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大 阪 大 学が目指 す新たな大学像
さきがけとしての

「超域イノベーション博士課程プログラム」
大阪大学はOUマスタープラン2027のもと、社会との共創を

えて解 決 策を共 創していく
「 社 会と知 の 統 合 」を担う人 材 の 養

通して、地域から世界全体に及ぶさまざまな課題を解決し、
「生

成が 求められています。超 域イノベーション博 士 課 程プログラ

きが いを育 む 社 会 」を創 造 する大 学となることを目指していま

ムは、大阪大学が2012年度から開設している大学院の特別プ

す。従前とは異なる「コロナ新時代」を迎えた社会の中で、大阪

ログラムであり、
「 社 会と知の統 合 」に資 する大 学 院 教 育の“さ

大学で育まれる「知性」、
「 英知」を結集して、科学技術・学術、医

きがけ”で す 。本プ ログラムでは、文 理を超えた1 4 の 研 究 科か

療 制 度 、経 済システム、会 社 組 織 、コミュニティ、個 人の生 活や

ら選 抜され た履 修 生が 集 い 、在 籍 研 究 科での専 門 性の探 求を

価値観等を抜本的に転換する新たな社会の仕組 みを創り出す

基 軸として、専 門や 立 場 の“ 境 域 ”を超え、ものごとの本 質を捉

ことで 、個々人 が 社 会で 活 躍できる寿 命を延 伸させ 、あらゆる

える俯 瞰 力と、未 知で 複 雑で 困 難な課 題 の 解 決 に挑 んで いく

世 代 がその 多 様 性を活 か すことで 社 会を支え、豊 かで 幸 福な

実践力を育んでいく独自のコースワークが展開されています。

人 生をす べての 人 が 享 受できる社 会を実 現 する。それ が 大 阪
大学の目指す理想の社会像です。
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知の探究
知と知の融合
社会と知の統合

専門分野を深め、専門家を育成する教育（これまでの大学院教育の方向性）
いくつかの異なる学問・研究分野からなる複合領域を学修する教育
社会課題に対する解決に向けての実践的な取り組みを通じて学修する教育

大 阪 大 学で は 、多 様な人々との 関 わりの 中で 問 題 の 本 質 に
アプローチする手 法と経 験を獲 得し、それ により社 会の様々な

このような状況において、高度な人材の育成を担う大学院教

方 面で新たなキャリアパスを拓 いていきたい 、そのような未 来

育には従来から専門研究、学際研究に加えて、社会における諸

に向けたチャレンジを志す大学院生の超域イノベーション博士

問 題 の 本 質を捉えた上で 新 たな課 題を見つけ出し、立 場を超

課程プログラムへの応募を待っています。
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変貌する社会と知の世界、
それらの関係「社会と知の統合」が
求められる未 来

社会と知の関係をめぐる最近の動向
今日の社会はいろいろな意味で大きな変動期にあります。サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合する第4次産業革命
の到来や人工知能の進展のもと、世の中のしくみが組み変わり、求められる人材や職種が大きく変化することが予測されていま
す。新たな科学技術や産業の進展に向けて、我が国の科学技術政策では、様々なものやことが相互につながる連鎖のもとで世
の中や生活が従来とは異なる水準で豊かになる超スマート社会、Society 5.0が展望されています。
そのような明るい未来像の背後では、国連において、貧困や飢餓、福祉や教育、生活や都市の環境、地球環境の持続可能性、
平和と公正など、従来は個別的に取り上げられてきた各種の課題を包括的に取り上げ、それらの関係性をも含めた解決を目指
そうとする持続可能な開発目標、Sustainable Development Goals (SDGs)が人類共通のアジェンダとして設定されています。

社会と知の関係がたどってきた道
世の中が至るところ、農村であった17世紀の代表的哲学者Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)は、微積分法の考案者
であり、世俗的には国家官僚でもあり、時として商人でもあり、宗教家でもありました。往時の知識人とは、程度の差こそあれ、そ
ういうものだったのです。
それに対して、18世紀半ばに起こった動力源の刷新は産業革命を起こし、世の中を一変させます。産業の躍進は、裏を返せば、
人々が担う役割を個々に専業化し高度化することでした。知の拠点としての大学も、そのような分業に呼応するかたちで専門を
分化させ、領域毎の専門家を育成する装置となっていきます。分業がさらに進み、大量生産のもとで市民社会が形成され、社会
の課題はより複雑になりました。知の世界では、複雑化した課題に対応していくべく、技術経営、医工連携などを典型として、様々
な知を融合することも時代の流れになってきています。
今日の社会では、新たな価値の創出に向けて、産業界では知識のソースを社外に限らず大学にも求めようとするオープンイノ
ベーションの動きが活発になっています。先端科学では研究者がグローバルに連携してより深い知の世界に挑んでいくオープン
サイエンスが求められています。
しかしながら、社会課題の多様化や複雑化は留まるところを知らず、様々な矛盾がより深いレベ
ルから浮かび上がってきています。旧来からの知の営みは分断された専門領域毎に進められ、せいぜい、明確な課題に対して近
接する領域間での融合が行われるに留まっていましたが、複雑で困難な幾多の状況を克服する上で、各方面でそのような営みを
超える転換点を描き出すことが求められています。

社会と知の統合とは？
上記の現実に対して、社会と知の世界を股にかけ多方面で活躍したLeibnizは、
どのような形で今に蘇るのでしょうか？
Society 5.0として展望され、SDGsが挑もうとしている未来では、今では当たり前となっている社会での分業の体制や知の世
界における専門分化のあり様がイノベーションに向けた限界として立ちはだかります。社会の現実に対して専門を超えた俯諏力
で立ち向かい、未知なる状況に入り込んで、その解釈の中から解くべき課題を着想し、独創的な関係性を描き出す。そのもとで、
深い専門性を軸としながらも様々な専門性との横断的な知の営みにより転換点を構想することから始め、社会で新たな価値を
生み出す「社会と知の統合」が求められ始めています。
この“統合”の担い手には、基軸となる自身の専門における深い力、様々な知の力を縦横無尽に使いこなす力、はるかにスケー
ルの大きなビジョンやストーリーを描いていく力、そのもとに人々が集い、共に動いていく力、……、それらの総体として未来への
挑戦を牽引していく力が求められます。様々な専門の人々が織りなすシンフォニーのコンポーザーでありコンダクター、それが未
来のLeibnizなのかもしれません。
超域イノベーション博士課程プログラムでは、各研究科・各専門分野で培われる深い専門力を基盤として、末来のLeibnizに
求められる新たな道を創っていくための知識やスキル、力量に向けた“もう一つの基盤”を独自のコースワークにより身に付けて
いくことができます。
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「超域イノベーション博士課程プログラム」 は、大阪大学の 研究科に在籍する大学院生の中から
※１

