関 ケンキュウ キカン		11										研究者 ケンキュウシャ		10				　　　宇宙科学研究所、物質材料研究機構、 ウチュウ カガク ケンキュウショ ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ

						不明 フメイ		3								　Massachusetts Institute of Technology（アメリカ）				企業 キギョウ		89						研究機関 ケンキュウ キカン						10				　　　理化学研究所、科学技術振興機構、 リカガク ブツリ ケンキュウショ カガク ギジュツ シンコウ キコウ

																　Michigan State University, MSU（アメリカ）				不明 フメイ		3						企業 キギョウ						89				　　　日本学術振興会、タイ国立電子コンピュータ ニホン ガクジュツ シンコウカイ コクリツ デンシ

																　Ｕｎｉｗｅｒｓｙｔｅｔ　Warszawski（ポーランド）												その他 タ						5				　　　 技術研究センター(1)　　他１ ギジュツ ケンキュウ ホカ

																　　高エネルギー加速器研究機構 コウ カソクキ ケンキュウ キコウ

																　　遺伝学研究所 イデンガク ケンキュウショ

																　　ブルックヘブン研究所（アメリカ） ケンキュウショ

																　　宇宙科学研究所 ウチュウ カガク ケンキュウショ

																　　産業技術総合研究所 サンギョウ ギジュツ ソウゴウ ケンキュウショ









































































																																						　　　　

																																						　　　　

















































































































任期付研究員, 79



就職	一時的な職	復職	その他	未回答	大学（国内）	大学（国外）	研究機関	企業	不明	155	7	56	17	30	51	10	14	1	3	

一時的な職, 7











就職, 155

任期付き研究員（PD）	一時的な職	復職	その他	未回答	大学（国内）	大学（国外）	研究機関	企業	不明	79	7	56	17	30	27	20	11	89	3	

