
日 時 ： 平成２２年１月２８日（木） １１：００～１６：２０

場 所 ： 横浜国立大学中央図書館

メディアホール（招待講演）

情報ラウンジ（ポスターセッション）

参加費 ： 無料

主催：工学研究マネージメント学習プログラム シンポジウム実行委員会

プログラム

工学研究マネージメント学習プログラムとは？

工学研究マネージメント学習プログラム
成果報告シンポジウム

本シンポジウムの目的

研究は，多くの場合「企画立案」「資金調達」「実行」「報告」という流れで行わ
れます。本プログラムは博士課程学生が「企画立案」から「報告」までの全て
を行い，将来独立して研究できる優秀な人材の育成を目的としています。

連絡先

実行委員長：盛田元彰 （博士課程後期１年）
横浜国立大学大学院 工学府 システム統合工学専攻 梅澤研究室
E-mail : tamorita@me.com Phone: 045-339-3873

本シンポジムはマネージメント学習プログラムの「報告」にあたります。学内
外へ博士課程学生の研究活動を少しでも知ってもらうことを目的としていま
す。本シンポジムには工学府の様々な分野の博士課程学生が一堂に会しま
す。博士課程に興味のある方，進学を考えている方は是非ご参加ください。
また，招待講演にNEC人事部の方を招き，博士課程学生のキャリア（就職）
についてご講演いただきます。現在博士課程の方も是非ご参加ください。

11:00 - 12:00  ポスターセッション前半

13:00 - 13:50  講演：NEC人事部キャリアアドバイザー 五明明子「博士
課程卒のキャリア形成と今後の若手研究者に求められること-企業の立
場から-」

13:50 - 14:35  講演：本学大学院工学研究院准教授 于強「原理に則っ
た技術蓄積・人財育成におけるCAEの活用」

14:35 - 15:15  ポスターセッション後半

15:15 - 16:00  講演：本学副学長 國分泰雄「博士課程で学ぶ意義は何
か？-『たいの法則』について」

mailto:tamorita@me.com�


D a t e ： 28th January 2010 (Thu.) 11:00 – 16:20

P l a c e ： Yokohama National University Library

Media Hall (Guest Speech)

Information Lounge (Poster Session)

F e e ： Free!

organized by the symposium executive committee

11:00 - 12:00 Poster Session

13:05 - 15:45
Guest Speech

(1) NEC Personnel Department Carrier Advisor
(2) Yokohama National University Associate Professor

Yu Qjang

14:35 – 15:15 Poster Session

15:15 - 16:00 (3) Yokohama National University Associate Chancellor
Yasuo Kokubun

Program

What is Engineering Research Management Study Program?

Symposium for Report of
Engineering Research Management Study Program

Goal of this Symposium

In many cases, researches are performed by the flow “Planning”, “Fundin
g”, “Execution”, and “Report”. The goal of this program is to grow persons 
who can research independently in the future through actually performing 
the process for Ph.D. students.

Contact
Executive leader : Motoaki Morita (1st grade of doctoral course)
Yokohama National University Graduate School of Engineering Umezawa Lab.
E-mail : tamorita@me.com Phone: 045-339-3873

This symposium is for “Report” of the management study program. The go
al of this symposium is an advertisement of research activities of Ph. D. st
udents for inside and outside of  the university. Many Ph.D. students fro
m many subjects of engineering attend this symposium. Please atten
d, everyone interested in doctoral course. Then, we will get a precious o
pportunity of the guest speech about carrier of Ph.D. students. Pleas
e attend, present Ph.D. students too.
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