選抜された履修生が集い、
「 社会と知の統合」の担い手へと 育っていくところ

教育カリキュラムの基本構成

コースワークの概要
本プログラムは、ひとりひとりの学びを展開しながら、新たに学ぶべきことを把握し、
さらに必要となる知識を修得するという循環の中で、
統合的な学びを達成することを目指しています。
コースワークでは、現実の課題がどこにあるのかを発見するための調査力や理解力を高め、
専門に裏づけられた確かな知識と応用力を修得し、
そして高度な知識を実践の中で活かすことのできる汎用的なスキルを磨いていきます。

Advancedコース

Basicコースで培った知識とスキルを基盤としつつ、社会と知の統合のための総合力を
修得するコースワーク

※3

● 企業／自治体・NPO等とも連携した社会課題についての実践的なプロジェクト学習の授業
● チューター教員制度などによる多角的な学修の支援

（ 5年制博士課程在籍者の場合／科目等は主要なものを抜粋

※2019年度のものです

）

修了【超域 副専攻／高度副プロ修了】

Basicコース
本履修生特別メニュー
● 海外での実践活動
● チューター教員制度などによる多角的な学修の支援

共通メニュー

フィールド・プロジェクト

＜ラーニング※5＞
● 課題設定・解決能力の基礎を修得するためのワークショップ・プロジェクト型授業
● 社会における課題のあり様や専門を社会で活かすためのスキルに関する授業

※2

＜アクティビティ＞
自主的活動への経費支援の機会（審査有）
● 学生提案による社会実践の取組み

自主活動
などの機会
海外フィールド・スタディ

※4

超域イノベーション博士課程プログラムは、
「 社会と知の統合」
を担っていく高度人材を育成する、5年制博士課程（博士前期課程・博士後期課程の区分
制および5年一貫制博士課程。一般には4年制学部卒業者が進学する。）および医歯薬系等の4年制博士課程（一般には6年制学部卒業者が進学する。）
に在籍する学生に対する副専攻方式の特別プログラムです。本プログラムの5年間ないし4年間の課程は下記の2つのコースに分かれています。
社会における状況を俯瞰して課題を発見
する力、課題を統合的に解決していく力に
関わる基盤を養う

Basicコースもしくはそれに相当する基盤に社会での

コースワークの特色

実践に関わる基盤を重ねながら、一連の基盤を深化
させ、博士論文研究ともつなぎ合わせていくことによ
り、社会の知の統合を推進するための総合力を養う

本プログラムは、文理を横断する多様なバックグラウンドを持つ履修生が、専門や学年を超えて共に主体的に参
画しながら切磋琢磨できるよう、学修の進展に応じた様々な規模のワークショップやプロジェクト学習による授業
をコースワークに整備しています。
本プログラムでは、海外などでの経験を得る機会をコースワークに整備しています。履修生は、先進国の訪問だ
けではなく、
いわゆる開発途上国での体験なども通じて、社会と知の統合の担い手に相応しい素養を身に付け

※1
※2
※3
※4
※5
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本プログラムは大阪大学大学院学則第5条の6に規定されている博士課程教育リーディングプログラムの一つとして開設されています。
博士課程（5年制・4年制）
の1~2年次と修士課程も該当します。
博士課程（5年制・4年制）
の3年次以降も該当します。博士課程（4年制）の場合、期間は2年間になります。
定員等の状況により移行試験を行う場合があります。
Basicコース・ラーニングの部分は大阪大学大学院学則第5条の7に規定されている大学院副専攻プログラム・大学院高度副プログラムに位置付けられます。

ることができます。
本プログラムでは、企業や行政などの学外の課題提供者と連携し、社会課題を発見し、
それを解決へと導いて
いく力を身に付けるためのプロジェクト学習を学修の進展に応じてコースワークの各段階に整備しています。
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Basicコース（1〜2年次の様々な科目）
1〜2年次の科目例

1 年次

超域イノベーション・アクティビティのねらいと位置付け
グローバルエクスプローラ

海外フィールド・スタディ

（2年次：約3週間）

（1年次2月〜3月：約２週間）

社会との
関わり合いを自覚し、
実践型へとつなげる

国連欧州本部

超域イノベーション博士課程プログラム全体についての導入科目です。超域イノ

ケンタッキー大学

（米国・レキシントン）

未知で複雑で困難な課題の解決を導くために様々な境域を超えたイノベー
ションが求められている現代社会やその将来像。
その具体的論点としての知の拠点である大学と知が展開される社会との関係。

ネット
ワーキング

国境を
越える

キャリア
開発準備

文化を
超える

インターン
シップ構想

言葉を
超える

アクション
プラン作成

立場を
超える

2013年度 スリランカ

（スイス・ジュネーブ）

超域イノベーション序論
ベーションの実現に向けて下記について総合的に論じます。

人が生きる
本質を
見つめる

Grapesyard School

2014年度 ブータン

2015年度 マーシャル諸島

2018年度 インドネシア

（ケニア共和国・ナイロビ）

課題解決力の総合化

本プログラムが現代社会の課題に対する大学側の一つの応答を目指している
こと。

Advanced コース
社会と知の総合の担い手としてのキャリアパス

システム思考
複雑な問題の構造を把握し、全体最適を目指すための基本的手法を理論と実践の
両面から習得する授業です。
複雑な対象を、要素とそれらの間のつながりや相互関係により整理して理解す
る“システム”という考え方を身につけ、その考え方を自在に操れるようになるこ
とを目指します。
ループ図等の手法を駆使し、“システム”という視点のもとで、対象の全体を俯轍
的に捉えて、問題解決の鍵となる根本の特定と効果的な切り口の発見を実行す
るための方法論を学びます。

2 年次

デザイン思考

グローバルエクスプローラ（本履修生のみ対象）

異分野の人材と連携し、チーム活動によってより良いアイデアを

各履修生がそれぞれの関心や必要性に応じて国内外の企業や

創出して問題を解決するための手法を学ぶ授業です。

大学、非営利団体(NPO、NGO)、国際機関などを単身で訪問し

チームで協働し、所定の目的を達成するために有効な“デザ
イン思考”によるプロセスコントロールを習得します。
共感·理解、問題定義、
アイデア創出、プロトタイピングという

ます。訪問で得た知見やネットワークなどを踏まえて、将来の諸
活動やキャリアの展開に向けたアクションプランを作成し、キャ
リア形成のイメージを構築し具体化します。

プロセスを迅速に繰り返すことが問題解決のために必要で
あることを理論の面から理解します。

課題解決ケーススタディ
社会における実際の課題解決のあり様をケースとして議論することを通じて課題の
発見からコンセプトの創造、解決案の実装に至る過程の実際についての理解を深
めていく授業です。
実際の課題解決においてシステム思考やデザイン思考、
プロセスコントロール
などがどのような意味を持っていたかを認識します。
各ケースについてのワークショップ型の演習を通じて、鍵となるポイントを的確
に理解し、各種の考え方の理解を深めます。
異なるケースについての授業を交差させることを通じて、社会課題と課題解決
が多様であることを理解していきます。

