
平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【文学部・人文科学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成28年4月5日（火） 14：15～14：45 キャリア支援講演会 主に2年生 箱崎文系講義棟101講義室

NPO法人福岡ジェンダー
研究所相談員　九州大学
文学部学生相談室相談員
濵尾　美那

講演題目：これからの日々のために 学生第一係

平成29年1月31日（火） 13：00～16：20

文学部学生修学・就職等相談
室
第1・2回就職支援ワークショッ
プ

2年生以上 学生修学・就職等相談室
NEAT代表取締役
髙木　奈穗

職業選択、自己分析、自分再発見、就職活
動の基本的な流れ、行政機関(公務員）か民
間企業かの選択、VPI 職業興味検査により
自分の職業観を知る、短所を長所に転化！
自分の資源を発掘

文学部学生修学・
就職等相談室

平成29年2月1日（水） 13：00～16：20
文学部学生修学・就職等相談
室
第3・4回就職支援ワークショッ

2年生以上 学生修学・就職等相談室
NEAT代表取締役
髙木　奈穗

自分・業界・企業研究、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから読み
取る業界・企業情報、自分にとって必要な就
職ｲﾍﾞﾝﾄを知る

文学部学生修学・
就職等相談室

平成29年2月7日（火） 13：00～16：20
文学部学生修学・就職等相談
室
第5・6回就職支援ワークショッ

2年生以上 学生修学・就職等相談室
NEAT代表取締役
髙木　奈穗

企業エントリー、ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ、履歴書の書き
方、面接を成功させるコツ、今後やるべきこ
と、準備すべきこと

文学部学生修学・
就職等相談室

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【教育学部・人間環境学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成28年6月8日（水） 13：00～14：30
平成28年度前期教育学部キャ
リアガイダンスセミナー第1回大
学改革の第一線で働く職員

文系地区学生・院生
（主に教育学部2～4
年生）

箱崎文系講義棟207講義室
九州大学学務部学務企画
課学務企画専門委員　大
津正和氏

大学職員という仕事の内容や、これまでの
経歴などについて、紹介いただいた。また、
本学だけでなく他大学の事例についても情
報提供いただいた。

教職課程準備室
助教　榎景子

平成28年6月15日（水） 13：00～14：30

平成28年度前期教育学部キャ
リアガイダンスセミナー第2回
知って得・特　みなさんを守る
ワークルール、労働組合

文系地区学生・院生
（主に教育学部2～4
年生）

箱崎文系講義棟207講義室
日本労働組合総連合会福
岡県連合会政策・労働条
件局長　豊福明子氏

過重勤務やハラスメントなどの問題につい
て、自身が遭遇するかもしれない問題として
考え、就職活動や働く上での権利やルール
について学んだ。

教職課程準備室
助教　榎景子

平成28年7月13日（水） 13：00～14：30

平成28年度前期教育学部キャ
リアガイダンスセミナー第3回家
族・人・社会の架け橋―家庭裁
判所調査官の仕事―

文系地区学生・院生
（主に教育学部2～4
年生）

箱崎文系講義棟207講義室
福岡家庭裁判所主任家庭
裁判所調査官　高橋真吾
氏

家庭裁判所のしくみ、どのようにして裁判所
職員としてのキャリアを目指すようになった
のか、採用試験や実務の現場において大学
時の学びや研究をどのように生かしている
かなどについて情報提供いただいた。

教職課程準備室
助教　榎景子

平成28年7月20日（水） 13：00～14：30 インターンシップ事前研修会

文系地区学生・院生
のインターンシップを
考えている学生（主
に教育学部2～4年

箱崎文系講義棟207講義室

地域企業連合会九州連携
機構（九州インターンシッ
プ推進協議会）斉藤拓馬
氏

インターンシップの意義や参加に際する事前
の心構えについて、講義いただき、ディス
カッションを行った。

教職課程準備室
助教　榎景子

平成28年11月9日（水） 13：00～14：30

平成28年度後期教育学部キャ
リ研究セミナー第1回知って得・
特　みなさんを守るワークルー
ル、労働組合

文系地区学生・院生
（主に教育学部2～4
年生）

箱崎文系講義棟207講義室
日本労働組合総連合会福
岡県連合会政策・労働条
件局長　豊福明子氏

過重勤務やハラスメントなどの問題につい
て、自身が遭遇するかもしれない問題として
考え、就職活動や働く上での権利やルール
について学んだ。

教職課程準備室
助教　榎景子

平成29年1月25日（水） 13：00～14：30 インターンシップ事前研修会
文系地区学生・院生
（主に教育学部2～4
年生）

箱崎文系講義棟207講義室
地域企業連合会九州連携
機構（九州インターンシッ
プ推進協議会）斉藤拓馬

インターンシップの意義や参加に際する事前
の心構えについて、講義いただき、ディス
カッションを行った。

教職課程準備室
助教　榎景子

平成29年2月3日（水） 13：00～14：30

平成28年度後期教育学部キャ
リ研究セミナー第2回ソーシャル
に生きる～''使命感''で選ぶ仕
事とは～

文系地区学生・院
生・その他

箱崎文系講義棟207講義室

NPO法人ETIC.代表理事
宮城治男氏
福岡中小企業経営者協会
常務理事　古賀正博氏

大学生や若者が手掛けた仕事やこれまでの
職歴などについて、講演いただき、参加者と
トークセッションを行った。

教職課程準備室
助教　榎景子

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【法学部・法学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成28年4月5日(火） 15：30～16：30
大正製薬グループ
会社説明会

主に学部3年生・修
士1年生・
法務学府生、他学部

箱崎文系講義棟103講義室
大正製薬グループ九州地
区　採用担当

製薬業界説明
法学部キャリアデ
ザイン委員会・炭
崎

平成28年年7月7日（木） 16：30～17：00 家裁調査官説明会 学年・学部不問 箱崎文系講義等106教室
福岡家庭裁判所 主任家
庭裁判所調査官    横溝
良幸氏

家裁調査官の業務説明
法学部キャリアデ
ザイン委員会・炭
崎

平成28年11月16日（水） 16：30～18：00
NHKキャリア・仕事研究セミ
ナー～大越健介記者による講
演～

学年・学部不問 箱崎文系講義等201講義棟
NHK報道局　大越健介記
者主幹

大越健介記者の講演（記者の仕事、NHKで
働くという事）、NHK福岡放送局総務部宮崎
氏からの業界説明。

法学部キャリアデ
ザイン委員会・炭
崎

平成28年3月13日（月）
～
3月15日（水）

13：10～18：40 法学部企業セミナー

2018年卒業・修了予
定者
※留学生、ＬＳ生可、
他学部可

箱崎文系講義棟
101,102,103,104

トヨタ自動車九州・トヨタ自
動車・損害保険ジャパン日
本興亜・三井住友銀行・三
菱ガス化学・東京海上日
動火災保険・住友電気工
業・読売新聞西部本社・三
菱電機・ＡＧＣ旭硝子・旭
化成・みずほフィナンシャ
ルグループ・帝人・ゆうちょ
銀行・関西電力・アクセン
チュア・ＪＲ九州・富士通・Ｊ
Ｒ西日本・味の素・三井住
友海上火災保険・楽天・、
三井住友信託銀行・野村

企業の採用担当者による会社説明会
法学部キャリアデ
ザイン委員会・炭
崎

【法務学府(法科大学院)】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成28年8月30日(火) 17：00～18：30
弁護士法人ベリーベスト法律事
務所説明会

主に法科大学院3年
生及び修了生

法科大学院棟法廷教室
ベリーベスト法律事務所採
用担当弁護士

法律事務所個別説明会
貝塚地区教務課
専門職員

平成28年12月7日(水) 14：50～16：30 国税不服審判所講演会
法科大学院生、法学
部生、法学府生、他
学部生等

法科大学院棟法廷教室
福岡国税不服審判所長及
び審判官（弁護士）

国税不服審判所の概要･役割等の説明
法科大学院事務
室

日時

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【経済学部・経済学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口
平成28年4月13日（水） 14：50～16：20 経済学部業界セミナー 主に経済学部・学府 経済学部棟510A教室 住友電気工業株式会社 非鉄金属業界セミナー 八木 准教授

平成28年7月5日（火） 14：50～16：20 公認会計士制度説明会
主に経済学部・学府
生

箱崎文系講義棟302講義室 公認会計士
公認会計士の仕事の内容や魅力について
の説明。九大OB・OGの会計士による合格体

丸田 教授

平成28年11月11日（金） 18：30～20：00
経済学部キャリアセミナー2016
（第1回）

主に経済学部・学府
生

経済学部棟609セミナー室
水田　晃斉 氏
（株）リヴァンプ

『ベンチャー・起業・転職。僕が何故そのキャ
リアを選んだのか』

鷲崎 准教授

平成28年12月16日（金） 18：30～20：00
経済学部キャリアセミナー2016
（第2回）

主に経済学部・学府
生

経済学部棟6階大会議室
山口　裕之 氏
株式会社タカギ

『30代からの社会人生活』 鷲崎 准教授

平成29年1月20日（金） 17：00～18：30
経済学部キャリアセミナー2016
（第3回）

主に経済学部・学府
生

経済学部棟6階大会議室
副島 由紀子 氏
佐賀県観光課

『グローバルとローカルの橋渡し～公務員の
国際化って？』

鷲崎 准教授

平成29年1月27日（金） 18：30～20：00
経済学部キャリアセミナー2016
（第4回）

主に経済学部・学府
生

箱崎文系地区プレハブ棟1
階

宮家 彩紀 氏
日立化成商事（株）

『私の考えるキャリアデザインの方法』 鷲崎 准教授

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【理学部・理学府・数理学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成28年12月9日 13：30～14：30
平成30年3月卒業・修了予定者
向け就職ガイダンス

就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館B棟2階211室
(第1講義室)

就職担当教授：木村　康之
進路指導担当教授による就職・進学に関す
る説明会

平成29年2月13日 14：00～15：30 会社説明会
就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館A棟7階701室
（物理セミナー室1）

株式会社SUMCO 九大物理OBによる企業説明会 木村康之

平成29年2月17日 13：30～15：00 会社説明会
就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館A棟7階701室
（物理セミナー室1）

