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産業界が学生に期待する資質、能力、知識

資料：（一社）日本経済団体連合会「高等教育に関するアンケート」主要結果（!"#$年%月#&日）より

短期大学士課程の分野別・進路別卒業状況

【出典】文部科学省「学校基本統計（平成!'年度）」を元に作成

卒業者合計（()*&!!人） 人文（(*+#+人） 社会（(*#+"人） 工業（#*%+%人）
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保健（+*&)#人） 家政（##*!!#人） 教育（!!*!)"人） 芸術（#*$$$人）

人文、社会、工業、芸術は他の分野に比べて進学者の割合が高い傾向。
保健、教育は就職者のうち専門的・技術的職業の割合が高く、人文、社会、工業、家政、芸術ではその他の職業の割合が高い傾向。
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●：進学者 ●：就職者（専門的・技術的職業）
●：就職者（その他）●その他 ●死亡・不詳

【注】
○「進学者」とは、大学院研究科、大学学部、短期大学本科、大学・短期大学の専攻科、別科へ入学した者である。
○「就職者」とは、給料・賃金・報酬・その他の経常的な収入を得る仕事に就いた者である。
○「就職者（専門的・技術的職業）」とは、就職者のうち、研究者、農林水産技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情報処理・通信技術者、教員、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、医療技術者、
美術家、写真家、デザイナー、音楽家、舞台芸術家等として従事している者である。

○「就職者（その他）」とは、就職者のうち、専門的・技術的職業従事者以外の者で、管理的職業従事者、事務従事者、販売従事者、サービス職業従事者、保安職業従事者、農林漁業従事者、生産工程従事者、輸送・機械運転従
事者、建設・採掘従事者、運搬・清掃等従事者等である。

○「その他」とは、専修学校・各種学校・外国の学校・職業能力開発校等への入学者、研究生として入学した者や、一時的な仕事に就いた者（臨時的な収入を得る仕事に就いた者）、臨床研修医（予定者を含む）、進学でも就職でも
ないことが明らかな者（進学準備中の者、就職準備中の者（求職中の者並びに公務員・教員採用試験及び国家資格試験の準備中の者を含む）等）である。

○進学者であり、かつ就職をしている者については、「就職者」として算出している。
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CBEC
(Cross Border Entrepreneur Cultivating Program)
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　山口　木綿香
　  非常勤講師
　

　那須　聖
　  環境・社会理工学院
　  都市・環境学コース

　秦　猛志
　  生命理工学院
　  生命理工学コース

　中村　信大
　  生命理工学院
　  生命理工学コース

　陳　馨玥
　  生命理工学院
　  ﾗｲﾌｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｺｰｽ

　倉科　佑太
　  物質理工学院
　  ﾗｲﾌｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｺｰｽ

　小倉　俊一郎
　  生命理工学院
　  ﾗｲﾌｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｺｰｽ

　林　智広
　  物質理工学院
　  ﾗｲﾌｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｺｰｽ

　八木　透
　  工学院
　  ﾗｲﾌｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｺｰｽ

　山本　直之
　  生命理工学院
　  ﾗｲﾌｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｺｰｽ
　  プログラム主査

プログラム担当教員

開放的な学習環境

トレーニングを受けた学内教員，他大学教員，
プロインタビュアー，企業，官公庁，病院，
弁理士，産学連携本部からなる指導体制を編
成しています．

B1/B2 棟３階に専用のスペースを整備

グループワークスペース ライブラリー・休憩スペース 製作スペース

問い合わせ先： ホームページ：
プログラム共通：peecs@lact.bio.titech.ac.jp
ライフエンジニアリングコース : 小倉 (sogura@bio.titech.ac.jp)
生命理工学コース : 中村 (nnakamur@bio.titech.ac.jp)
都市・環境学コース : 那須 (nasu.s.aa@m.titech.ac.jp)

プログラム修了要件：
プログラムの特別専門科目の中から８
単位以上を修得した場合，実践型アン
トレプレナー人材育成特別専門学修プ
ログラムを修了したものと認定します．
ただし，学生が選択するコース等が定
める標準学修課程に含まれていない科
目のうち，８単位以上修得する必要が
あります．

※１履修人数に制限があります．
※２「デザイン創造基礎」の履修が必要です．
※３本欄に記されたコースの学生は，標準
学習課程に当該科目が含まれており，プロ
グラム修了要件とすることはできません．

科目区分 科目コード 科目名 単位数 開講Q 標準学習課程科目※３
としているコース

400 HCB.C402 デザイン創造基礎 ※1 1-1-0 ライフエンジニアリングコース

HCB.C403 デザイン創造フィールドワーク ※2 1-1-0

UDE.E432 人間環境デザイン研究の実践第二 1-0-0 都市・環境学コース
500 HCB.C501 デザイン創造実践 ※2 1-2-0

HCB.C502 事業創出マネジメント 0.6-0-0.4
TIM.D516 アントレプレナーシップと事業創成 I   1-0-0 技術経営専門職学位課程
TIM.D517 アントレプレナーシップと事業創成 II   1-0-0