フューチャー・デザイン
フューチャー・デザインとは、世代を超える未来に関わる課題に
対処し、持続可能な自然と社会を将来世代に引き継いでいくた
めのさまざまな社会の仕組みをデザインする試みや実践です。
フューチャー・デザインの考え方や意義について理解します。
自治体等での応用実践例について、現場の担当者等との対

フィールド・プロジェクト

話やグループワークを通して学びます。

海外フィールド・スタディ（本履修生のみ対象）
事前学習を経て、海外等での数週間の研修を行います。文化的、
政治的、社会的、経済的に異なる背景の人々が暮らす地域を訪
問し、普段ふれあうことのない他者と対峙し、その社会の課題を
ともに考えることを通じて、自分自身の価値観を相対化し、世界
の多様性を理解します。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、本科目はオンラインでの実施
または不開講となる可能性があります。

社会との関わりの中で課題解決に挑むことを通じて、社会課題に潜む要因や意味の
広がり方、
それらへの対処方法についての理解を深めるプロジェクト型演習です。
企業／自治体／NPO等から提供いただいた身近な課題への取り組みを通じ
て、社会における境域の有り様にアプローチします。
これまでの授業で培った考え方・手法を統合し、数週間程度の短期プロジェクト
の中で実際の社会問題に適用する過程で理解の深化を促進します。
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Advancedコース (3年次〜）のコア科目：

超域イノベーション総合でのプロジェクト課題
2014年度

超域イノベーション総合
コースワークの概要

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

●新興国向けの廃棄物
処理の研修プログラム

新製品

新興国
環境

超域イノベーション総合は、社会における実際の問題を取り上げ、状況の理解から問題の定義、その問題に対する解決策（フューチャー
プラン等）の立案に取り組む、7ヶ月の長期プロジェクト演習です。本プロジェクト演習を通して、
カリキュラムや専門研究でこれまでに学ん
できた知識と経験とを結びつけ、
さらに全く新しい、
より複雑な状況で適用できるようになるための総合的な学びを目指しています。

●アバターロボットを
活用した新たな
大学教育

具体的には、企業／自治体／NPO等に具体的な領域やフィールドをもった課題提供機関として御協力いただいています。多様な研究
科から集まった超域プログラム履修生は、学際的な大学院生チームならではの、枠に囚われない発想で未来の姿を描きます。そして、現場
観察やフィールドワーク、調査、プロトタイピング、検証をくり返しながら、現在の延長線上にはない“新しい価値創出”の提案に挑戦します。

●循環型社会へ向けた
「ごみゼロのまちづくり」

●ビジネスエリアの総合的な魅力向上
●地方中堅メーカーの
新規事業創出手法

地域

ローカル
ビジネス

過疎

●持続可能な将来社会の
ための地域共創イベント

●全体フロー

キックオフ

進捗報告

課題提供機関と学生の初顔合わ せで

5月、6月には教員へ向けての進捗報告を

す。企業／自治体／NPO等の概要、プ

行いました。教員からのフィードバックを

ロジェクトとして取り組む課題とその背

受けて計画を修正するとともに、異なる

景についての説明を受けた後、課題提

課題に取り組む他チームの進捗を知る

供機関との打ち合わせを行い、今後の

ことでモチベーションが喚起されました。

ミニレクチャー

中間発表

進捗報告書

進捗報告書

ふりかえり

7月初旬に課題提供機関である企業／

イプを発表し、関係者からフィードバッ

9月末には再び教員に向けた進捗報告

週 に1 回 のペースで 3 0 分 程 度 のレク

自治体／NPO等の関係者を招き、
プロ

クをいただきました。いただいた意見

を行い、最終提案の素描を提示しまし

課題提供機関の関係者を招

の活動を通して得たそれぞ

チャーを受けました。レクチャーの中で

ジェクトの進行度合いを報告しました。

をもとに方向性の修正および最終提案

た。
プロジェクトの終結に向けて必要な

き、最 終 的な提 案 内 容 の 発

れ の学 び の振り返りと共 有

は教員から各段階に必要な考え方、手

ここでは各チームが実施した調査の結

に向けた進行計画の調整を行いました。

事項の洗い出しを行いました。

表を行いました。これまでに

を 行 いました 。また 活 動 を

法等の補足が行われました。

果や定義した問題、解決策のプロトタ

プ ロジェクトの 進 行 段 階 に合 わ せて、

方向性や予定を議論しました。

プロジェクトの集大成として

プロジェクト終了後、7ヶ月間

学んだ知識・技術を駆使して

行った現 地 へ 訪 問して多く

行った7ヶ月に渡る調査と議

の関係者へ提案内容の紹介

論を通じて見えてきた課 題

を行い、広く意見をいただき

の本質を明らかにし、新たな

ました。

価値を創造するビジョンとそ
れを実現するための実行プ
ランを提案しました。

充実したフィールドワーク、文献調査、プロトタイピング
活動期間中は課題内容への理解を深めるため、文献調査とともに現地でのフィールドワーク
を行い、現地で行われている活動への参加やインタビュー等を実施しました。綿密な調査を
通じて課題を問い直し、課題そのものだけでなくその背景へも洞察を深めました。教室に留
まらないフィールドワーク、何度も繰り返した議論、
アイデアのプロトタイピングを通じて問題
の本質ヘアプローチする提案を目指しました。
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超域イノベーション総合 ｜ 2021年度実施プログラム成果
持続可能な将来社会のための地域共創イベントの企画

循環型社会へ向けた「ごみゼロのまちづくり」をデザインせよ

●課題提供者：デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）

●課題提供者：吹田市環境部 環境政策室

企業、行政、市民といった多様な立場、所属、関心をもった人たちが、誰一人として取り残されることなく、
またわが事として社会課題と向き合えるような社会
参画のプラットフォームの条件、そしてそれを体現するイベントの企画を考案しました。

活動 概 要＆成 果
活動概要

活動 概 要＆成 果
活動概要

「持続可能な開発目標（SDGs）」は、2030年を見据えた国際社会の共通課題であり、そ

「ごみゼロ」の取り組みは世界各国で進められていますが、その多くは積極的なごみ

こで掲げられた17の目標・169のターゲットを達成すべく、現在世界規模で取り組みが進

削減に留まっており、持続可能性を伴った社会システムへの転換が求められています。

められています。本課題では、SDGsの理念とそこに含まれる課題を深く理解した上で、神

履修生チームは、将来を見据えた循環型社会の構築に向けて、歴史や国内外の先進

戸市三宮周辺地区を対象として、持続可能な将来社会のために必要な地域の取り組みを

事例を把握し、未来予測及び理想像の設定を行うとともに、環境教育等、市民への啓発

創出する参加型イベントの提案を行いました。

のあり方などを含んだ包括的な施策の提案を行いました。

「誰一人取り残さない」デザインとは？
SDGsはいまや世界共通のスローガンとなっており、三宮周辺で活動する企業や行政
でも当然それに関わる取り組みがなされています。ところが、それらは「貧困」
「 教育」
「ジェンダー」
「 エネルギー」といった個別のテーマに分かれていることがほとんどで、
SDGsへの取り組みが全体としてどんな社会を生み出していくのか、共通のイメージがあ
るわけではありません。聞こえの良いスローガンに流されるだけでは、むしろ本来の課題