大分ガス株式会社 人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成29年2月22日 14：00～15：30 会社説明会
就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館A棟7階701室
（物理セミナー室1）

株式会社ブリヂストン 九大物理OBによる企業説明会 木村康之

平成29年2月23日 14：00～15：30 会社説明会
就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館A棟7階701室
（物理セミナー室1）

TOTO株式会社 九大物理OBによる企業説明会 木村康之

平成29年2月28日 14：00～16：00 会社説明会
就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館A棟7階701室
（物理セミナー室1）

富士通株式会社 九大物理OBによる企業説明会 木村康之

平成29年2月28日 14：00～16：00 会社説明会
就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館A棟7階701室
（物理セミナー室1）

富士通株式会社 九大物理OBによる企業説明会 木村康之

平成29年3月3日 15：00～16：30 会社説明会
就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館A棟7階701室
（物理セミナー室1）

株式会社ニコン 九大物理OBによる企業説明会 木村康之

平成29年3月6日 14：00～15：30 会社説明会
就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館A棟7階701室
（物理セミナー室1）

JFEスチール（株）
リクルーター、人事担当者等による企業説明
会

木村康之

平成29年3月13日 14：00～15：30 会社説明会
就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館A棟7階701室
（物理セミナー室1）

三菱スペース・ソフトウエア
株式会社

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成29年5月24日 15：00～16：00 会社説明会
就職希望者学部3年
生、
修士1年生、博士

ウエスト1号館A棟7階723室
（物理セミナー室3）

株式会社東芝 九大物理OBによる個別相談会 木村康之

平成29年3月1日以降随
時

学内企業説明会
主に学部3年生・修
士1年生

システム情報科学府 各講
義室

各社リクルーター，人事担
当者等

リクルーター，人事担当者等による企業説明
会

情報理学コース
教務事務室

平成28年11月～平成29
年2月

進路説明会
主に学部3年生・修
士1年生

工学部・システム情報科学
府 各講義室

進路指導担当教授
進路指導担当教授による就職・進学に関す
る説明会

情報理学コース
教務事務室

平成29年2月～4月 学生面談
主に学部3年生・修
士1年生

各教員室 進路指導担当教授 進路指導担当教授による個別面談
情報理学コース
教務事務室

平成28年12月～（終了
時期未定）

就職相談
主に学部3年生・修
士1年生

各専攻で指定する部屋 キャリアコンサルタント キャリアコンサルタントによる個別相談
情報理学コース
教務事務室

平成28年11月15日（火） 12：20～13：10 就職説明会
主に学部3年生
修士1年生

化学科B314講義室 就職担当教員（大場教授）

就職メール配信リストを作成し、就職担当教
員から情報希望者へ求人情報を配信。また
パンフレット、求人票を整理し閲覧させてい
る。企業より推薦依頼があれば、就職担当
教員で調整されている。

大場教授

随時
求人情報・学外研究会説明会・
特別見学会情報の提供

学生・院生
学生・院生あて情報メールを
地惑事務室との連携により送信

就職担当教員・地
惑事務室

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

平成28年12月7日(水) 16：40-17：40
気象庁（九大OBによる）業務説
明会

学生・院生 地惑講義室（W1-B-210） 気象庁 気象庁（九大OBによる）業務説明会 就職担当教員

平成29年1月27日(金) 16：30-17：20 会社説明会 学生・院生 地惑会議室（W1-B-616） 伊藤忠石油開発株式会社 会社説明会 就職担当教員

平成29年1月27日(金) 16：00-16：30 JX金属会社説明会 院生 ウエスト2号館322号室 JX金属会株式会社
JX金属概要説明・
地質探査業務内容説明

平成29年1月27日(金)
11：00-12：00
15：00-16：00

～NEC社員(九大OB)との交流
会～
電機業界/職種研究セミナー

学生・院生 総合学習ﾌﾟﾗｻﾞ第11講義室 NEC 電機業界/職種 研究セミナー

平成29年2月3日(金)
11：00-12：00
15：00-16：00

～NEC社員(九大OB)との交流
会～
電機業界/職種研究セミナー

学生・院生 ウエスト2号館521講義室 NEC 電機業界/職種 研究セミナー

平成29年2月10日(金) 16：00-17：30
富士通社員（九大OB)との交流
会

学生・院生
ウエスト1号館B-210講義室
(W1-B-210)

富士通株式会社 富士通OBOG交流会 就職担当教員

平成29年2月17日(金) 14：00-15：00 日産自動車OBOG交流会 学生・院生 地惑会議室（W1-B-616） 日産自動車株式会社 日産自動車OBOG交流会 就職担当教員

平成29年2月17日(金) 14：00-16：00
航空管制業務説明会・管制室
見学会
（九大OBによる)

学生・院生
国土交通省福岡航空交通
管制部

国土交通省福岡航空交通
管制部

業務説明会・見学会 就職担当教員

平成29年2月25日(土) 13：00-17：00 会社説明会 学生・院生 （株）日立製作所 九州支社
（株）日立製作所 九州支
社

会社説明会
（株）日立製作所
九州支社

平成29年3月3日(金)
11：00-12：00
15：00-16：00

会社説明会 学生・院生 総合学習ﾌﾟﾗｻﾞ第11講義室 NEC 会社説明会

平成29年3月6日(月)
11：00-12：00
15：00-16：00

会社説明会 学生・院生 総合学習ﾌﾟﾗｻﾞ第8講義室 NEC 会社説明会

平成29年3月6日(月) 15：30-17：30 技術系会社説明会 学生・院生
ウエスト2号館 517号室 国
際プロジェクト室Ａ

三井石油開発株式会社 会社説明会
三井石油開発株
式会社

平成29年3月7日(火) 15：00～17：00
理学府・部および工学府・
部学生向けの採用説明会

学生・院生 ウエスト2号館－517号室 JOGMEC 採用説明会 JOGMEC

平成29年3月10日(金) 16：00-17：30 会社説明会 学生・院生 地惑会議室（W1-B-616） JX石油開発株式会社 会社説明会 就職担当教員

平成29年3月11日(土) 13：00-17：00
日立製作所の九大の物理と
地惑限定の会社説明会

学生・院生 （株）日立製作所 九州支社
（株）日立製作所 九州支
社

会社説明会
（株）日立製作所
九州支社

平成29年3月13日(月) 14：00-15：30 会社説明会 学生・院生
ウエスト1号館7階Ａ7０1物
理セミナー室1

三菱スペース・ソフトウエア 会社説明会

平成29年3月13日(月) 14：00-17：00 日立技術セミナー 学生・院生 （株）日立製作所 九州支社
（株）日立製作所 九州支
社

日立技術セミナー
（株）日立製作所
九州支社

平成29年3月15日(水) 14：00-15：30 会社説明会 学生・院生 ウエスト1号館C棟2階201室
日本テキサス・インスツル
メンツ株式会社

会社説明会

平成29年3月17日(金)
11：00-12：00
15：00-16：00

会社説明会 学生・院生 総合学習ﾌﾟﾗｻﾞ第11講義室 NEC 会社説明会

平成29年3月21日(火) 13：30-15：00
九大理学部・理学府向けの
東芝グループ会社説明会

学生・院生 物理セミナー室1(A-701) 株式会社東芝 会社説明会

平成29年3月25日(土) 13：00-17：00
物理・地惑学生向け会社説明
会

学生・院生 （株）日立製作所 九州支社
（株）日立製作所 九州支
社

会社説明会 （株）日立製作所
九州支社

平成29年3月23日(木)、
27日(月)、30日（木）

13：30-16：00 会社説明会 学生・院生 東京会場　本社
中日本ハイウェイ・エンジ
ニアリング東京株式会社

会社説明会
中日本ハイウェ
イ・エンジニアリン
グ東京株式会社

平成29年3月29日(水) 10：00-12：00 会社説明会 学生・院生 金沢会場
中日本ハイウェイ・エンジ
ニアリング東京株式会社

会社説明会
中日本ハイウェ
イ・エンジニアリン
グ東京株式会社

平成29年3月27日(月)
13：00～
15：00～

ＪＲ東海セミナー(運輸系統) 学生・院生
総合学習ﾌﾟﾗｻﾞ1階第7講義
室

ＪＲ東海 セミナー

平成29年3月31日(金) 11：00-12：00 会社説明会 学生・院生 総合学習ﾌﾟﾗｻﾞ第11講義室 NEC 会社説明会



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

平成28年6月11日（土） 15：00～16：50 3年九重研修 主に学部3年生
伊都キャンパス・IMI オー
ディトリアム (W1-D-413)

就職担当教員（川崎 英
文）

企業への就職活動と教員採用試験について
指導をおこなう。また、教員採用試験の体験
談を学生が講演する。

数理・IMI事務室
(W1-D-520)

平成28年11月30日（水） 15：30～17：30 数学科・数理学府就職説明会
主に学部3年生・修
士1年生

伊都キャンパスウエスト1号
館　D-313

(株)マイナビ 河野 菜美子
企業の採用活動と学生の就職活動のポイン
ト、数学科・数理学府の就職内定者による活
動体験談

数理・IMI事務室
(W1-D-520)

平成29年1月7日（土） 10：30～16：20 数学科・数理学府交流セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

伊都キャンパスウエスト1号
館　D-313

永田 真一（NECソリュー
ションイノベータ九州）他3
名

数学出身者がどういう形で社会で活躍でき
るのか、数学や数学の考え方がどういう形で
生かされているかを考える。

数理・IMI事務室
(W1-D-520)

就職情報ウェブページ
学部生、修士、博士
（システム生命科学
府）

URL; http：
//mg.biology.kyushu-
u.ac.jp/shukatsu/  （パス
ワード保護；学生には周知
済）

一般企業、公務員、教員、
就職セミナー等

生物学科およびシステム生命科学府の大学
院生を対象とした就職関連のウェブページ。
学内の就職関連情報や就職担当の教官に
送られてきたメール、印刷物をデジタル化し
て逐次公開している。

生物学科教育支援室
学部生、修士、博士
（システム生命科学
府）

教育支援室
（担当教員・仁田坂、中條）

学内の合同企業説明会への参加、情報の
収集、学生の紹介等行っている。また、企業
からのインターン募集等について学生の希
望を募り、企業への仲介を行っている。

教育支援室（bio-
shien@kyushu-
u.org)



