
就職を視野に話したい！

企業で働くってそもそもどんな感じ？ ニーズは様々。

今回は、オンライン面談／対面交流会の2段構えで開催！

一般的な合同説明会とは異なり、

オンライン面談では個別面談を実施します。

自己アピールするもよし、深いことを聞くもよし。

対面交流会では思わぬ企業との出会いがあるかも！

第６回の参加学生アンケートで
全員が「期待以上」・「期待どおり」と回答しました

予想以上に、企業の担当者と
密に話すことができた

企業の求める人材像がわかり
企業選びの視野が広がった

研究に関係した企業から
声掛けしてもらえた

*過去の参加者コメント*

学生満足度 100%

データサイエンス人材
に興味のある企業が参加

あなたの研究に興味を持つ企業があるかも！

人事担当者が参加する企業、実務担当者が参加する企業

の両方があるので、気になることを聞いてみよう

オンラインでじっくり話して
交流会でひろく情報収集



イベント概要 ｄｄ

日時 オンライン面談：12/5(月) ~ 12/9(金)
対面交流会：12/10(土) 13:00~17:00

形式 オンライン面談／対面交流会の2段構え

場所 東京大学八重洲アカデミックコモンズ(東京駅直結)

対象者 全国ネットワーク代表機関・各コンソーシアム参画大学に所属する
・博士課程大学院生
・修士課程大学院生
・学士課程大学生
・科目等履修生
受入枠を用意しております ⇒ 博士研究員・助教・特任教員、HRAM会員 等
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イベントHP https://ddrive.info/

多くの学生にリーチしたい 広く情報収集したい

採用ニーズに合う学生と
しっかり話したい 目当ての企業と

じっくり話したい

*参画大学一覧は次ページ参照



イベント対象大学
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 代表機関 コンソーシアム 参画機関 

大阪大学 

幹事機関 

データ関連人材育成 

関西地区コンソーシアム 

神戸大 ・ 和歌山大 ・ 滋賀大 

大阪府立大 ・ 大阪市立大 ・ 大阪公立大学 

奈良先端大学院大学 ・ 京都大 

北海道大学 
次世代スマートインフラ 

管理人材育成コンソーシアム 
東京大学大学院 情報学 

早稲田大学 
高度データ関連人材育成 

プログラム 
お茶の水大 ・ 上智大 ・ 湘南工科大 

東京医科歯科大学 
医療・創薬データサイエンス 

コンソーシアム 
東北大 ・ 慶應義塾大 ・ 東京理科大 

電気通信大学 
データアントレプレナー 

コンソーシアム 

津田塾大 ・ 麻布大 ・ 芝浦工業大 

東京農工大 ・ 青山学院大 

東京大学 

協働機関 

新領域創成科学研究科  生命データサイエンス人材育成教育プログラム 

(DSTEP：Data Scientist Training/Education Program) 
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第7回の開催形式 ー オンライン面談／対面交流会
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1対1のオンライン面談
・事務局が面談をスケジューリング

・事前提出資料を読み、それぞれ面談希望を提出
[学生] 履歴書要素を加えたアピールシート(事務局作成様式)

[企業] 会社説明資料・インターン募集要項等

・オンライン面談のURLは企業が作成し、学生へ直接通知

フリースタイルの交流会
・交流会コンテンツ：

業種別意見交換会
学生研究ポスター掲示・企業資料配布スペース設置

・企業ブースは設けず、学生・企業ボードを設置し
個別メッセージを残せるようにする

[学生] アピールシートを掲示
[企業] A3 1枚(内容自由_会社紹介等)

面談期間を事前に設け、オンライン個別面談を実施 (事務局にてスケジュール調整)
12/10(土)は「対面交流会」と称し、業種別意見交換会のほか、自由に交流をする

12/5(月) ~ 12/9(金) 12/10(土) PMオンライン面談

対面交流会

自分が希望した企業以外から面談の指名が来た場合も
視野を広げるという観点から原則すべて受けていただきます。
面談期間は5日間と限りがあるため、
希望した企業と面談ができない場合があることをご了承ください。
面談ができなかった企業とは、対面交流会でお話ください。

面談について



スケジュール
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～ 11/4

参加申込
企業説明

資料
面談希望

学生リスト

11/18 ~ 11/24

面談URL
(Zoom 等)

~ 12/4

対面
交流会

12/10

面談
スケジュール

11/28 ~ 11/30

オンライン
面談

12/5 ~ 12/9

企
業

学
生

事
務
局 参加申込

アピール
シート

&
面談希望

企業

~ 11/15

学生アピールシート 閲覧／検討

企業・インターン案内 閲覧／検討

*変更になる場合がございます。
最新スケジュールは事務局から随時ご連絡いたします。

11/15(火)までに、HPログイン後画面よりアップロード
アップロードをもって参加登録完了とします

HPから参加者情報を登録

アピールシート提出

面談希望提出・スケジュール調整

オンライン面談実施

対面交流会参加

事務局より日程相談の連絡をする場合があります
メールボックスをこまめに確認するようお願いします

登録したアドレスに、企業から直接URLをお送りします
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対面交流会コンテンツ：業種別意見交換会

・イベント中盤に実施 ／ 企業数により1~2セッション ／ 全体で30分程度を予定
・ファシリテーターが用意した質問に対し、各企業が回答する形式

・学生からの質問も受け付けます

第5回：学生研究ポスター掲示

第5回：会場の様子



対面会場：東京大学八重洲アカデミックコモンズ(東京駅直結)
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2022 年 10 月開設の東大都心サテライト拠点＠東京ミッドタウン八重洲(東京駅の真向かい)

三井不動産(株)・本学で2020年にスタートした「三井不動産東大ラボ」の取り組みを契機に開設
オープニングとして、社会人向け人材育成プログラム「スマートシティスクール」を22年10月から開講

<参考>
八重洲アカデミックコモンズ プレスリリース https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400191119.pdf

https://smartcity-school.k.u-tokyo.ac.jp/



参加申込み方法・お問合せ
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は、イベントHPから受け付けています

ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

本イベント事務局
東京大学大学院新領域創成科学研究科 生命データサイエンス教育プログラム(DSTEP)
メールアドレス： d-drive@edu.k.u-tokyo.ac.jp      
イベントHP： https://ddrive.info/

<参考>
文部科学省データ関連人材育成プログラム(D-DRIVE) HP: https://ddrive.jp/



文部科学省科学技術人材育成費補助事業(平成29年度から6年間)
大学・企業等がコンソーシアムを形成し、博士課程学生・博士号取得者等の高度人材に対して

データサイエンス等のスキルを習得させる研修プログラムを開発・実施し、キャリア開発の支援をすることで
高度データ関連人材を育成し、社会の多様な場での活躍を促進することを目的としている

＜参考＞データ関連人材育成プログラム（D-DRIVE）
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D-DRIVE全国ネットワーク協議会
令和元年に設置され、以下により構成される。
・幹事機関
・各コンソーシアムの代表機関
・協働機関

その強みを活かして、オープンな議論と人材交流
のための機会を提供することで、特定の企業・業界
と個別大学の取り組みを超えた無数の産学協同の可
能性の喚起とデータサイエンスとの掛け算ができる
博士人材の全国的な育成、そして産業の活性化に資
することを目指す。

https://ddrive.jp
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