「循環型社会」の構築とは
これまで私たちの生活は物質的な豊かさを獲得してきましたが、そのために必要な資
源やエネルギーは人口増加や経済成長とともに増大し、結果として深刻な環境問題を
引き起こしてきました。そこで、持続可能な社会を実現するために、
ライフスタイルやビ
ジネスモデルの転換による循環型の経済社会を構築することが急務となっています。
課題提供者である吹田市は、人口減少社会の中にお いて人口増加率が高く、また、

が覆い隠されてしまうといった批判の声も聞かれます。他方で、
「 誰一人取り残さない」は、

2050年にはごみ焼却場の建替も予定されています。
こうした状況下で、吹田市ならでは

SDGsの重要なメッセージであり、
このメッセージを真剣に受け止めれば受け止めるほど、

の「循環型社会」
とはどのようなものか、そしてどのようにして吹田市という枠組みに捉

地域共創や参加型の意味も重く問われることになります。

われない「ごみゼロのまちづくり」が実現できるのかを検討しました。

普遍的な表現方法の模索
このチームは、言語や人種、居住地域に限定されず、だれもが参加できるためには、既
存の社会カテゴリーや言語以前の普遍的な表現形式を採用する必要があると考えました。
そこで、人類の歴史とともに古くからあるダンス（体を動かすこと）に着目し、身体表現に
よって社会課題を表現したり、理解しあうことができないか、
また身体を使って地域への参
加を実感できないかと議論を重ねました。
ダンスにもさまざまなジャンルとそれぞれの歴
史がありますが、そうした個別の表現形式を越えて、多様な身体の交錯が新しい社会や
地域のイメージを喚起できるような、複合的なダンスイベントを構想し、提案しました。

課 題 提 供 者からの声
ご縁をいただき、今回、たちが運営しているデザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）
から課題を提供させていただきました。KIITOでは、2023年度から2年
に1回、KIITOが立地する三宮のフラワーロード周辺でSDGsをテーマにした地域共創イベントの開催を計画しています。
そのイベントの企画案をプログラムの課題

「ごみゼロ」の再定義による施策デザイン
本課題に取り組んだ2チームは、
「ごみ」の定義を見直し、資源としての価値を再定義
できるかどうか、すなわち有価物であるかどうかに着目しました。そして
「ごみゼロ」
とは
有価物としてのごみを全てリサイクルすること、
ごみの価値を転換することと捉え、有価
物の売買が可能なプラットフォームや、
インセンティブにより3R行動を促進させるエコ
ポイントシステムを提案し、行政だけでなく、企業や市民を巻き込んだ新たな社会シス
テムの構築を目指しました。
また、有価物を除くごみを最小化することにより、焼却場の
小規模化や共同施設化、
リサイクル施設の増設などの提案が行われました。

課 題 提 供 者からの声
『循環型社会へ向けた「ごみゼロのまちづくり」
をデザインせよ』
というテーマのもと、循環型社会の実現を目指したごみ削減のための総合的・効果的な施策に
ついて検討してもらいました。
このテーマはごみという身近な課題であり、かつ普遍的な問題であり、各自治体が試行錯誤を繰り返している中で、本市としても学
生の若く新しい視点で画期的な施策を提案して欲しく、設定しました。結果として、今後の施策として大いに検討の価値がある提案をしてくれたと思っています。

として提供させていただきました。履修生の皆さんから提案のあった
「ダンス」
をメインテーマとした有機的で、発展性のある提案は本当に素晴らしく、今後私たち

最終発表に至るまでに、学生の方々は非常に苦労されたことと思います。いくつもの施策を考え付いては、深堀りし、多面的に検討を重ね、時には白紙に戻ること

KIITOのメンバーや周りのクリエイターたちと肉付けしながら豊かな形で実現したいと思える秀逸な案でした。講評会の際にもお話しましたが、今回のような
「企画」

もあったと思われます。
その繰り返しの中から、
これだと考えるひとつの施策を示してくれました。

に重きをおいたプログラムは、
その実現のプロセスに関わることで本当の学びを得ることができます。学業との両立や大学とKIITOの物理的な距離など越えねばな
らないハードルはいくつかありますが、
コロナ禍で定着したオンラインでのコミュニケーション等を活用すれば不可能ではないと思います。KIITOとしては、企画から
実現に至るまでのプロセスで学生の皆さんに生きた学びを得ていただきたいと思っていますので、ぜひ今後のアイデアの実現にも参画いただければと思います。

履修生チームの声（ZAT 神戸チーム）
「誰一人取り残さない」
とはどういうことか、神戸の街を生かした魅力的なイベントはどのようなものか。考えるべき規模が大きく難度が高く感じた課題で
あった。本活動は全体を通して大きく二段階に分けられた。課題を再定義する段階、方針が定まってからの具体化に向けた段階である。
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行政・市民・企業が三位一体となった効果的なごみ削減の方法とは。そして将来を見据えた環境負荷の少ない循環型社会とは。本課題では個別の問題解
決や技術的対応だけでなく、社会全体を俯瞰した総合的な施策をデザインしました。

本市職員も同じで、様々な事例を調査し、可能性を模索して、検討を重ね、最後に最善の施策を決定するこの繰り返しを日々行っています。
これから社会に羽ば
たく学生の皆様にとっては、今回の経験が役立ち、
より実りある人生になることを心より願っております。

履修生チームの声
●チーム1： 提示された課題に対して、
まず何を
『ごみ』
と考えるかが我々にとって大きな課題だった。何度もその定義を練り直す作業に注力し、議論は発散と収
束を繰り返した。
この工程がなかなかしんどいところではあったが、主軸となる
『ごみ』の定義が固まり始めると、月一回の進捗報告会におけるフィードバックの助
けもあり、今まで出てきた細かなアイデアなどが次第に統合され、
うまく収束していく流れに入れた。議論の発散と収束のイタレーションの重要性を体感できた。