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【医学部保健学科】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成29年6月7日(水) 16：40～18：10 就職セミナー
看護・放射・検査
学部3年生

保健学科第5番講義室
福岡県若者しごとｻﾎﾟｰﾄｾ
ﾝﾀｰ
園田　博美　先生

就職活動セミナー
就職活動ｽｹｼﾞｭｰﾙ
就職対策・就職活動の心構え

保健学学生係

平成29年4月10日(月) 13：00～14：00 九州大学病院就職説明会
看護
学部4年生

保健学科第5番講義室 九州大学病院　看護部 平成30年度看護師採用について
保健学科
看護学専攻

平成29年1月27日(金) 10：00～12：00 就職セミナー
放射・検査
学部3年生

保健学科第5番講義室
㈱ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ　ｴｱ　ｱｶﾃﾞ
ﾐｰ

学生のためのﾏﾅｰ講習会 保健学学生係

平成29年2月9日(木) 10：00～15：00 就職セミナー
検査
学部3年生

保健学科第3番講義室
㈱ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ　ｴｱ　ｱｶﾃﾞ
ﾐｰ

模擬面接 保健学学生係

平成29年2月10日(金) 10：00～15：00 就職セミナー
放射
学部3年生

保健学科第3番講義室
㈱ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ　ｴｱ　ｱｶﾃﾞ
ﾐｰ

模擬面接 保健学学生係

平成29年3月21日(火) 10：00～12：00 就職セミナー
看護
学部3年生

保健学科第5番講義室
㈱ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ　ｴｱ　ｱｶﾃﾞ
ﾐｰ

学生のためのﾏﾅｰ講習会 保健学学生係

平成29年3月21日(火) 13：00～17：00 就職セミナー
看護
学部3年生

保健学科第3番講義室
㈱ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ　ｴｱ　ｱｶﾃﾞ
ﾐｰ

面接ﾏﾅｰ講座 保健学学生係

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【薬学部・薬学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成29年3月22日（水） 11：00～15：00 薬企業フォーラム 修士課程学生
コラボステーションⅠ
視聴覚ホール

大塚製薬株式会社、ノバ
ルティスファーマ株式会
社、大正製薬、　　ニプロ
株式会社、アステラス製薬
株式会社、塩野義製薬株
式会社、　　福岡市　保健

薬系企業による就職説明会ならびに本学教
員との意見交換会

薬学学生係

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【工学部・工学府・システム情報科学府】　工学部等教務課企画

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成28年4月1日（水）
13：00～14：40
15：30～17：10

西日本旅客鉄道（ＪＲ西日本）
大学OB来訪

2017年3月卒業、修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第5講義室

西日本旅客鉄道 個別企業説明会 西日本旅客鉄道

平成28年4月1日（金）
13：00～14：30
15：30～17：00

スズキ（株）OBによる会社説明
会

2017年3月卒業、修
了予定者　理工系
（機械、電気・電子、
情報、材料、化学等）

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第7講義室

スズキ（株） 個別企業説明会 スズキ（株）

平成28年4月1日（水）
15：00～16：30

オリンパス（株）OB・OG懇談会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第6講義室

オリンパス（株） OB・OG懇談会 オリンパス（株）

平成28年4月4日（月） 15：00～17：00 日本航空（株）個別企業説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第8講義室

日本航空（株） 個別企業説明会 日本航空（株）

平成28年4月5日（火） 14：50～16：20
JR東海
九大OBによる就職セミナー

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第5講義室

JR東海 就職セミナー JR東海

平成28年4月8日（金） 　PM
日本車輛製造（株）
マッチング面談

2017年3月卒業、修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

日本車輛製造（株） 面談
日本車輛製造
（株）

平成28年4月10日（月）
13：00～13：50
14：00～14：50
15：30～16：20

三菱自動車工業（株）学内セミ
ナー

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

三菱自動車工業（株） 学内セミナー
三菱自動車工業
（株）

平成28年4月12日（火） 16：30～18：00
昭栄化学工業（株）
会社説明会

2017年3月卒業、修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

昭栄化学工業（株） 個別企業説明会
昭栄化学工業
（株）

平成28年4月15日（金）
11：00～12：00
18：00～19：30

NEC(株)学内説明会
2017年3月卒業、修
了予定者

伊都キャンパス
ウエスト2号館3階
314号室

NEC(株) 個別企業説明会 NEC(株)

平成28年4月19日（火） 15：00～16：30
東海理化電機製作所
会社説明会

2017年3月卒業、修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

東海理化電機製作所 個別企業説明会
東海理化電機製
作所

平成28年4月20日（水） 16：30～17：30 自衛官募集制度説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第6講義室

自衛隊福岡西募集案内所 自衛官募集制度説明会
自衛隊福岡西募
集
案内所

平成28年4月22日（金）
13：00～14：45
15：00～16：45

三菱重工業、三菱日立パワー
システムズOB懇談会

2017年4月卒業、修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第5講義室

三菱重工業、三菱日立
パワーシステムズ

OB懇談会
三菱重工業、三
菱日立
パワーシステムズ

平成28年4月22日（金） 18：30～20：00 （株）アソウアルファ会社説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

（株）アソウアルファ 個別企業説明会
（株）アソウアル
ファ

平成28年5月17日（火） 15：00～16：30
日揮触媒化成（株）
会社説明会

2017年3月卒業、修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第16講義室

日揮触媒化成（株） 個別企業説明会
日揮触媒化成
（株）

平成28年7月8日（金） 17：00～20：30
（株）ネクスト九州大学限定
会社セミナー

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第9講義室

（株）ネクスト 会社セミナー （株）ネクスト

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

平成28年7月25日（月） 16：40～18：10
日の出水道機器（株）
学内説明会

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

日の出水道機器（株） 個別企業説明会
日の出水道機器
（株）

平成28年10月4日（火） 16：40～18：00 （株）アソウアルファ会社説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

（株）アソウアルファ 個別企業説明会
（株）アソウアル
ファ

平成29年11月18日（金） 17：00～19：30
Gooｄfind
就職希望者向けスキルアップ
セミナー

2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

Gooｄfind 就職希望者向けスキルアップセミナー Gooｄfind

平成28年12月6日(火） 16：40～19：30
九州大学伊都キャンパス
エンジニアリング企業
キャリアセミナー

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第6講義室

千代田化工建設、
JFEエンジニアリング、他

キャリアセミナー
（株）文化放送
キャリアパート
ナーズ

平成28年12月6日（火）
　　　　　・12月8日（木）

16：40～19：10
九州大学理工系学生
のためのキャリアセミナー

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第9講義室

野村総合研究所、
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ、神戸製鋼所、他

キャリアセミナー
（株）文化放送
キャリアパート
ナーズ

平成28年12月7日（水）
13：00～17：00 九州大学業界研究ｾﾐﾅｰ 特に指定なし 福岡リーセントホテル

朝日新聞社、JAXA、
NTTﾃﾞｰﾀ、他

業界研究ｾﾐﾅｰ
（株）ジェイブロー
ド

平成28年12月8日（木） 13：00～14：30
九州大学OB・OGに会える
業界研究ｾﾐﾅｰ

特に指定なし
伊都キャンパス
ウエスト2号館2階

JAXA、日本郵船、
NTT東日本、他 企業セミナー・OB・OG交流会

（株）ジェイブロー
ド

平成28年12月8日（金） 16：30～17：30 自衛隊貸費学生説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

自衛隊 自衛隊貸費学生説明会
自衛隊福岡西募
集
案内所

平成28年12月16日（金） 16：00～
九州大学工学府出身者による
プラントエンジニアリング業界
の説明会

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第9講義室

東洋エンジニアリング
(株)

プラントエンジニアリング業界説明会
東洋エンジニアリ
ング
株式会社

平成29年1月16日（月） 14：50～ 建機業界研究講座（OB訪問） 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

(株)タダノ 建機業界研究講座（OB訪問） (株)タダノ

平成29年1月18日（水） 16：30～17：30
開発職就職セミナー（大幸薬
品）

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

大幸薬品(株) 就職セミナー 大幸薬品(株)

平成29年1月19日（水） 16：30～18：30 OB訪問 特に指定なし
伊都キャンパス
西講義棟
第1講義室

(株)村田製作所 OB訪問 (株)村田製作所

平成29年1月20日（水） 13：00～14：30 OB訪問 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第16講義室

(株)村田製作所 OB訪問 (株)村田製作所

平成29年1月20日（金） 15：30～17：30
石油・科学・エネルギー業界
エンジニア座談会

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第9講義室

三菱化学、三井化学、
JXエネルギー、他

エンジニア座談会 ユニバ

平成29年1月23日（月）
　　　　 ～1月24日（火）

15：00～18：30 九大生のための業界研究ﾌｪｱ 特に指定なし 福岡リーセントホテル
三菱自動社工業、
NTTコミュニケーションｽﾞグ
ループ、他

業界研究セミナー
アクセス
ヒューマネクスト

平成29年1月23日（月）
15：30～16：50

自動車部品業界、非鉄金属素
材
業界　業界研究セミナー

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第12講義室

東海理化 業界研究セミナー 学生八志会

平成29年1月23日（月）
15：00～16：00
16：30～17：30

東日本旅客鉄道株式会社
ポテンシャル採用（総合職）
輸送・車両・機械フィールド説明

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

東日本旅客鉄道(株) 就職セミナー
東日本旅客鉄道
(株)
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平成29年1月23日（月） 17：00～18：20
自動車部品業界、非鉄金属素
材
業界　業界研究セミナー

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第14講義室

UACJ 業界研究セミナー 学生八志会

平成29年1月25日（水）
16：00～17：15
17：45～19：00

トヨタ自動車サプライヤーによ
る
業界研究セミナー

工学系
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

豊田合成(株) 業界研究セミナー 学生八志会

平成29年1月27日（金） 11：00～12：00
NEC社員（九大OB）との交流会
電機業界・就職研究セミナー

2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

NEC(株) 就職セミナー NEC(株)

平成29年1月27日（金） 15：00～16：00
NEC社員（九大OB）との交流会
電機業界・就職研究セミナー

2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

NEC(株) 就職セミナー NEC(株)