1Q

2Q

4Q
UDE.E431 人間環境デザイン研究の実践第一 1-0-0 都市・環境学コース3Q

1-0-0 3Q
エンジニアリングデザインコース2-0-0 2QESD.H401 アントレプレナーシップ論
エンジニアリングデザインコース

LST.A413 企業社会論 2-0-0 生命理工学コース1/2Q

3/4Q
3/4Q
3Q
4Q 技術経営専門職学位課程

医療・福祉機器のデザインESD.D404

プログラム科目

特別専門学修プログラムとは…
　修士課程，博士後期課程又は専門職学位課程に在学する学生を対象に，最先端分野や社会的な課題に対応するため，横断的かつ機動的な教育拠点を
編成し，プロジェクト的に大学院課程の先端的教育及び実務的人材養成を行うことを目的に， 複数のコース等が共同して教育を実施しています．

http://www.peecs.titech.ac.jp

プログラム修了要件：
プログラムの特別専門科目の中から８単位以上を修得した場合，
実践型アントレプレナー人材育成特別専門学修プログラムを修了
したものと認定します．ただし，学生が選択するコース等が定め
る標準学修課程に含まれていない科目のうち，８単位以上修得す
る必要があります．

現代社会では，将来を牽引する新規産業創出に向けたイノベーションを活性化する
ため，大学シーズを基にしたスタートアップ企業の創出や既存企業による新事業の
創出を促進する人材の育成が強く求められています．
本プログラムでは，複数の実践的な PBL 演習，アクティブラーニング，MOT 教育
等により創造性，問題設定力，課題解決力，チームワーク力，ビジネスマインド，
事業化方法論，起業家精神，事業化手法等が修得できます．

実践型アントレプレナー人材育成プログラム
東京工業大学　特別専門学修プログラム

本プログラム履修対象者
修士課程・専門職学位課程に在籍する学生

※１履修人数に制限があります．
※２「デザイン創造基礎」の履修が必要です．
※３本欄に記されたコースの学生は，標準
学習課程に当該科目が含まれており，プロ
グラム修了要件とすることはできません．

科目区分 科目コード 科目名 単位数 開講Q 標準学習課程科目※３
としているコース

400 HCB.C402 デザイン創造基礎 ※1 1-1-0 ライフエンジニアリングコース

HCB.C403 デザイン創造フィールドワーク ※2 1-1-0

UDE.E432 人間環境デザイン研究の実践第二 1-0-0 都市・環境学コース
500 HCB.C501 デザイン創造実践 ※2 1-2-0

HCB.C502 事業創出マネジメント 0.6-0-0.4
TIM.D516 アントレプレナーシップと事業創成 I   1-0-0 技術経営専門職学位課程
TIM.D517 アントレプレナーシップと事業創成 II   1-0-0

Q1

Q2

Q4
UDE.E431 人間環境デザイン研究の実践第一 1-0-0 都市・環境学コースQ3
ESD.H409 スタートアップ最前線 2-0-0 エンジニアリングデザインコースQ3

LST.A413 スタートアップ最前線 2-0-0 生命理工学コースQ1/2

Q3/4
Q3/4
Q3
Q4 技術経営専門職学位課程

プログラム担当教員
　梶原　将
　（生命理工学院）
　プログラム主査

　八木　透
　（工学院）

　林　智広
　（物質理工学院）

　小倉俊一郎
　（生命理工学院）

　中村信大
　（生命理工学院）

　秦　猛志
　（生命理工学院）

　那須　聖
　（環境・社会理工学院）

研究力・チームワーク・アイデア創出を加速するための戦略的スキルの習得
2019 年度　すずかけ台キャンパスで新開講

特別専門学修プログラムとは
修士課程，博士後期課程又は専門職学位課程
に在学する学生を対象に，最先端分野や社会
的な課題に対応するため，横断的かつ機動的
な教育拠点を編成し，プロジェクト的に大学
院課程の先端的教育及び実務的人材養成を行
うことを目的に， 複数のコース等が共同して
教育を実施しています．

初回（デザイン創造基礎）
 4 月 9日（火）13:20～
すずかけ台キャンパス B1/2 棟 3F, PEECs ラボ

要 事前登録
締切：４月４日 (木 ) 16:00
下記 URL もしくは右のQRコードより
https://goo.gl/forms/mbhRRphbOp6XjWKo1

平成 29年度東工大教育賞受賞
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!"#$"%!&'(!"#$"%!&'(ÑÖÜáCàIâäãåç"#

プログラムは予期なく変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。最新のプログラムは
!"#サイトに掲載いたします。
$%%&'( （)月*日+,"-）