前者については近年どこにでも掲げられるSDGsの見つめ直しやフィールド調査を経て、社会課題をみんなで解決するためのつながりに着目した。一段

●チーム2： 本課題は、行政への提案であるという点で様々な制約を受けた状態での提案が求められており、民間事業者や市民を巻き込んでいく官民連携やビ

階目から二段階目までのギャップは想像以上に大きく、具体的な提案に至るまで困難を極めたが、結果的に本活動の根幹となった。中間報告会がターニン

ジネスといった今日的な課題解決策が求められた。我々の提案は「ゴミの価値転換」
という、ある種概念的な要素を多分に含んでいるため、具体的提案に落とし

グポイントとなり、以降は詳細な企画提案に向けての活動を行なった。研究と似ている面、全く異なる面、様々な貴重な体験となり、最終提案は多くの人が気

込む際に非常に苦慮したことが印象的である。実際の施策として駆動させるためのシステムや資金の循環などを地域の実情から形にする経験は今後の研究や

軽に学べる形として十分将来性を感じている。今後もイベントの実現化に向けた活動に何かしらの形で関わっていきたいと考えている。

社会的活動の糧となると確信した。
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現場を大切にし、実生活に根ざした研究者を目指して

Advancedコース (3年次〜）の活動：自主実践活動

− 環境問題における市民意識の向上を促進させる各地の実践活動への考察を通して −

（旧：超域イノベーション実践）
概要

人間科学研究科 博士後期課程

自主実践活動とは、超域イノベーション博士課程プログラムの1年次から2年次までのコースワークで獲得した知識
やスキルを社会における具体的な実践の場で活用することを通じて、それらを集約した総合力を身に付けることを目
的として、履修生が自主的に企画して取り組む活動です。
この活動を通じて、それまでの学修の成果をより着実なも
のとするとともに、総合力の着実な獲得やさらなる向上を図ることを目指します。活動内容は、
インターンシップや共
同研究の他、履修生の関心や専門に応じた課題に実践的に取り組むことを目指しています。

2015〜2021年、6カ年、50名の実績（その他、プログラムからの支援に依らず同様の取り組みをした履修生あり）
※2020年度は、新型コロナ感染症への対応措置として海外での活動を実施せず。2021年度は、国内とオンラインで活動を実施。

様々なリスクがわれわれの生活において顕在化

るかという受容側のことは博士後期課程で課題とし

してきた状況について、社会学者のベックは1986年

て研究に取り組んでいます。本活動に取り掛かった

に「リスク社会」の概念を提示し、その到来について

際に、中国においては環境問題に参与する市民の

言及しました。一方で、中国は躍進的な経済発展の

自 主 意 識とコミュニティにおけるオピニオンリー

渦中にあり、西洋と異なる圧縮された近代化の発展

ダーが欠乏していることに気づきました。一方、日本

により、
グローバルなリスクのみならず、中国固有の

は公害に対応した経験を持ち、
また市民社会が相対

リスクへの対応にも迫られる複雑な時期に陥ってい

的に成熟しているため、公害問題を扱っているNPO

ます。こうした不確実性を持つリスクに対応する際

などの団体・組織との交流や参画を通して、中国に

に、社会の力がますます重視されてきています。そこ

おける環境問題の解決に向けて、何らかの示唆を得

で、私は代表的な環境リスクの一つである PM2.5

ることを自主実践活動の目的の一つに掲げました。

問題を取り上げ、情報伝達と認知構造の解明を通し

また社会経験の蓄積やキャリアパスの明確化等へ

て、市民参加が促進できるリスクコミュニケーション

の期待を含めて、本活動の計画を立てました。
具体的に、あおぞら財団が主催するイベントであ

のあり方を考える研究に取り組んできました。

る
「みてアート」のボランティアに参加し、担当者に対

博士前期課程では、伝達側からどんな情報が流さ
再生可能エネルギー100％全世界
キャンペーンのネットワーク構築
およびナレッジベース構築
（人間科学、
ドイツ7ヵ月）

許俊卿

れるのかを考察しましたが、市民がいかにして情報

してインタビューを実施しました。また四日市再生

を受け取るか、
またいかにしてリスク認知を形成す

「公害市民塾」が主催する四日市公害学習の実践交
流会に参加し、四日市公害と環境未来館や上勝町

大規模地震災害対策としての
法政策に関する実践的検討
（法学、
アメリカ1カ月＆国内各
所1週間）

ゼロ・ウェイストセンターに視察しながら、情報を収

経験を蓄積させ、国内外のネットワークも拡大させ

集しました。研究者からの視点を得るために、国立

ました。
さらに独自で計画を立ててから実践活動を

環境研究所の社会対話・協働推進オフィスとのオン

行ったことによって、決断力や 対話力が向上し、社
会課題に挑戦できる人材として成長を遂げること

ライン交流会を企画しました。

ライプニッツ研究所での
先進加工プロセスの開発
および産業応用の検討
（工学、
ドイツ3ヶ月）

本活動を通して、環境問題における市民参加の
意識を向上させるためには、日本の経験からみる
インターンシップ 等を通じて
現場での課題解決に向けた

ができたと感じました。このように本活動を通して、
現場でしか体験できない市民の主体性を強く意識

と、地域コミュニティとの連動性と、市民の共感を

するようになりました。今後は、現場を大切にし、実

引き起こすことが 重 要であることを認 識しました。

生活に根ざした研 究者を目指して、努 力したいと

また、
この活動は研究に示唆を与えた以外に、社会

考えています。

イノベーションに挑戦

ファーストキャリアとしての大学教員を見据えた実践的プロジェクトへの参画
在ウガンダ日本大使館での
専門調査員業務を通した
国際的キャリアパス構築
（国際公共政策、ウガンダ3年間）

ブルネイにおけるオンサイトセ
ンシングニーズの模索と
その場検出型バイオセンサーの
プロトタイピング
（工学、ブルネイ1カ月＆石川県3週間）

− 超域での学修と専門研究・言語学を社会に活かす方法の模索 −

移民が伴う文化的差異への対
応について〜ブラジル日系社会
における日本文化移入の調査
活動を通じて〜
（文学、
ブラジル3か月）

言語文化研究科 言語文化専攻

派遣についてのデータ（2か国以上に渡って活動した履修生の成果を含む）
派遣先・種別

派遣先・国

大学等で研究
大学等を拠点に
NPO等
企業
政府機関等

派遣先の開拓ルート
指導教員のネットワーク・
それを活用した自己開拓
プログラムでの活動を
通じたネットワーク
自己開拓（応募を含む）
C-Engineや産連本部を
活用した自己開拓