平成29年1月30日（月） 14：30～
富士重工業
OB・OG社員による懇談会

2017年3月卒業、修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第6講義室

富士重工業(株) OB・OG社員による懇談会 富士重工業(株)

平成29年1月30日（月） 16：45～18：15 日立キャリアセミナー
工学部・府/統合新
領域学府

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第6講義室

(株)日立製作所 キャリアセミナー (株)日立製作所

平成29年2月3日（金） 11：00～12：00
NEC社員（九大OB）との交流会
電機業界・就職研究セミナー

2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
ウエスト2号館521講義室

NEC(株) 就職セミナー NEC(株)

平成29年2月3日（金） 15：00～16：00
NEC社員（九大OB）との交流会
電機業界・就職研究セミナー

2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
ウエスト2号館521講義室

NEC(株) 就職セミナー NEC(株)

 
平成29年2月10月（金） 17：00～18：00

新日鐵住金（株）
業界セミナー

機械・航空・造船
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

新日鐵住金 業界セミナー 新日鐵住金

平成29年2月16日（木） 15：30～17：00 都市ガス業界研究セミナー
2018年3月卒業、修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

大分ガス(株)
都市ガス業界を取り巻く環境
大分ガスの仕事の紹介

大分ガス(株)

平成29年2月16日（木） 15：00～17：00
画像処理・IIoTセミナー、エンジ
ニアの仕事説明会のご案内

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

(株)リンクス 就職セミナー (株)リンクス

平成29年2月27日（月） 11：30～12：30
プラントエンジニアリング業界
の
就職セミナー

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

東洋エンジニアリング(株) 就職セミナー
東洋エンジニアリ
ング(株)

平成29年3月1日（水） 18：00～19：00
サントリーホールディングス
（株）
業界研究セミナー

2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

サントリーホールディング
ス
（株）

業界研究セミナー
サントリーホール
ディングス（株）

平成29年3月1日（水）
　　　　 ～3月2日（木）

13：00～17：00
九州大学伊都キャンパス
企業セミナー

2018年3月卒業・修
了予定者
理工系学生

伊都キャンパス
ビックどら

三菱電機、日産自動社
日本電信電話、他

企業セミナー メディア総研

平成29年3月1日（水）
　　　　 ～3月2日（木）

12：00～17：00 九州大学キャンパスフォーラム
2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
ウエスト4号館2階

ｱｲ・ｴﾑ・ｴｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ、ｴｸｻ、
尾道造船、他

就活フォーラム ディスコ

平成29年3月2日（水） 10：00～12：00 ヤンマー会社説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第7講義室

ヤンマー(株) 個別企業説明会 ヤンマー(株)

平成29年3月2日（木）
　　　　 ～3月3日（金）

13：00～17：40 九大生限定合同企業説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
ウエスト2号館2階

全日本空輸、九州電力、
本田技研工業、他

合同企業説明会 （株）サイシード

平成29年3月3日（金） 10：30～13：00
九州大学理工系学生
のための就職セミナー

理工系学生
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第13講義室

新日鐵住金、
住友大阪ｾﾒﾝﾄ、他

就職セミナー
文化放送
キャリアパート
ナーズ
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平成29年3月3日（金）
9：30～11：30
13：30～15：30

三菱重工グループOB・OG訪問
修士1年、学部3年
学部・専攻不問

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第7講義室

三菱重工、三菱日立パ
ワーシステムズ

OB・OG訪問 三菱重工

平成29年3月3日（金）
11：00～12：00
15：00～16：00

NEC学内就職説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

NEC(株) 就職説明会 NEC(株)

平成29年3月3日（金）
13：30～15：00
15：15～16：45

トヨタ自動車（株）電気・情報系
学生向け会社説明会

博士後期2年、修士1
年、学部3年　学部・
専攻不問

伊都キャンパス
ウエスト2号館3階
314号室

トヨタ自動車（株） 個別企業説明会 トヨタ自動車（株）

平成29年3月3日（金）   14：00～ 富士ゼロクス（株）OB・OG訪問 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第15講義室

富士ゼロクス（株） OB・OG訪問
富士ゼロクス
（株）

平成29年3月3日（金）、
16日（木）、21日（火）

13：00～14：45
15：30～17：15

西日本旅客鉄道
九州大学OB訪問

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

西日本旅客鉄道 OBによる企業説明・部門説明と座談会 西日本旅客鉄道

平成29年3月3日（金）
15：00～16：00

ダイキン工業OB・OG説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第8講義室

ダイキン工業（株） OB・OG説明会
ダイキン工業
（株）

平成29年3月3日（金）
12：00～13：30
14：00～15：30
16：00～17：30

（株）デンソーOB懇談会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第16講義室

（株）デンソー OB懇談会 （株）デンソー

平成29年3月3日（金）
13：30～15：00
15：30～17：00
17：00～18：00

（株）日立製作所伊都地区セミ
ナー

工学部・府/統合新
領域学府

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第9講義室

（株）日立製作所 就職セミナー （株）日立製作所

平成29年3月3日（金）
11：00～12：00
15：00～16：00

NEC学内就職説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

NEC(株) 就職説明会 NEC(株)

平成29年3月6日（月）
11：00～12：00
15：00～16：00

NEC学内就職説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第8講義室

NEC(株) 就職説明会 NEC(株)

平成29年3月6日（月） 15：00～16：30
JXエネルギー（株）
学内説明会

化学系専攻
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第7講義室

JXエネルギー（株） 個別企業説明会
JXエネルギー
（株）

平成29年3月6日（月）

13：30～13：50
14：00～14：50
15：00～15：50
16：00～16：50

マツダ株式会社リクルータ説明
会

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第5講義室

マツダ(株) リクルータ説明会 マツダ(株)

平成29年3月9日（木） 16：30～17：30 新明和工業（株）会社説明会
2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
ウエスト4号館8階
816号室

新明和工業（株） 個別企業説明会 新明和工業（株

平成29年3月5日（日）
　　　　 ～3月7日（火）

13：00～17：00 九大生のための会社研究ﾌｪｱ
2018年3月卒業・修
了予定者 福岡リーセントホテル

明治ｸﾞﾙｰﾌﾟ、島津製作所、
三菱自動社工業、他

研究フェア
アクセス
ヒューマネクスト

平成29年3月9日（木）
　　　　 ～3月10日（金）

13：00～17：00 九大生のための会社研究ﾌｪｱ
2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
ウエスト2号館2階

明治ｸﾞﾙｰﾌﾟ、島津製作所、
三菱自動社工業、他

研究フェア
アクセス
ヒューマネクスト

平成29年3月10日（金）
13：00～17：00

UNI-PLATZセミナー
九大生のための会社研究フェ
ア

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

三菱自動車工業（株） 業界セミナー
三菱自動車工業
（株）

平成29年3月15日（水） 13：30～15：00 味の素会社説明会
2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
ウエスト4号館8階
816号室

味の素（株） 個別企業説明会 味の素（株）
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平成29年3月15日（水） 15：00～16：00
ＪＦＥケミカル（株）
ＯＢ訪問・企業説明会

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

ＪＦＥケミカル（株） 個別企業説明会 ＪＦＥケミカル（株）

平成28年3月16日（木） 13：00～14：00 出光興産（株）会社説明会
化学、化工、機械、
電気、電子
など

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

出光興産（株） 個別企業説明会 出光興産(株)

平成29年3月17日（金） 13：00～14：00
技術系OB・OGによる
会社説明会

2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第6講義室

（株）ブリジストン 個別企業説明会 （株）ブリジストン

平成29年3月17日（金）
11：00～12：00
15：00～16：00

NEC社員（九大OB）との交流会
2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

NEC(株) 就職セミナー NEC(株)

平成29年3月17日（金） 15：45～17：15 （株）NTTデータ学内説明会
2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

（株）NTTデータ 個別企業説明会 （株）NTTデータ

平成29年3月17日（金）
12：00～13：30
14：00～15：30
16：00～17：30

（株）デンソーOB懇談会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第5講義室

（株）デンソー OB懇談会 （株）デンソー

平成29年3月17日（金） 13：00～14：30 マツダ（株）会社説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第8講義室

マツダ（株） 個別企業説明会 マツダ（株）

平成29年3月17日（金）
13：30～15：30

三菱重工グルーOB・OG訪問
修士1年、学部3年
学部・専攻不問

伊都キャンパス
ウエスト2号館3階
327号室

三菱重工、三菱日立パ
ワーシステムズ

OB・OG訪問 三菱重工

平成29年3月17日（金）
9：30～11：30
13：30～15：30

三菱重工グルーOB・OG訪問
修士1年、学部4年
学部・専攻不問

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第7講義室

三菱重工、三菱日立パ
ワーシステムズ

OB・OG訪問 三菱重工

平成29年3月17日（金）
12：00～13：30
14：00～15：30
16：00～17：30

（株）デンソーOB懇談会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第5講義室

（株）デンソー OB懇談会 （株）デンソー

平成29年3月21日（火） 14：00～16：00 東洋合成工業（株）会社説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

東洋合成工業（株） 会社説明会
東洋合成工業
（株）

平成29年3月22日(水）
11：00～16：00

ダイハツ工業（株）OBによる会
社説明会

特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

ダイハツ工業（株） 会社説明会
ダイハツ工業
（株）

平成29年3月23日(木）
16：00～17：00

スズキ（株）OBによる会社説明
会

2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

スズキ（株） 会社説明会 スズキ（株）

平成29年3月27日(月）
15：00～16：30

昭栄化学工業（株）OBによる会
社説明会

2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

昭栄化学工業（株） 会社説明会
昭栄化学工業
（株）

平成29年3月27日（水） 15：00～17：30
（株）リクルートコミュニケーショ
ンズ
企業説明会

2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

（株）リクルート
コミュニケーションズ

個別企業説明会
（株）リクルート
コミュニケーション
ズ

平成29年3月27日（月）
13：00～①
15：00～②

JR東海
九大OBによる就職セミナー

理系の全分野、学
部、大学院生

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第7講義室

JR東海 就職セミナー JR東海

平成29年3月27日（月） 14：00～15：30 日本航空（株）企業説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第9講義室

日本航空（株） 個別企業説明会 日本航空（株）
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平成29年3月29日(水）
14：00～16：00