!""#$%&&'()*+",*-*+"!./,0#&1234&/56578179:1;/95<='9<<1>9
/6=86?'8<:>@&1234#321)(*A)$B)'C*"D*(*'"*EF"3.*

演題は予定

!"# $%&'% $()* +(,#-.( /("#0123 454!
ご参加には事前登録が必要となります

!"#にて$%$&年$月&日より受付開始

主催： 国立大学法人東京工業大学
研究・産学連携本部.オープンイノベーション機構

お問合せ： 📧 '()*+,(-./)0/1+2*3*(452/4267

共催： #(89): ;(<* =()*+,(.、株式会社みらい創造機構

協力機関：

運営：株式会社ホットスケープ

!""#$%&&'()*+",*-*+"!./,0#&1234&5/67/89:;/:68;96</;
/:'';=>*?@AA*?6/*&1234#321)(*B)$C)'D*"E*(*'"*?F"3.*

大学発テックベンチャーフェルテイバル

$$+/
!"#$" !%&' (%)*+,%
-%.*/012

3435年6月6日（水）7時64分～58時64分
オンライン：90%)*:+;

『ニューノーマル時代を切り拓く/東工大『011&213$』スタートアップの力！』をテーマに東京工業大学が提供する、
テック系ベンチャーに興味を持つ学内外、国内外のグローバル・オープンなネットワーキングイベントです。
東工大発称号授与ベンチャーとベンチャー支援機関に対するビジネスチャンス、マッチング機会を創出します。
特に、おすすめの東工大発ベンチャー、事業会社との連携で社会実装を目指す研究者、社会を変える学生起業家のピッチ、
グローバルから、世界の旬の情報をお届けする講演など盛りだくさんです。
参加者同士の事前、事後ネットワーキング、商談もオンライン上でスムーズに行うことができます。

6
7
8
9
7
:
;

!"#株式会社$%!&'(株式会社$%株式会社()%*+,-./$ 01金属株式会社
23('3456・0!)!&株式会社$%%&44宇宙環境エネルギー研究所$%
)78.%9:.%)79;%09<9:株式会社$%4=2株式会社$株式会社>,?$出光興産株式会社
京都⼤学イノベーションキャピタル$%キリンホールディングス株式会社
一般社団法人蔵前工業会$%株式会社ぐるなび$%株式会社経営共創基盤
株式会社ケイエスピー$%ジャフコグループ株式会社
スリーエムジャパンイノベーション株式会社$%東京都$%川崎市$%横浜市@他予定）

ご参加には事前登録が必要となります
!"#にて$%$&年$月&日より受付開始
!""#$%&&'()*+",*-*+"!./,0#&1234&/56578179:1;/95<='9<<1>9
/6=86?'8<:>@&1234#321)(*A)$B)'C*"D*(*'"*EF"3.*

国立大学法人東京工業大学
研究・産学連携本部 ベンチャー育成・地域連携部門

お問合せ＆応募先
📧 '()*+,(-./)0/1+2*3*(452/4267
☎ 03‐5734⁻$89:
📪 ";<&&

詳細は、こちら☟
!""#$%&&'''()*+("+",-!(.-(/#&0,1"2*,&$"23,1"
4$2##)*"&$4-)1",$"&#.5,6&

&9時=%分から参加可能です
学籍番号・所属・名前を、
件名「説明会希望」とし、
'()*+,(-./)0/1+2*3*(452/4267
にエントリーください。
>??@アクセスA?をお送りします。

!"#$"%!&'(%)*+,*-.
/(+00&12&%3435
東⼯⼤⽣のための学⽣起業アイデアコンテスト
最⼤788万円の
起業準備資金を
⽀援

コンテスト概要

ご参加には事前登録が必要となります
!"#にて$%$&年$月&日より受付開始
!""#$%&&'()*+",*-*+"!./,0#&1234&/5657817!""#$%&&'()*+",*-*+"!./,0#&1234&/5657817
/6=86?'8<:>@&1234#321)(*A)$B)'C*"D*(*'"*EF"3.*

詳細は、こちら☟☟
!""#$%&&'''()*+("+",-!(.-(/#&0,1"2*,&$"23,1"!""#$%&&'''()*+("+",-!(.-(/#&0,1"2*,&$"23,1"
4$2##)*"&$$2##)*"&$4-)1",$"&#.5,6&-)1",$"&#.5,6&

!"#$"%!&'(%)*+,*-.ご参加には事前登録が必要となります!"#$"%!&'(%)*+,*-.ご参加には事前登録が必要となります
!"#

!"#$"%!&'(%)*+,*-.
!"#にて

!"#$"%!&'(%)*+,*-.
にて$%$&

!"#$"%!&'(%)*+,*-.
$%$&

/(+00&12&%3435
東⼯⼤⽣のための学⽣起業アイデアコンテスト
最⼤788万円の
起業準備資金を
⽀援

応募概要
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