派遣期間

日本

1ヶ月

アメリカ

2ヶ月

イギリス
カナダ
ドイツ
イタリア

3ヶ月
4ヶ月
5ヶ月

ことができ、子どもの不調に気づくきっかけが増え
ます。具体的な業務内容としては、アプリを運用す

せたと感じ、
これは今までに意識していなかった専

会で実際にどのように生か せるのかを検討すると

るためのマニュアルの作成、
アプリを運用する学校

門の強 みでした。言語学の手法だけでなく知見も

いう観点と、②社会課題解決の文脈において自身

のサポート、運用上の優れた点や 課題点を抽出し

活かした研究的貢献の模索もしていましたが、
こち

の専門分野である言語学の強みは何かを探るとい

て活用事例集やアプリ改善案の作成を行いました。

らは今後の課題ということになりました。引き続き

う観点でした。①に関しては、授業では解決策の立

活動を通して感じたのは、本取り組 みは現在の

特任研究員として携わる中で検討を進めていきた

案まで行いますが、アイデアを試行し、
フィードバッ

コロナ禍も相俟って極めて多忙な学校の先生や子

クを得て改善するというプロセスの繰り返しを体験

どもたちの負担を少しでも軽減し得るものであり、

することはあまりなく、これらの過程を前提とした

スピード感を意識したアプリ運用上の課題発見と

での授業運営、その他プロジェクトと同時進行で進

解決策を考える能力の修得が必要であると感じて

改善のサイクル が重要だということです。また、そ

めており、
ファーストキャリアとして想定する大学教

いました。②については、私はことばの意味がどの

の過程で多くのアンケート・インタビューのデータ

員に向けた予行演習および準備にもなっていると

ように生じるのかという基礎理論的な部分を研究

を分析する必要がありましたが、普段行っている言

感じました。

6ヶ月

パラオ

7ヶ月

スペイン

という点で苦慮していました。そこで、実践的な社

8ヶ月

会課題解決の場に身を置き、社会での自らの立ち

9ヶ月

位置を探るということを活動の目的に設定しました。

シンガポール
タイ
ブルネイ
モロッコ
ウガンダ
ブラジル
ルワンダ
スウェーデン

語学の研究で大量の文例を分析する手法を生か

自主実践活動をデザインするにあたって私が意
識したのは、①超域プログラムでの学修内容が社

フランス

オーストリア

田尾俊輔

いと思います。
また本活動は、博士学位研究や非常勤先の大学

対象としているため、専門を社会でどう展開するか

私が活動先としたのは東京都中央区に拠点を置

3年
※注1：派遣が3年間の者に対するプログラ
ムからの支援は当初の2ヶ月のみ。
※注2：2021年度はオンラインを含めた年
間を通じた活動のため省略。

2015
2018

2016
2019

2017
2021

くストップイットジャパン株式会社でした。現在開発
中の学校向け健康観察アプリ
「シャボテンログ」を
複数の学校で運用し、先生や子どもに使いやすい
機能を見出すという業務に特任研究員として携わ
りました。シャボテンログでは、子どもがWeb上で自
分の“こころ”と“からだ”の状態を4段階評価で入力
し、毎日のアンケートで健康観察項目に回答します。
先生は子どもの回答状況一覧をグラフや表で見る
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履修から修了までの流れ

履修生の活躍

1 期生｜ 武居 弘泰

Basicコースの修了

さん（工学研究科）

1期生の武居弘泰さん（工学研究科）は、EDGE INNOVATION CHAL-

Basicコースの修了に際しては、プログラム併設の大学院副専攻プログラム（14単位以上）
・大学院等高度副プログラム（8単位以上）の

LENGE COMPETITION 2016 に混成チームで参加し、総合優勝を獲得

いずれかの修了要件を充足する必要があります。充足した場合には、当該の修了認定証が交付されます。

しました（2016年2月28日）。
同アイデアコンペは、文部科学省の産業連携・地域支援課の事業で大学

BasicコースからAdvancedコースヘの進級要件

におけるイノベーション人材の育成を支援する
「グローバルアントレプレ
ナー育成促進事業（EDGEプログラム）」の一環として行われたものです。

Basicコースの修了者であってもAdvancedコースの履修生選抜に合格する必要があります。Basicコースにおいて併設の大学院副専
攻プログラムを修了した者については、履修生選抜における審査の一部が免除されます。同履修生選抜では、社会と知の統合の観点か
らの研究能力、英語の運用能力などを審査します。出願資格審査では併設の大学院副専攻プログラムを修了した者と同等の知識やスキ
ルを有しているかどうかを審査します。

2 期生 ｜ 鵜飼 洋史

Qualifying Examination (QE)

さん（生命機能研究科）

2期生の鵜飼洋史さん（生命機能研究科）は、
オートファジー調整の鍵でア

Advancedコースの1年次修了時に、所定単位の取得を前提としてQEを課し、プログラム履修継続の可否について総合的に判定します。

ミノ酸の一種であるグルタミンが細胞成長を活性化するしくみを発見する

在籍研究科での社会と知の統合に関する専門力の確実な向上を博士論文に関する研究計画書を通じて審査し、本プログラムによって

研究の中核的役割を担い、その成果は国際的にも著名な論文誌に掲載さ

獲得した能力および資質の総合的な人物評価を自己評価書に基づくプレゼンテーションおよび面接によって審査します。

れました(2018年4月27日）。
鵜飼さんが本プログラムでの自主的な実践活動の機会を活用して西アフ
リカのガーナを訪問し、いわゆる発展途上国における乳幼児のアミノ酸欠

Advancedコースの修了要件

乏による低成長という実情を知ったこと、
その経験から発想して、20種類の

Advancedコースの修了に際しては、所定単位の取得を前提として最終試験を課します。最終試験を合格した者にはコースワーク等

アミノ酸のうちどれが細胞の成長に必要なのか、
という疑問を持ちながら

修了認定書が授与され、在籍研究科での博士学位の授与に際して学位記にプログラムの修了が付記されます。

研究を進めたことが、
グルタミンの重要性を証明することにつながりました。

3 期生 ｜ 稲富 桃子

さん（理学研究科）

3期生の稲富桃子さん（理学研究科）
と松野健治教授らの研究グループは、
昆虫の交尾体位と雄生殖器の回転が共進化してきたことを明らかにしま

履修生支援について

した。動物の形態と行動は密接に関わっているため、形態だけ、行動だけ
が進化すると、両者に不一致が起こってしまいます。昆虫の交尾体位と生
殖器の向きの進化がこの例に当てはまります。
稲富さんは研究グループの中で実質的な研究代表者としてこの研究に取

自主的活動への支援制度

り組み、昆虫の交尾体位と生殖器の進化の間に協調性があることを見つ
けました。その成果は、国際的な論文誌（Scientiﬁc Reports）に掲載され、

履修生が自ら発案する社会課題に関する実践活動について、活動目的や実施計画を審査した上で、一定の範囲内で旅費などの活動経

朝日新聞でも紹介されました（2019年2月7日）。

費を支援します。

チューター教員制度
学修の目標設定やプログラム履修の過程で生じた問題等についての相談を随時受け付け、助言等の支援を行います（Basicコース本履

履修生の研究活動等

修生およびAdvancedコース履修生対象）。各履修生に対して2名程度の教員を配置します。
区

経済的支援制度
●コースワークにおける海外実習、国内実習、その他実践活動等について、旅費等の参加費を支援します。
●給付型奨学金制度（Basicコース本履修生およびAdvancedコース履修生対象）を設けています。支給金額は年度毎に決定します
（2021年度Basicコース本履修生対象支給額：月額6万円）。ただし、受給資格を満たさなくなった場合、支給を停止します。他の給付型
奨学金やフェローシップ、次世代プロジェクト、JSPS特別研究員（DC）研究奨励金との重複受給はできません。
●授業料免除制度（Advancedコース履修生対象）を設けています。