ＪＲ九州（株）会社説明会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第10講義室

ＪＲ九州（株） 会社説明会 ＪＲ九州（株）

平成29年3月31日（金）
11：00～12：00

NEC(株)学内就職説明会
2018年3月卒業・修
了予定者

伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

NEC(株) 個別企業説明会 NEC(株)

平成29年3月31日（金） 15：30～16：30 オリンパス（株）OB・OG懇談会 特に指定なし
伊都キャンパス
工学部総合学習プラザ
第11講義室

オリンパス（株） OB・OG懇談会 オリンパス（株）
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【工学部・工学府・システム情報科学府】　各部門による独自企画

日時 イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口 備考

平成28年11月17日（木） 12：10～12：30 就職活動ガイダンス
学部3年生・修士1年
生

建築1番教室 就職担当教員（蜷川教授）

1． 2016年度の求人企業一覧配布
2．就職活動支援の基本方針説明
3．企業の情報の入手方法のお知らせ
4．就職試験から内定へ向けての心得（｢就
活手帳｣配布）

随時 企業等の採用担当者との面談 蜷川教員室
建設会社、不動産業者・コ
ンサルタント、設計事務
所、地方自治体ほか

募集内容・選考方法に関する説明、情報交
換等

随時
求人情報・学内外説明会およ
びインターンシップ情報の提供

学部生・大学院生 ウェブサイト・掲示板等
ウェブサイトおよび掲示板等での学生への
周知

平成28年12月26日（月） 13：00-14：30 化学工学部門就職説明会
主に，修士1年生，博
士3年生

伊都ウエスト4号館732号室 就職担当教員 就職活動の支援について

平成29年2月9日（木） 15：00-17：00
化学プロセス系学生のための
講演会

主に修士1年生，博
士3年生

伊都ウエスト4号館732号室
（株）日立製作所，（株）オ
メガシミュレーション

卒業生を招いて講演会

平成29年4月12日（水） 10：00-11：00 化学工学部門就職説明会 主に，学部4年生 伊都ウエスト4号館732号室 就職担当教員 就職活動の支援について

平成22年より 就職情報サイト 主に修士1年生

部門で活用している分子ネットワークサイト
にある、就職情報機能を活用。求人情報を
ダウンロード。部門学生の就職希望状況を
登録し、情報を共有

就職担当事務局

平成25年より 就職関連掲示板活用 主に修士1年生

部門で活用している分子ネットワークサイト
にある、学生用掲示板サイトを活用。就職セ
ミナー、企業説明会、ＯＢ訪問などの情報を
登録している。

就職担当事務局

平成27年12月より 就職面談資料の公開 主に修士1年生
部門で活用している分子ネットワークサイト
にある、就職情報機能の就職情報に面談の
資料をアップし、学生が見られるようにした。

就職担当事務局

平成29年12月1日（木） 17：00～18：00 第1回就職説明会

平成28年12月12日（月） 15：00～16：15 就職説明会 主に修士1年生 鉄鋼RCセミナー室
材料工学部門就職担当
宮原広郁

来年度の就職活動の進め方 材料工学部門

平成28年12月12日（月） 16：30～17：45 就職説明会 主に学部3年生 総合学習プラザ13講義室
材料工学部門就職担当
宮原広郁

来年度の就職活動の進め方 材料工学部門

平成29年1月10日
九大生／海洋・建都向け
キャリアセミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

㈱日立製作所　九大
OB/OG

九大OB/OGによる職種・業種別相談会 島岡（就職担当）

平成29年3月1日（水）
～3月14日（火）

13：00～17：30 求人説明会・個別相談会
主に学部3年生・修
士1年生

伊都ウエスト2号館318、
319、320

官公省庁、企業など100社
以上

説明会・個別相談会 島岡（就職担当）

平成29年3月18日 環境省説明会
主に学部3年生・修
士1年生

W3-916
環境省地下水・地盤環境
室　室長補佐

環境省を希望する土木系学生を対象
とした説明会

島岡（就職担当）

平成28年7月8日（金） 18：30～終日 壬子会社会人学生交流会
主に学部3年生・修
士1年生

ハイアットリージェンシー博
多

壬子会（九州大学土木系
教室同窓会）

壬子会（土木系教室同窓会）の社会人学生
交流イベントに在学生の参加を促し、ＯＢと
の交流の機会を増やす努力をした。

瓜生（壬子会）

平成28年9月26日 19：00～終日 関西研修 学部3年生
ホテルマイステイズ新大阪
コンファレンスセンター

壬子会（九州大学土木系
教室同窓会）

大学3年生を対象に、関東地方での研修に
おいて、現場視察の実施、ＯＢとの懇話を通
して、進路の方針の決定に役立つ情報を提

浅井・山城
（学年担任）

随時
WEBによる就職・インターンシッ
プ

主に学部3年生・修
士1年生

インターネット
学科の就職サイトによる敏速な募集要項の
開示、インターンシップの開催案内を連絡

島岡（就職担当）

建都

機能

分子

材工

修士1年・博士2年 ウエスト4号館314号室 就職担当教員 就職活動ガイダンス等

化工

建築

上記他、1月18日（水）までに計6回実施、その後随時個別相談の対応
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随時
企業パンフレットの閲覧コー
ナー

主に学部3年生・修
士1年生

伊都ウエスト2号館9F土木
図書館

企業パンフレットの閲覧コーナを設置してい
る。

島岡（就職担当）

随時 個別相談
主に学部3年生・修
士1年生

伊都ウエスト2号館1026号
室

必要に応じて、随時、個別の相談に応じてい
る。

島岡（就職担当）

平成29年2月28日 15：30-16：30 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

ウエスト2号館517号室 第一実業 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月1日 15：00-1600 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

ウエスト2号館517号室 住友大阪セメント 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月2日 15：30-17：00 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

ウエスト2号館517号室 丸紅 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月3日 16：00-1700 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

ウエスト2号館517号室 コスモエネルギー開発 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月6日 15：30-17：30 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

ウエスト2号館517号室 三井石油開発 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月7日 15：00-17：00 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

ウエスト2号館517号室 JOGMEC 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月8日 15：00-17：30 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

ウエスト2号館517号室 住友商事株式会社 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月10日 16：00-17：30 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

理学部W1-B-616 JX石油開発 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月13日 16：30-17：30 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

ウエスト2号館517号室 JFEエンジニアリング 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月14日 10：30-12：00 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

ウエスト2号館517号室 昭和電工 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月17日 16：00-16：50 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

機械第3講義室（W4-313) 千代田化工建設 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年3月21日 10：00-11：30 資源　企業セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

システム情報第3講義室
（W2-312)

ALSOK　R&D 個別企業説明会 就職担当教員

平成29年1月6日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

(一財)日本海事協会
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月10日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

日立製作所
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月11日 13：00～16：35 第5回船舶海洋工学セミナー
学部生・修士・博士
課程学生

稲盛財団記念館
稲盛ホール

日本財団
川崎重工業
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
日本海洋掘削

未来の海 パイオニア育成プロジェクト
海洋開発事業への取り組みについて
海洋開発に関する取り組み
海洋石油・ガス開発事業への取り組み事例
と将来への展望。

H29年度就職担
当教授

平成29年1月12日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

川崎重工業
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月13日 16：40～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

三井造船九大卒業生 H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月16日 16：40～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

名村造船所
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月17日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

国立研究開発法人
海上技術安全研究所

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

資源
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平成29年1月18日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

住友重機械マリンエンジニ
アリング 九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月19日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

日本郵船
人事担当者

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月20日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

サノヤスホールディングス
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月23日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

大島造船
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月24日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

新来島どっく
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月25日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

今治造船
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年1月30日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

川崎汽船
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年2月10日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

ジャパンマリンユナイテッド
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年2月15日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

神戸製鋼
人事担当者

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年2月16日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

常石造船
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年2月17日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

MODEC
人事担当者

H29年度卒･修了者向け業界セミナー
H29年度就職担
当教授

平成29年2月27日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

三菱重工業
九大卒業生

H29年度卒･修了者向け業界セミナー・説明
会

H29年度就職担
当教授

平成29年2月28日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

福岡造船
人事担当者

H29年度卒･修了者向け業界セミナー・説明
会

H29年度就職担
当教授

平成29年3月1日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

DNV-GL
人事担当者

H29年度卒･修了者向け業界セミナー・説明
会

H29年度就職担
当教授

平成29年3月2日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

商船三井
人事担当者

H29年度卒･修了者向け業界セミナー・説明
会

H29年度就職担
当教授

平成29年3月3日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

三保造船
人事担当者

H29年度卒･修了者向け業界セミナー・説明
会

H29年度就職担
当教授

平成29年3月9日 16：30～18：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

ヤマハ発動機
H29年度卒･修了者向け業界セミナー・説明
会

H29年度就職担
当教授

海洋
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平成29年3月10日 14：00～15：00
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

NOK
人事担当者

H29年度卒･修了者向け業界セミナー・説明
会

H29年度就職担
当教授

平成29年3月11日 15：30～16：30
工学部工学府
海洋システム工学部門
業界セミナー

主に学部3年生・修
士1年生

海洋システム工学セミナー
室

旭洋造船人事担当者
H29年度卒･修了者向け業界セミナー・説明
会

H29年度就職担
当教授

平成28年12月9日(金) 12：00～12：30
エネルギー量子工学専攻
就職説明会

主に修士1年生 エネ量821講義室 専攻長主催
エネ量としての流れを説明
希望調書配布

平成28年12月14日(水) 12：00～12：20
エネルギー科学科
就職説明会

主に学部3年生 工学部第2講義室 学科長主催
エネ科としての流れを説明
希望調書配布

平成29年1月24日(火) 15：50～16：10
エネルギー科学科
就職説明会

主に学部3年生 工学部大講義室 学科長主催 エネ科としての流れを説明

平成29年2月中 11：00～17：20
エネルギー量子工学専攻
就職希望者面談会

主に修士1年生 エネ量842号室 専攻長主催 希望調書に基づき個別面談を実施

平成29年1月20日(金)～
3月24日(金)