フルタイム（企業名）全員1名

				AJS　（以下1） イカ		ジェーエムエーシステムズ		信越化学工業

				AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.)		システム計画研究所		太陽ホールディングス

				Arthur D. Little Japan		シュルンベルジェ		太陽誘電

				Arup		スキャンデックス		大成建設

				Bi2-Vision		スリーエムジャパン		大林組

				Brandix Intimate Apperal		スリーエムジャパン		第一三共

				GE Healthcare		テクノプロ　テクノプロ・R&D社		中外製薬

				IRESC Global		トップ・シーエーイー		長大

				JSOL		とめ研究所		東ソー

				JSR		ニコン		東京建設コンサルタント

				Samsung SDI Chemical		ハイボット		東邦チタニウム

				SBI BITS		ピーアンドアイ		東洋合成工業

				SBIファーマ		リクルートホールディングス		日建設計

				SEMES		ヱビナ電化工業		日産自動車

				SHIKIREI		旭化成		日東電工

				Siam Cement Group (SCG)		安藤ハザマ		日本バイデータ

				アジレント・テクノロジー		楽天		日本電気

				アステラス製薬		鬼怒川ゴム工業		日本電気

				インターケミ		現代自動車		日本無線

				ウェザーニューズ		構造計画研究所		日油

				カイノス		三井金属鉱業		八千代エンジニヤリング

				キーサイト・テクノロジー		三菱電機		堀場製作所

				ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ		山下ゴム		味の素

				コニカミノルタ		鹿島建設技術研究所

				サンディスク		住友重機械工業





フルタイム国外大学

		吉林大学　（中国） チュウゴク

		広西民族大学　（中国） チュウゴク

		Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences　（パキスタン） ※

		King Mongkut's University　（タイ）

		ナザルバエフ大学　（カザスフタン）　※

		University of Malaya　（マレーシア）　※

		University of Indonesia　（インドネシア）

		Ubon-ratchathani University　（タイ）　※

		University College Dublin　（アイルランド）　※

		National Defence University of Malaysia　（マレーシア）

		Universite catholique de Louvain　（ベルギー）　※

		University of Yangon　（ミャンマー）

		Universiti Teknologi Malaysia (UTM)　（マレーシア）

		Universiti Malaysia Perlis, Malaysia　（マレーシア）

		Nanyang Technological University　（シンガポール）　※

		University of Rajshahi,Bangladesh　（バングラデシュ）

		SHENZHEN UNIVERSITY　（中国）　※ チュウゴク

		Kasetsart UNIVERSITY　（タイ）

		※研究者含む ケンキュウシャ フク

		Brno University of Technology, Czeck　（チェコ）　※

		Burapha University　（タイ）　※

		Daffodil International University　（バングラデシュ）

		Ho Chi Minh City University of Architecture　（ベトナム）





フルタイム国内大学



				上越教育大学		教員		国立 コクリツ

				お茶の水女子大学　※		研究者		国立 コクリツ

				茨城県立医療大学		教員		国立 コクリツ

				宇都宮大学		教員		国立 コクリツ

				山梨大学　※		研究者		国立 コクリツ

				神戸大学		教員		国立 コクリツ

				東北大学		教員		国立 コクリツ

				筑波大学　※		研究者		国立 コクリツ

				東北大学		教員		国立 コクリツ

				名古屋大学		教員		国立 コクリツ

				産業医科大学		教員		私立 シリツ

				芝浦工業大学		教員		私立 シリツ

				日本大学		教員		私立 シリツ

				成蹊大学		教員		私立 シリツ

				東京交通短期大学		教員		私立 シリツ

				※研究者含む ケンキュウシャ フク





		東京工業大学

		東京工業大学

		東京工業大学

		東京工業大学 トウキョウ コウギョウ ダイガク

		東京工業大学

		東京工業大学

		東京工業大学　教育革新センター トウキョウ コウギョウ ダイガク

		東京理科大学

		東京理科大学

		神奈川大学

		神奈川大学
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１－(2)任期付研究員の就職先（２015/H27年度） 
2016年11月学生支援課作成 

【任期付研究員の内訳】 

就職, 155 

一時的な職, 7 
復職, 56 

その他, 17 

未回答, 30 

大学（国内）, 51 

研究機関, 14 

大学（国外）, 10 

企業, 1 

不明, 3 

任期付研究員, 79 

就職先 人数 

大学（国内） 51 

大学（国外） 10 

研究機関 14 

企業 1 

不明 3 

就職先 人数 

企業・大学就職 155 

任期付き研究員（PD） 79 

一時的な職 7 

復職 56 

その他 17 

未回答 30 

大学国内（人数） 
 1．東京工業大学 （28） 
 2．東京大学 （5） 
 3．京都大学 （3） 
 4．北海道大学、東京理科大学 
  横浜国立大学、電気通信大学 他11大学 (1) 

大学（国外） 全て1人 
 Aalto University（フィンランド） 

 Ludwig-maximilians University Munchen（ドイツ） 

 Stanford University（アメリカ） 

 University of Massachusetts Amherst（アメリカ） 

 Toledo University（アメリカ） 

 Hawaii University（アメリカ） 

 Massachusetts Institute of Technology（アメリカ） 

 Michigan State University, MSU（アメリカ） 

 Maryland University（アメリカ） 

 Uniwersytet Warszawski（ポーランド） 

研究機関（人数） 
 1．理化学研究所 （4） 
 2．海洋研究開発機構   
   日本原子力研究開発機構 （2） 
 3．物質・材料研究機構 
  高エネルギー加速器研究機構 
  遺伝学研究所 
  ブルックヘブン研究所（アメリカ） 
  宇宙科学研究所 
  産業技術総合研究所（１） 



4 

（１）進路・就職相談窓口 
 キャリアアドバイザールーム 
 ・専任のキャリアアドバイザーが個別相談に応じる 
 ・蔵前工業会所属のくらまえアドバイザーの個人相談も受けられる 
 専攻・系の就職担当教員 
   専門に関連した就職を希望するなら、ここが情報の中心となる 
       
（２）ガイダンス 
 進路ガイダンス 
     東工大生の進路についての説明会（６月～７月） 
 就職ガイダンス 
   就職活動の詳細情報を提供する説明会（１１月）  
 
（３）博士課程学生を採用したい企業とのマッチング 
 ドクターズキャリアフォーラム 
 フュージョンプロジェクト     
 
（４）その他 
 博士向けインターンシップ 
 日本学術振興会 特別研究員 

 
     
 

２．博士後期課程学生へのキャリア支援 

2016年11月学生支援課作成 
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２（３）ドクターズキャリアフォーラム 

①キャリアセミナー（代表10社プレゼンテーション） 
全体プレゼンテーションで、その企業が求める人物像等 
包括的な情報収集ができる。 
 
②個別ブース（直接、企業と交流） 
・企業における研究活動の実態や業務内容 
・一般には知られていない有力なビジネス領域等 
・他では得られにくい採用情報 
・インターンシップへのきっかけ作りの場 など 

12/1（木）大岡山＠TTFで開催 
過去最高 35社出展！ 

フュージョンプロジェクトも 
同日開催 

 企業の方を招いて行われるプレゼンテーション 
～希望・登録した博士課程学生が招待された企業を独占して、プレゼン～ 
・博士課程学生が、就職やインターンシップ受入れに積極的な 
 企業に対して、ポスターセッションやセルフプレゼンテーション 
 を通じて、究内容だけでなく、自分自身をアピール。 
・企業研究者や技術者、人事の方との情報交換やディスカッション 
 の場としても活用することができ、実際に“企業の視点”から 
 自身の研究テーマを評価してもらうことで、企業における研究開発 
 との接点を探ることができる。 

ロゴはイメージです。（H27年出展企業） 

２（３）フュージョンプロジェクト 

2016年11月学生支援課作成 
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