分

（1） 学会発表件数
（国際会議での発表数）
（2） 論文発表件数
（レフェリー付論文発表数）
（外国語で作成した論文発表数）

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

59

53

199

62

56

30

26

45

28

16

67

36

24

12

9

15

16

3

39

30

30

20

11

26

11

1

20

24

16

18

10

24

9

1

23

17

17

13

3

6

（3） 学外での研究発表による受賞件数（国内）

0

4

10

4

5

6

2

4

（4） 学外での研究発表による受賞件数（国外）

3

2

3

3

3

0

0

0

（5） アイデアコンペ・ハッカソン等による受賞件数

1

3

1

1

1

0

0

0

50

58

64

62

61

47

40

34

19

25

39

41

29

16

15

15

1

8

12

10

13

7

3

0

（＊） 履修学生数
（博士後期課程に在籍する履修学生数）
（日本学術振興会特別研究員である者の数）

【 2018年度以降は準履修生を含む 】
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修了生のキャリアパス

修了生の声

2016-2021年度のコースワーク修了者の就職先（下表）はそれぞれが特徴的なキャリアパスを開拓しており、大学院での研究内容とは
直接的な接続のない業種への就職が多く含まれています。新規開発技術の製品化を社内の多様な部署と調整して進める役割を担う者や
海外における新規事業開発を担う者など、本プログラムで修得した知識やスキルを期待されて、従来の博士人材では考えられなかった道
を歩み始めた多数のチャレンジャーがいます。
修了
年度

所 属 研 究科

所属専攻

専門分野

就職先等

産官
学民

文化表現論専攻

美学

大阪大学(教員)

学

2016

人間科学研究科

人間科学専攻

現代思想

神戸市

官

2016

人間科学研究科

人間科学専攻

環境行動学

認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所

民

2016

経済学研究科

経済学専攻

ミクロ経済学、一般均衡理論

同志社大学(教員)

学

2016

工学研究科

精密科学・応用物理学専攻

バイオセンサー

シスメックス株式会社

産

2016

工学研究科

精密科学・応用物理学専攻

プラズマ工学、超精密加工学

シスメックス株式会社

産

れません。
しかし、一つの場所に居ては気づけないことがたくさん

2016

医学研究科

医学専攻

細胞生物学

パナソニック株式会社

産

あります。超域では異分野の人、学外の人、関心が異なる人たちと

自分の視野を広げることがいかに大変かを痛感しました。新しいこ

2016

医学研究科

保健学専攻

基礎看護学

日本アイ・ビー・エム株式会社

産

のプロジェクトを通じてコミュニケーションの難しさを学びました。

とを吸収すると、自分の既存の価値観が揺らぐ。
この揺らぎのなか

2017

人間科学研究科

人間科学専攻

現代思想

PwCコンサルティング合同会社

産

博士の研究で壁にぶつかった時に私を助けてくれたのは、人と人

で自身の考えを構築しようとするも、なかなか言葉にならない。言

2017

人間科学研究科

人間科学専攻

教育社会学

愛知淑徳大学(教員)

学

の繋がりでした。色々な人と繋がると彼らのアイデア、経験、価値観

葉にするのが怖くなる。
このサイクルに苦しんだ日々でした。

2017

理学研究科

化学専攻

生物物理化学

株式会社資生堂

2017

生命機能研究科

生命機能専攻

細胞生物学

2017

工学研究科

精密科学・応用物理学専攻

ナノフォトニクス

2017

工学研究科

環境・エネルギー工学

2017

工学研究科

2017

1

｜ 井上 裕毅 さん

シスメックス株式会社

研究室には同じ関心を持つ人が集まるので居心地は良いかもし

2

期生

文学研究科

期生

2016

｜ 篠塚 友香子 さん

PwCコンサルティング
合同会社

私が超域イノベーションプログラムヘ応募した理由は、自分の視
野を広げたいというシンプルなものでした。そして超域の5年間で、

を分けてもらえます。超域は、学内学外を問わず人が集まり、普段

超域では、
プレゼンテーションカなど「○○力」
と呼ばれるスキル

産

できないことが許される
「場」です。活用するのは自分次第、そして

を強化する機会も沢山あります。将来、就職する時にアピールでき

ヤンマーホールディングス株式会社

産

最も必要なのは一歩を踏み出す勇気だと思います。

るのはこれらのわかりやすいスキルかもしれません。
しかし私が働

横河電機株式会社

産

排水処理

株式会社三菱総合研究所

産

環境・エネルギー工学

環境創成学、持続可能性科学

国連大学サステイナビリティ高等研究所

学

薬学研究科

創成薬学専攻

生物学無機化学、物理化学

大阪府

官

2017

薬学研究科

創成薬学専攻

核酸化学、
スプライシング制御

中外製薬株式会社

産

2018

文学研究科

文化表現論

演劇学

株式会社リクルートホールディングス

産

2018

言語文化研究科

言語社会専攻

アメリカ文学

麗澤大学(教員)

学

2018

経済学研究科

経営学系専攻

経営学

広島市立大学(教員)

学

2018

人間科学研究科

人間科学専攻

思想、芸術およびその関連分野

大阪大学（教員）

学

2018

人間科学研究科

人間科学専攻

グループ・ダイナミックス

京都大学防災研究所(SPD)

学

2018

国際公共政策研究科

比較公共政策専攻

社会科学

追手門学院大学(教員)

学

2018

国際公共政策研究科

比較公共政策専攻

経済学

ソニーグループ株式会社

産

2018

法学研究科

法学・政治学専攻

西洋政治思想史

京都市地域おこし協力隊・個人事業主

民

2018

法学研究科

法学・政治学専攻

社会科学

小樽商科大学（教員）

学

2018

理学研究科

生物科学専攻

生物学

ロート製薬株式会社

産

2018

生命機能研究科

生命機能専攻

実験美学

個人事業主

産

2018

工学研究科

応用化学専攻

化学

パナソニック株式会社

産

2018

工学研究科

機械工学専攻

設計工学

ダイキン工業株式会社

産

2018

工学研究科

地球総合工学専攻

船舶海洋工学

大阪大学(教員)

学

2018

工学研究科

電気電子情報工学専攻

人工知能、知識工学(オントロジー)