17：30～18：10 就職相談会 主に修士1年生 エネ量講義室他 専攻長等主催

エネ量修了生による就職体験談を研究室ゼ
ミ開催時に語ってもらう。
依頼した企業：旭硝子、原子燃料工業、関西
電力、三菱日立パワーシステムズ、日立GE
ニュークリアエナジー、三菱電機、神戸製鋼
所、原子力安全推進協会

H28.12.16(金) 14：30～15：10 進路説明会 学部3年生 総合学習プラザ大講義室 学部就職担当教授 進学・就職に関する説明会
H28.12.16(金) 15：30～16：20 進路説明会 修士1年生 総合学習プラザ大講義室 修士就職担当教授 進学・就職に関する説明会

H28.12.16(金) 16：30～17：30 就活スタートガイダンス
主に学部3年生・修
士1年生

総合学習プラザ大講義室 株式会社マイナビ コース・専攻内 進路説明会と同日に開催

平成29.1.1～　予約受付 15：00～15：50 機械系学生向け企業説明会
主に学部3年生・修
士1年生

ｳｴｽﾄ4号館313講義室
申し込み企業　人事担当
者

平成29.1.1～　予約受付 16：00～16：50 機械系学生向け企業説明会
主に学部3年生・修
士1年生

ｳｴｽﾄ4号館313講義室
申し込み企業　人事担当
者

平成29.1.1～　予約受付 17：00～17：50 機械系学生向け企業説明会
主に学部3年生・修
士1年生

ｳｴｽﾄ4号館313講義室
申し込み企業　人事担当
者

平成29年1月27日（金） 17：30～18：30
航空宇宙工学部門就職セミ
ナー

主に学部3年生・修
士1年生・博士

ウエスト4号館816号室 中菱エンジニアリング 講演会
航空宇宙工学部
門事務室

平成29年3月14日（火） 10：30～11：30 就職説明会
主に学部3年生・修
士1年生・博士

ウエスト4号館816号室 就職担当教授
航空宇宙工学専攻、航空宇宙工学コースの
就職活動の流れの説明

航空宇宙工学部
門事務室

平成29年1月～4月 16：30～ 個別企業説明会
主に学部3年生・修
士1年生・博士

ウエスト4号館816号室 各企業リクルーター リクルーターによる個別説明会
航空宇宙工学部
門事務室

平成29年3月1日以降随
時

学内企業説明会
主に学部3年生・修
士1年生

システム情報科学府 各講
義室

各社リクルーター，人事担
当者等

リクルーター，人事担当者等による企業説明
会

システム情報教
務事務室

平成28年11月～平成29
年2月

進路説明会
主に学部3年生・修
士1年生

工学部・システム情報科学
府 各講義室

進路指導担当教授
進路指導担当教授による就職・進学に関す
る説明会

システム情報教
務事務室

平成29年2月～4月 学生面談
主に学部3年生・修
士1年生

各教員室 進路指導担当教授 進路指導担当教授による個別面談
システム情報教
務事務室

平成28年12月～（終了
時期未定）

就職相談
主に学部3年生・修
士1年生

各専攻で指定する部屋 キャリアコンサルタント キャリアコンサルタントによる個別相談
システム情報教
務事務室

電情
シス情

機械

エネ

航空

機械系事務室

H28.3.1～（H28.4.11）　　計34社が開催



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【芸術工学部・芸術工学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成28年4月7日(木） 18：30～20：00 会社説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ601教室
日本音響エンジニアリング
(株)担当者

会社説明 学務課学生係

平成28年4月8日 15：00～17：00 会社説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 オリンパス(株)担当者 会社説明 学務課学生係

平成28年4月8日 17：00～18：30 会社説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ322教室
パナソニック　システムネッ
トワークス(株)担当者

パナソニックＳＳＪＣの、音響ＯＢによる会社
説明

学務課学生係

平成28年4月11日 18：30～ 会社説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 （株）チームラボ担当者 OB訪問、会社説明 学務課学生係

平成28年4月12日 18：30～ 会社説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 (株)ホープ担当者 会社説明 学務課学生係

平成28年4月13日 18：30～ 集団面接講座
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 学務部学生支援課主導
集団面接の基礎、ポイント、実践を交えた指
導

学務課学生係

平成28年4月14日 18：30～ 会社説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室
(株)セガ・インタラクティブ
担当者

会社説明 学務課学生係

平成28年4月15日 18：30～ 会社説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 (株)リコー担当者 情報交換、工房見学 学務課学生係
平成28年4月15日 18：30～20：00 会社説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ601教室 シーメンス（株）PLM担当 会社説明 学務課学生係

平成28年4月18日 18：30～ 会社説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 NTT研究所担当者
会社説明、若手研究者の研究・生活紹介、
エントリーについての説明、質疑応答

学務課学生係

平成28年4月21日 18：30～20：30 個別面接講座
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 学務部学生支援課主導
模擬面接を通して自己の課題を発見認識
し、改善する。

学務課学生係

平成28年4月26日 18：30～20：00 会社説明会 主に院生、学部4年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ601教室 小林理学研究所担当者 会社説明 学務課学生係

平成28年4月27日 18：30～ インターンシップ説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 （株）デンソー担当者 インターンシップ説明 学務課学生係

平成28年4月27日 8：40～
芸工インターンシップガイダン
ス

主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ524教室 教務係主催 インターンシップ説明 学務課学生係

平成28年4月27日 18：30～
就活ｷｯｸｵﾌ＆ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟｶﾞｲﾀﾞ
ﾝｽ

主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ511教室 学務部学生支援課主導
首都圏大手企業と地場企業との採用活動の
動向から就職活動の動き方、インターンシッ
プに参加するための準備等

学務課学生係

平成28年4月28日 18：30～ 会社説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室
パナソニック（株）スペース
＆メディア創造研究所担

会社説明 学務課学生係

平成28年5月18日 16：20～20：00 日産ｵﾌｻｲﾄｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ524教室 日産自動車（株）担当者 日産ｵﾌｻｲﾄｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ説明 学務課学生係

平成28年5月19日 16：45～17：45 夏期インターンシップ説明会 修士1年生 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ533教室
ＮＴＴ・ＮＴＴ西日本（株）
担当者

OBによる仕事の話 学務課学生係

平成28年5月20日 18：30～ サマーインターンシップ説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室
富士通デザイン（株）担当
者

サマーインターンシップ説明 学務課学生係

平成28年6月6日 18：30～ 学内企業説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室
パナソニック
（株）ランドマック担当者

デザインの取り組みについて、ワークショッ
プについて

学務課学生係

平成28年6月8日 18：30～ 会社説明会 全学年
大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ7号館
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ室

（株）デンソー担当者 会社説明 学務課学生係

平成28年6月20日 18：30～ 学内企業説明会
主に学部4年生・修
士2年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ521教室 長崎船舶装備（株）担当者 学内企業説明 学務課学生係

平成28年6月24日 18：30～ 夏季インターンシップ説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ524教室 （株）LIXIL担当者 夏季インターンシップ説明 学務課学生係

平成28年7月6日 16：40～18：10 会社説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ524教室
本田技研
四輪R＆Dセンター担当者

四輪R＆Dセンターよりデザイン室のパッ
ケージデザイナ主体の職域紹介

学務課学生係

平成28年7月11日 18：30～ 学内企業説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 （株）俄担当者 学内企業説明 学務課学生係

平成28年7月27日 18：30～ 就職ガイダンス
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室
マスコミ業界就職対策説
明会（CRS）担当者

マスコミ業界各社の動向と採用試験に実
態、新聞社の仕事内容と配属、放送局の採
用状況、広告代理店の実態と営業等

学務課学生係

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

平成28年10月4日 18：30～ 学内企業説明会
主に学部3年生・2年
生・修士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ521教室 （株）カウテレビ担当者
これからの映像業界のお話やドキュメンタ
リーの面白さ

学務課学生係

平成28年10月6日 18：30～ 就活ガイダンス
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ511教室 ㈱マイナビ担当者
就職活動のはじめ方から、先輩たちの就職
活動や企業の最新動向についての解説

学務課学生係

平成28年10月28日 18：30～ インターンシップ説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 日産自動車（株）担当者
デザイン本部業務説明、パーシブドクオリ
ティ業務内容説明、学生実習の説明、OBに

学務課学生係

平成28年11月4日 18：30～ インターンシップ説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 トヨタ自動車（株）担当者
デザイン部の紹介、インターンシップの紹
介、ポートフォリオ＆スケッチのアドバイス

学務課学生係

平成28年11月10日 17：30～ デザイン実習説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ524教室 富士重工業(株)担当者 デザイン紹介と学生との情報交換 学務課学生係

平成28年11月24日 18：30～ エントリーシート対策講座
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ511教室 学務部学生支援課主導 エントリーシート対策講座 学務課学生係

平成28年11月25日 18：30～ 面接マナー講座
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 ㈱就面担当者 面接マナー講座 学務課学生係

平成28年11月28日 18：30～ インターンシップ説明会
主に学部3年生・2年
生・修士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ322教室 (株)LIXIL インターンシップ説明 学務課学生係

平成28年11月29日 18：30～ デザインインターンシップ説明 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 ダイハツ工業（株）担当者 デザインインターンシップ説明 学務課学生係

平成28年12月2日 18：20～ インターンシップ説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 本田技研（株）担当者
デザインの仕事の紹介、今学んでいることが
将来どんな職業につながっているか等

学務課学生係

平成28年12月5日 18：30～ 春のワークショップ説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 ソニー(株)担当者
デザイン部門の紹介、デザインの事例紹
介、ワークショップの案内

学務課学生係

平成28年12月5日 18：30～ 広告業界セミナー
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ511教室 ㈱マスメディアン担当者
広告業界の現状、基礎知識をはじめ業界構
造の分析、職種、広告業界の採用選考スケ
ジュールの説明、広告業界の企業研究の進

学務課学生係

平成28年12月6日 18：30～ インターンシップ説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 (株)日立製作所担当者 インターンシップ説明 学務課学生係

平成28年12月7日 18：30～ OB訪問業界研究セミナー 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室
特許庁　意匠審査官担当
者

知的財産権とは、意匠制度の概要、意匠権
によるデザインの保護、意匠審査官という仕

学務課学生係

平成28年12月8日 18：30～
デザインセンターOB訪問/リ
コーデザインの活動紹介

全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 （株）リコー担当者
デザインセンターOB訪問/リコーデザインの
活動紹介

