
奈良先端科学技術大学院大学
キャリア支援室の取組

２０２１年６月

無限の可能性、ここが最先端
－Outgrow your limits－



沿 革
平成 3年10月 新構想の大学院大学として設置

（情報科学研究科）
平成 4年 4月 バイオサイエンス研究科設置
平成 5年 4月 遺伝子教育研究センター設置
平成 8年 5月 物質創成科学研究科設置
平成10年 4月 物質科学教育センター設置
平成16年 4月 国立大学法人に移行
平成22年 4月 総合基盤情報センター設置
平成29年 4月 データ駆型サイエンス創造センター設置
平成30年 4月 先端科学技術研究科設置
令和 3年 1月 デジタルグリーンイノベーションセン

ター設置
令和 3年10月 創立30周年

先端科学技術研究科先端科学技術専攻

研究推進機構（研究）
・研究推進部門
・産官学連携推進部門

教育推進機構（教育）
・教育推進部門
・イノベーション教育部門
・キャリア支援部門
・教育連携部門

戦略企画本部（運営）
・戦略企画本部会議
・人事戦略会議
・IRオフィス
・学長アドバイザリーボード
・戦略企画PT

（本学の特徴）
 若手研究者比率（37.8％）
 外国人教員比率（10.7％）
 研究業績数（723本／年）

※国際誌、国際学会等での発表数
 科研費交付件数・額 ※令和2年度

（221件 10.67億円）
 外部資金受入件数・額 ※令和2年度

（368件 17.79億円）
 留学生比率（22.8％） ■入学者の構成（R３.４.１現在）

（前期課程）
大学卒68.8%、高専卒20.0%
留学生6.9%、社会人4.4%

（後期課程）
修士修了63.2%、社会人10.3%
留学生26.5%

■修了後の進路（R２年度修了者）
（前期課程）

内部進学18.29%、他大学院進学0.30％
就職78.76%、派遣元復帰0.59％
その他2.06％

（後期課程）
大学等就職19.28%、企業等就職32.53％
ポスドク20.48%、派遣元復帰18.07%
その他9.64%

■学位授与総数（R3.３現在）
（修士） 8,671人

（博士） 1,720人

（国際交流の状況）
 研究者等交流
研究者派遣497人、海外見学者285人、
研究者受入147人
 学術交流協定状況

30国・地域、協定数：117校

前期課程
701人

後期課程
367人

教職員
695人

（有期321人）

奈良県
Nara

NAIST
生駒市
Ikoma

■教職員・学生数
（R３.４.１現在）

うち教員341人
（有期145人）

奈良先端大概要(令和3年4月現在)



キャリア支援室について

博士人材のキャリア・パス形成を支援

博士が活躍できるフィールドは、アカデミック
にとどまらず、産業界や官公庁など多様な
業界に広がっています。奈良先端科学技術
大学院大学キャリア支援室は、主にノンアカ
デミック分野への就職を希望する学生及び
ポスドクに対して、全学的な視点からキャリ
ア支援活動を行っています。
特に博士後期課程学生及びポスドクのキャ

リア・パス形成については、個人を尊重した
きめ細かな支援を行います。

キャリア支援体制

キャリア支援室は、各研究領域就職担当教
員を初め学内と強固に連携し、全学的な
キャリア支援を行います。また民間企業や就
職支援機関、他大学のキャリアセンター等と
の連携を密にし、博士人材のキャリア・パス
拡大、マッチングに向けた取り組みを実施し
ます。

http://www.naist.jp/career/

情報科学研究領域
バイオサイエンス研究領域
物質創成科学研究領域

研究科就職担当

キャリア支援室

教育推進機構 キャリア支援部門と
企画・教育部 教育支援課 キャリア支援係にて運営
■キャリア支援部門
・部門長（教育担当理事・教育推進機構長兼務）
・エデュケーションアドミニストレーター・特命准教授 1名
・非常勤講師 2名 ・事務補佐員 1名
■キャリア支援係
・係長 ・事務職員1名 ・事務補佐員1名

○運営体制



主なキャリア支援プログラム

キャリア相談

Career Forum

企業インターンシップ

合同企業説明会

トップセミナー

JOB FESTA（企業交流）

キャリアデザイン講演会

博士人材キャリアアップセミナー

修士課程学生・博士課程学生対象 博士課程学生・ポスドク対象

採用責任者の経験のある就職相談員が、
就職に関するさまざまな学生の悩み、不安に
対してアドバイスを実施

企業の取締役などトップマネジメント経験者を
招聘し、企業が求める人材像やリーダーシップ
のあり方など、率直な意見交換・質疑を実施

企業や職業の理解を深める目的で、本学に
関連性の深い業界の企業と学生との「出会
い」の場づくりを実施

博士人材に対して、民間企業との交流の機会を創出し、
アカデミック領域以外にも博士人材の活躍の場が広がってい
ることを認識してもらう目的で、交流・対話の場を提供

本学学生に企業の研究現場の体験をさせ、大学内では
経験できない実践的で幅広い見識と実社会への適応性を
身につけさせる目的で実施（中長期研究インターンシップ）

本学博士課程修了後に企業で活躍する
OB・OGを招き、企業で働く意義、就職
活動のポイントなどを訴える講演会を実施

毎年、採用後方活動期間の開始後に開催、
企業の採用計画や人事担当者の生の声を
聞き、企業を探す学生の視野拡大を促す

キャリアパス多様化の推進に向け、コミュニケー
ション能力やリーダーシップなどの汎用スキルの
涵養・伸長を目的としたワークショップを開催
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6月30日のオンラインセッションでは
10時からの部にて

博士後期課程学生および留学生への
キャリア支援事例を紹介いたします。
ご興味あります企業様・大学様は

ぜひお越しください。

無限の可能性、ここが最先端
－Outgrow your limits－
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