日本アイ・ビー・エム株式会社

産

私にとっての超域とは、目標に到達するまでのプロセスを学べる
場所です。自己と批判的に向き合い、現状の自分を理解することで、

学では理系の単科大学で、まったく文系の人とかかわる機会がありませ

理想に近づくための具体的な次のステップを見極められるように

んでした。そのため、私にとって超域というフィールドは、学部から現在に

なったと感じています。
また、異なる立場の他者と共に社会課題に取

至るまで完全に理系の環境で過ごして形成された考え方に、新たな考え

私は現在シスメックス株式会社で凝固分野の事業を企画し、海

きだしてから思うのは、わかりやすいスキルの習得よりも、悩み苦し

外とのコネクションの中軸を担っています。事業企画は開発から販

んだ経験が一番の財産だった、
ということです。挑戦して、失敗して、

売、サービスなど全社に網羅的に関わる部門ですが、超域での多

もうやめてしまおうかと思う。でも、
もう一度挑戦してみる。
この繰り

様な経験が今に生きていると、心からそう信じています。

返しのなかで、皆さんにも本プログラムで未知のことと出会う楽し
みと苦しみを謳歌して欲しいです。

履修生の声

博士
後期

2 年 ｜ 大津 真実

さん

言語文化研究科
（言語社会専攻）

博士
後期

1 年 ｜ 鈴木 寛太郎

さん

工学研究科
（地球総合工学専攻）

私は本学に入学する前、東京工業大学に通っていました。東京工業大

2018

工学研究科

ビジネスエンジニアリング専攻

工学教育

株式会社ツクルバ

産

2019

人間科学研究科

人間科学専攻

認知心理学

立命館大学（PD）

学

2019

法学研究科

法学・政治学専攻

法理学・法哲学

大阪大学（教員）

学

2019

経済学研究科

経済学専攻

公共経済学・財政学

千葉大学（教員）

学

2019

理学研究科

宇宙地球科学専攻

惑星科学

宇宙航空研究開発機構 JAXA

官

の甘さを痛感することもありましたが、そうした経験も含めて自己の

に専念していたら気が付けなかったことに気が付ける機会を提供してく

成長につながっていると考えます。

れています。理系と文系が入り混じるディスカッションでは、それぞれの持

り組む授業では、研究科だけでは得られない社会と連携する実践

方を発見させてくれる大切な場所になっています。超域で受講できる講義

力を身につけられます。企業やNPO等との協働を通して、現状認識

や異分野選考のメンバーとのフィールドワークでは、自分が研究活動だけ

2019

医学系研究科

医学専攻

基礎医学

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

官

2019

医学系研究科

保健学専攻

保健学

ハーバード大学（PD）

学

2019

工学研究科

環境・エネルギー工学専攻

原子力工学

東京電力ホールディングス株式会社

産

2019

基礎工学研究科

物質創成専攻

物性物理学

ドイツ研究センターヘルムホルツ協会ユーリッヒ研究センター（研究員）

学

日々刺激を与えてくれる仲間との出会いはかけがえないものです。

相手の言わんとするところをくみ取ろうとする力が身についてきた気がし

2020

歯学研究科

口腔科学専攻

予防歯科学

エム･アール･アイ リサーチアソシエイツ株式会社

産

さらに、超域は幅広い人脈の形成の場でもあります。超域の諸活動

ます。この超域イノベーション博士課程プログラムが、異分野を専門とす

2020

工学研究科

環境・エネルギー工学専攻

磁気科学

パナソニック株式会社

産

を通して構築・強化したネットワークは、その後の研究やキャリアの

る人と協調しつつ、自分の専門をいかした活動ができる人材に自分を育

可能性を一段と拡大させるものになりました。
こうした経験は、
これ

てる場となること期待しています。本プログラムで、新たなメンバーとして

からの人生の選択肢を豊富にしてくれるものと信じています。

様々な背景を持った方々とをお会いできることを楽しみにしています。

2020

国際公共政策研究科

比較公共政策専攻

国際関係論

株式会社DigitalBlast

産

2020

言語文化研究科

言語社会専攻

アメリカ文学

愛知大学（教員）

学

異分野の学生との交流も大きな魅力です。授業内のディスカッ

つ背景の違いから、何を言っているのかわからないといったような会話の

ションだけではなく、雑談からも新たな学びがあります。他分野の視

齟齬がしばしば起こります。一方で、私はこのプログラムに参加してから、

点を通して自分の強みや弱みが見えてくることは何度もありました。

次第に文系側の知識も知ることで、異分野の方との議論の土台を構築し、

【 2016〜2021年度のコースワーク修了者の進路状況 】
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（2022年4月1日現在）
■ プログラム責任者
三成

氏
堤

■ 部門長・ プログラムコーディネーター

賢次

名

研二

理事・副学長

所

属

人文学研究科・人文学専攻
（文学研究科・文化形態論専攻 兼任）

職名等
教授

三好

恵真子

人間科学研究科・人間科学専攻

教授

河森

正人

人間科学研究科・人間科学専攻

教授

稲場

圭信

人間科学研究科・人間科学専攻

教授

西森

年寿

人間科学研究科・人間科学専攻

教授

福井

康太

法学研究科・法学・政治学専攻

教授

浦井

憲

経済学研究科・経営学系専攻

教授

理学研究科・宇宙地球科学専攻

教授

佐々木

晶

木多

石川

春人

理学研究科・化学専攻

講師

河原

行郎

医学系研究科・医学専攻

教授

小川

和彦

医学系研究科・医学専攻

教授

神出

計

医学系研究科・保健学専攻

教授

竹屋

泰

医学系研究科・保健学専攻

教授

加藤

隆史

歯学研究科・口腔科学専攻

教授

氏
原

道宏

名

圭史郎

原田

研介

山下

仁

工学研究科・地球総合工学専攻

所

属

教授

職名等

工学研究科・フューチャーイノベーションセンター 教授
基礎工学研究科・システム創成専攻

教授

人文学研究科・言語文化学専攻

教授

（言語文化研究科・言語文化専攻 兼任）
進藤

修一

人文学研究科・外国学専攻

教授

（言語文化研究科・言語社会専攻 兼任）
南

和志

国際公共政策研究科・比較公共政策専攻

准教授

松田

秀雄

情報科学研究科・バイオ情報工学専攻

教授

深川

竜郎

生命機能研究科・生命機能専攻

教授

山﨑

吾郎

COデザインセンター

教授

大谷

洋介

COデザインセンター

准教授

グローバルイニシアティブ機構・学生交流推進部門

特任教授

バレット ブレンダン

プログラム特任教員
小川

歩人

プログラム特任教員

特任講師

富美子

プログラム特任教員

特任助教

有澤

光弘

薬学研究科・創成薬学専攻

教授

鈴木

小林

英樹

工学研究科・機械工学専攻

教授

永井

裕太

プログラム特任教員

特任助教

倉敷

哲生

工学研究科・ビジネスエンジニアリング専攻

教授

中井

好男

プログラム特任教員

特任助教

詳しくは超域webサイトをご覧ください。
http://www.cbi.osaka-u.ac.jp
■ 問い合わせ窓口
大阪大学 超域イノベーション博士課程プログラム事務室
〒565 - 0871 大阪府吹田市山田丘2 - 2
最先端医療イノベーションセンター棟3階
TEL：06 - 6210 - 8253 FAX：06 - 6210 - 8254
E-mail: info@cbi.osaka-u.ac.jp
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