学務課学生係

平成28年12月9日 18：30～ 企業研究セミナー 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室
タカラベルモント(株)担当
者

タカラベルモントのモノづくりの面白さ、大学
OBとの交流

学務課学生係

平成28年12月12日 18：30～ インターンシップ説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ7号館
ｼｱﾀｰルーム

（株）岡村製作所担当者 インターンシップ説明 学務課学生係

平成28年12月12日 18：30～
IT系，Web系企業の就職セミ
ナー

全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室
(株)ジースタイラス
講師：及川直人氏

企業選びをするための下準備、IT業界の俯
瞰図、web系企業の俯瞰図、デザイナー需
要の高まりについて

学務課学生係

平成28年12月13日 18：30～ 自衛官募集制度説明会 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 自衛隊担当者 自衛官募集制度説明 学務課学生係

平成28年12月14日 18：30～ インターンシップ説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 （株）東芝担当者 インターンシップ説明 学務課学生係

平成28年12月15日 18：30～ 企業実習説明会
主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室
富士ゼロックス（株）担当
者

企業実習の案内、デザイン部門の仕事内容
の紹介

学務課学生係

平成28年12月16日 18：30～
シャープデザインの取り組みの
ご紹介

主に学部3年生・修
士1年生

大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室 シャープ（株）担当者 シャープデザインの取り組みのご紹介 学務課学生係

平成28年12月20日 18：30～ 業界研究セミナー 全学年 大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ512教室

㈱マイナビ
サイバーコネクトツー、斉
藤工務店、シティアスコ
ム、レベルファイブ各担当

企業採用担当者によるパネルディスカッショ
ン、卒業生との座談会

学務課学生係

平成28年12月21日 18：30～ インターンシップ説明会 全学年
大橋ｷｬﾝﾊﾟｽ7号館
ｼｱﾀｰルーム

三菱電機（株）担当者 インターンシップ説明 学務課学生係



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【総合理工学府】　筑紫地区教務課企画

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成28年12月7日（水） 16：40～19：10
九州大学『理工系学生のため
のキャリアセミナー』（筑紫キャ
ンパス）

主に修士1年生
筑紫キャンパス総合研究棟
（C-CUBE)301、303

野村総合研究所/神戸製
鋼所/ソフトバンク/新日鐵
住金

会社概要・業務の概要・質疑応答
筑紫地区教務課
学生支援係

平成28年12月8日（木） 14：30～17：00
九州大学『エンジニアリング企
業就職セミナー』（筑紫キャンパ
ス）

主に修士1年生
筑紫キャンパス総合研究棟
（C-CUBE)301、303

千代田化工建設/東洋エ
ンジニアリング/新日鉄住
金エンジニアリング

会社概要・業務の概要・質疑応答
筑紫地区教務課
学生支援係

平成29年3月2日（木） 10：30～13：00
九州大学『理工系学生のため
の就職セミナー』（筑紫キャンパ

主に修士1年生
筑紫キャンパス総合研究棟
（C-CUBE)301、303

新日鐵住金/黒崎播磨/構
造計画研究所/日本航空

会社概要・業務の概要・質疑応答
筑紫地区教務課
学生支援係

【総合理工学府】　各専攻による独自企画

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口 備考

平成29年1月20日（金） 16：00～17：00 新日鐵住金（株）　会社説明会 修士1年生・博士2年 総理工2番
新日鐵住金
下田氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年1月23日（月）
平成29年3月1日（水）

15：00～17：00
東日本旅客鉄道（株）　会社説
明会

修士1年生 総理工3番
東日本旅客鉄道
大岩氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年1月26日（木） 18：30～19：30 専攻就職ガイダンス 修士1年生 総理工2番 専攻受任
就職活動スケジュールおよび専攻推薦につ
いての説明

専攻事務室

平成29年1月27日（金） 15：00～16：00
新日鉄住金化学（株）　会社説
明会

修士1年生・博士2年 総理工1番
新日鉄住金化学
野相氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年1月27日（金） 16：30～17：00 JX金属（株）　会社説明会 修士1年生 総理工2番
JX金属
白土氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年1月30日（月） 14：00～16：00 村田製作所　会社説明会 修士1年生・博士2年 D棟109講義室
村田製作所
萩尾氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年1月30日（月） 17：00～18：00 NTT研究所　会社説明会 修士1年生・博士2年 総理工3番
NTT研究所
林氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年2月2日（木） 16：00～17：00 JFEケミカル（株） 修士1年生・博士2年 総理工1番
JFEケイミカル
齋藤氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年2月22日（水）
平成29年3月10日（金）

11：00～12：00
13：00～17：00

日立製作所　会社説明会 修士1年生・博士2年 総理工3番
日立製作所
品川氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年2月24日（金） 15：00～17：00 デンソー　会社説明会 修士1年生・博士2年 総理工1番
デンソ―
池浦氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年2月27日（月） 15：00～17：00
三菱日立パワーシステムズ
（株）　会社説明会

修士1年生 A棟111号室
三菱日立ﾊﾟﾜｰシステムズ
尾池氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年3月3日（金） 15：00～16：30
トヨタ自動車九州（株）　会社説
明会

修士1年生 総理工3番
トヨタ自動車九州
高八重氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成28年12月15日（木） 17：00～18：00 就職ガイダンス 修士1年・博士2年 A棟112講義室 就職担当教授 物質理工学専攻・就職ガイダンス 専攻事務室
平成28年12月中旬～
平成29年3月末まで

15：00以降 会社説明会 修士1年・博士2年 各講義室 OB・OG・リクルーター等 会社説明会 専攻事務室

平成28年12月13日（火） 16：40～18：10 日立製作所　業界セミナー 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 日立製作所　上野氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成29年1月12日（木） 16：00～17：00 専攻　進路ガイダンス 修士1年・博士2年 総理工H棟205講義室
就職エージェント九州　長
浜氏

進路ガイダンス
進路担当教授と企業の方による進路につい
ての説明会

先端専攻事務室

平成29年1月20日（金） 14：00～15：00 JFEスチール　OB訪問 主に修士1年生 総理工H棟207会議室 JFEスチール　後藤氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年1月20日（金） 14：00～15：00 川崎重工業　業界セミナー 主に修士1年生 総理工QUEST実験棟 川崎重工業　福永氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年1月27日（金） 15：00～16：00 日揮　業界セミナー 主に修士1年生 総理工H棟207会議室 日揮　松原氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成29年1月27日（金） 15：30～16：00 東洋エンジニアリング　OB訪問 主に修士1年生 応用力学研究所
東洋エンジニアリング　満
薗氏

会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

物質

日時

日時

量子



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況
平成29年1月30日（月） 11：00～11：30 進路面談 専攻修士1年生 総理工H棟204非常勤講師 専攻就職担当教授 進路面談 先端専攻事務室
平成29年1月31日（火） 15：00～17：15 進路面談 専攻修士1年生 総理工H棟204非常勤講師 専攻就職担当教授 進路面談 先端専攻事務室
平成29年2月1日（水） 13：00～14：30 進路面談 専攻修士1年生 総理工H棟204非常勤講師 専攻就職担当教授 進路面談 先端専攻事務室
平成29年2月2日（木） 10：00～11：10 進路面談 専攻修士1年生 総理工H棟204非常勤講師 専攻就職担当教授 進路面談 先端専攻事務室
平成29年2月3日（金） 10：00～12：00 デンソー　業界セミナー 主に修士1年生 総理工H棟207会議室 デンソー　三浦氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成29年2月6日（月） 10：00～11：00 進路面談
専攻修士1年生・博
士2年生

総理工H棟204非常勤講師
室

専攻就職担当教授 進路面談 先端専攻事務室

平成29年2月9日（木） 11：30～12：00 進路面談 専攻修士1年生 総理工H棟204非常勤講師 専攻就職担当教授 進路面談 先端専攻事務室
平成29年2月9日（木） 16：00～17：00 三菱電機　OB訪問 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 三菱電機　松岡氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年2月17日（金） 13：00～14：00 デンソー　業界セミナー 主に修士1年生 総理工H棟207会議室 デンソー　山崎氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年2月17日（金） 15：30～16：30 富士通　業界セミナー 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 富士通　坂本氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成29年2月17日（金） 16：30～17：00
新日鐵住金ステンレス　業界セ
ミナー

主に修士1年生 総理工H棟205講義室
新日鐵住金ステンレス　大
山氏

会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成29年2月21日（火） 16：00～17：00
原子力エンジニアリング　業界
セミナー

主に修士1年生 総理工H棟205講義室
原子力エンジニアリング
西岡氏

会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成29年2月24日（金） 13：30～16：30 京セラ　業界セミナー 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 京セラ　森氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年2月28日（火） 15：00～16：30 本田技研工業　業界セミナー 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 本田技研工業　松本氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月2日（木） 10：00～11：00 スカパーJSAT　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 スカパーJSAT　山之内氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月3日（金） 10：00～12：00 NEC　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟310演習室 NEC　春田氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月3日（金） 13：00～14：30 JR西日本　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 JR西日本　酒井氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月3日（金） 13：30～14：00 日本総合研究所　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟310演習室 日本総合研究所　前田氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月3日（金） 14：00～14：30 進路面談 専攻修士1年生 総理工H棟204非常勤講師 専攻就職担当教授 進路面談 先端専攻事務室
平成29年3月3日（金） 15：00～17：00 デンソー　企業説明会 主に修士1年生 C-Cube 3F 303講義室 デンソー　中馬氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月7日（火） 13：00～17：00 三菱電機　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 三菱電機　高内氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月9日（木） 13：00～16：30 JR東海　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 JR東海　大浦氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月11日（土） 12：00～18：00 トヨタ自動車　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 トヨタ自動車　長島氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月13日（月） 13：00～17：00 三菱電機　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 三菱電機　高内氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月15日（水） 14：30～17：00 本田技術研究所　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟207会議室 本田技研工業　松本氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成29年3月15日（水） 16：10～17：40
東京エレクトロングループ　企
業説明会

主に修士1年生 総理工H棟205講義室
東京エレクトロングループ
担当者

会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成29年3月16日（木） 11：00～12：00 古河電気工業　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 古河電気工業　足立氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月17日（金） 13：00～16：30 デンソー　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 デンソー　中藤氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月21日（火） 11：00～12：00 大光炉材　企業説明会 専攻修士1年生 総理工H棟205講義室 大光炉材　川野氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月22日（水） 14：00～15：00 JR九州　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 JR九州　村上氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月24日（金） 10：00～18：00 デンソー　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 デンソー　中藤氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年3月25日（土） 09：30～18：30 トヨタ自動車　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 トヨタ自動車　長島氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年4月4日（火） 14：00～15：30 サラヤ　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 サラヤ　濱崎氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年4月12日（水） 16：00～18：00 原子燃料工業　企業説明会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 原子燃料工業　藤吉氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成29年5月9日（火） 15：00～16：30 実践型　面接対策講座 主に修士1年生 総理工H棟205講義室
就職エージェント九州　長
浜氏

面接練習 先端専攻事務室

平成29年5月20日（土） 09：30～18：00 トヨタ自動車　企業相談会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 トヨタ自動車　平沼氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室
平成29年5月29日（月） 13：30～19：00 トヨタ自動車　企業相談会 主に修士1年生 総理工H棟205講義室 トヨタ自動車　平沼氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成29年5月29日（月） 15：00～16：00
ジャパンセミコンダクター　OB
訪問

主に修士1年生 総理工H棟205講義室
ジャパンセミコンダクター
坂本氏

会社概要・業務の概要・質疑応答 先端専攻事務室

平成28年12月15日 13：00～15：00 専攻就職ガイダンス 専攻修士1年生 総理工2番講義室 専攻就職担当教授 専攻事務室
平成28年12月27日 11：00～11：10 就職面談 専攻修士1年生 就職担当教授室 専攻就職担当教授 専攻事務室
平成29年1月10日 9：30～14：30 就職面談 専攻修士1年生 就職担当教授室 専攻就職担当教授 専攻事務室

平成29年1月27日 17：00～19：00 企業説明会 専攻修士1年生 総理工1番
専攻卒業の企業説明会担
当者および人事担当者

企業担当者による会社説明・質疑応答 専攻事務室

平成28年12月～
平成29年未定日

講義に支障のな
い時間

企業説明会
専攻修士1年生（博
士2年生も対象の場
合あり）

総理工内各講義室
演習室等

専攻卒業の企業説明会担
当者および人事担当者

企業担当者による会社説明・質疑応答 専攻事務室

環エネ

先端



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

随時
担当教授の空き

時間
就職相談 就活生 就職担当教授室 専攻就職担当教授 専攻事務室

平成29年3月21日 16：00～17：00 企業説明会 専攻修士1年生 総理工3番
専攻卒業の企業説明会担
当者および人事担当者

企業担当者による会社説明・質疑応答 専攻事務室

平成29年3月31日 13：00～18：00 企業説明会 専攻修士1年生 総理工3番
専攻卒業の企業説明会担
当者および人事担当者

企業担当者による会社説明・質疑応答 専攻事務室

平成29年4月10日 11：00～12：00 企業説明会 専攻修士1年生 卒業研究室談話室
専攻卒業の企業説明会担
当者および人事担当者

企業担当者による会社説明・質疑応答 専攻事務室

平成28年10月21日(金） 17：00～18：30 専攻就職ガイダンス 専攻修士1年生 G棟講義室 専攻就職担当教授・M1 第1回就職ガイダンス 大海専攻事務室

平成28年11月16日（水） 16：00～ 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室
三菱日立パワーシステム
ズ株式会社

冬季インターンシップ案内,会社概要説明 大海専攻事務室

平成28年12月6日（火） 15：00～16：30
就職活動スタートアップセミ
ナー

主に修士1年生 G棟講義室
就職エージェント九州（株）
エグゼクティブマネー
ジャー 長浜靖典

2０17年度就職活動成功例・失敗例
自分を知る・情報収集の仕方
面接のポイント・採用担当の生の声
今後のスケジュールの立て方

大海専攻事務室

平成28年12月6日～12
月16日

終日 就職個人面談 専攻修士1年生 G棟302号室 専攻就職担当教授・M1 個人面談と進路希望調査 大海専攻事務室

平成28年1月25日（水） 15：00～ 会社説明会 主に修士1年生 G棟会義室 三井造船株式会社 会社紹介・業務内容・質疑応答 大海専攻事務室
平成29年3月2日（木） 16：00～17：00 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室 NSプラント設計株式会社 会社紹介・業務内容・質疑応答 大海専攻事務室

平成29年2月17日（金） 14：00～16：00 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室
スチールプランテック株式
会社

会社紹介・業務内容・質疑応答 大海専攻事務室

平成29年2月24日（金） 15：15～ 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室
三菱日立パワーシステム
ズ(株)

会社紹介・業務内容・質疑応答 大海専攻事務室

平成29年3月8日（水） 16：00～17：00 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室 千代田化工建設 会社紹介・業務内容・質疑応答 大海専攻事務室
平成29年2月24日(金) 13：00～14：30 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室 ヤマハ発動機㈱ 会社紹介・業務内容・質疑応答 大海専攻事務室
平成29年3月8日（水） 13：30～14：45 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室 今治造船株式会社 会社紹介・業務内容・質疑応答 大海専攻事務室

平成29年3月21日(火) 16：00～ 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室
三菱日立パワーシステム
ズ株式会社

会社紹介・業務内容・質疑応答 大海専攻事務室

平成29年4月14日（金） 11：00～12：00 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室
株式会社神鋼環境ソ
リューション

会社紹介・業務内容・質疑応答 大海専攻事務室

平成29年4月25日（火） 13：00～ 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室 日本海洋事業株式会社 会社紹介・業務内容・質疑応答 大海専攻事務室

平成29年3月～7月 終日 就職相談 主に修士1年生 G棟302号室 専攻就職担当教授
エントリーシートの書き方指導
面接に向けての取り組み指導
推薦書作成

大海専攻事務室

環エネ

大海



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【農学部・生物資源環境科学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

随時 説明会等、ガイダンス等
主に学部3年生・修
士1年生

農学部講義室

FCOOP、井関農機（株）、
JR東海、ヤンマー（株）、
（株）クボタ、（株）タカキタ
、王子ホールディングス
（株）、広島県、ハリマ化成
株式会社、香川県、山口
県、兵庫県、林野庁、山崎
製パン株式会社、中越パ
ルプ工業㈱、日東紡績㈱、

講演、説明会等、ガイダンス等
講座事務室、研
究室等

平成27年4月10日 13：00-17：00
生物生産環境工学分野合同就
職説明会

生物生産環境工学
分野、生産環境科学
教育コース
主に学部4年生，修
士2年生

農学部2号館212号室およ
び502号室

大分県，香川県，鹿児島
県，佐賀県，長崎県，福岡
県，宮崎県，山口県，
JICA，水資源機構，安藤
ハザマ，奥村組，鹿島道
路，五洋建設，大成建設，
竹中土木，飛島建設，りん
かい日産建設，ＮＴＣコン
サルタンツ，技術開発コン
サルタント，建設技術コン
サルタンツ，サンスイコン
サルタント，三祐コンサル
タンツ，高崎総合コンサル
タント，内外エンジニアリン
グ，日化エンジニアリン
グ，日本工営，芦森工業，

農学部2号館212号室において，スライドを用
いて各県，企業の業務の説明を受けたの
ち，農学部2号館502号室において，各県，
各企業ごとに個人面談を行った．
終了後は，参加者と分野教員との意見交換
会を行った．

講座事務室、研
究室等

平成27年11月30日（月）
～12月1日（火）

16：00-18：00 就職模擬面接
システム生物学教育
コース
修士1年生

農学部6号館3０9室
システム生物学教育コー
ス教員

システム生物学教育コース教員が同コース
修士1年生に対し、希望分野に沿いながら就
職模擬面接を行う。

講座事務室、研
究室等

平成27年11月 就職支援懇談会

食糧化学工学分野
食料化学工学教育
コース
3年生及び修士1年

農学部4号館
就職内定者（主に分野所
属修士2年生）

先輩の就活経験をもとに、座談会。
講座事務室、研
究室等

平成27年11月 就職面接指導

食糧化学工学分野
食料化学工学教育
コース
3年生及び修士1年

農学部4号館 当該分野所属教員 就職希望学生を対象とする個人面接練習
講座事務室、研
究室等

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【統合新領域学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成27年4月17日 10：00～17：00  就職相談会 主に修士2年生
伊都　総合学習プラザ
AMS講義室2

(株)日立オートモティブシ
ステムズ　リクルーター

就職相談
（伊都）工学部等
教務課統合新領

平成27年5月8日 10：00～17：00  就職相談会 主に修士2年生
伊都　総合学習プラザ
AMS講義室4

（株）日立オートモティブシ
ステムズ　リクルーター

就職相談
（伊都）工学部等
教務課統合新領

平成28年1月22日 15：40～16：30
オートモーティブサイエンス専
攻就職説明会

H28年度修了予定者
（修士、博士後期課
程学生）

伊都　総合学習プラザ
AMS講義室1

井上卓見教授（オートモー
ティブサイエンス専攻
H28年度就職担当教員）

就職活動スケジュールおよび専攻推薦につ
いての説明

（伊都）工学部等
教務課統合新領
域係

平成28年3月4日 11：00～12：00 会社説明会 主に修士1年生
伊都　総合学習プラザ
AMS講義室1

日産自動車（株）　リクルー
ター

会社説明会
（伊都）工学部等
教務課統合新領

平成28年3月7日 13：00～14：00 会社説明会 主に修士1年生
伊都　総合学習プラザ
AMS講義室3

日立製作所グループ　九
大ＯＢ

会社説明会
（伊都）工学部等
教務課統合新領

日時



平成28年度　部局独自の就職支援取組状況

【21世紀プログラム】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

平成27年9月24日（木） 10：30～14：00 合同チュートリアル 主に学部2年生 伊都センター1号館1210 株式会社晴天代表取締役 専攻教育科目「チュートリアル」の一部
21世紀プログラム
係

平成27年9月25日（金） 13：00～14：00 合同チュートリアル
主に学部3年生・4年
生

伊都センター1号館1218
21世紀プログラム卒業生
（2期、9期）

専攻教育科目「チュートリアル」の一部
21世紀プログラム
係

日時
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