
平成29年度　部局独自の就職支援取組状況

【地球社会統合科学府】

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29年12月20日（水） 14：50～16：20
「日本はいろいろタイヘンですよ
～！就活マナーセミナー」

留学生 比文棟第2セミナールーム
福岡新卒応援ハローワーク
留学生担当　西村　恵子氏

・ビジネスマナー
･会社訪問・面接時　受付でのマナー
・面接の流れ（入退室）

李　暁燕　助教

平成30年 1月31日（水） 14：50～16：20
九大大学院生のための就職支
援体制　-就活準備編-

修士・博士、留学
生

比文棟第2セミナールーム
本学進路・就職アドバイザー
（伊都地区担当）内田　れい氏

･昨今の就職をめぐる状況
・就職活動の日程、やり方、企業情報
・九大生の就活ポイント
・九大の進路・就職支援体制に関する情報

藤岡　悠一郎　講師
大学院係　亀田　一平

日時



平成29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29年7月12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305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）崔耿美氏

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。

教育学研究支援室　助教 董
秋艶

平成30年1月24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305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。

教育学研究支援室　助教　
董秋艶

平成30年3月9日（水） 14：00～17:00

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・教育・人環研究棟2階 会議室

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　董
艶

日時



平成29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30年3月13日(火)
～3月15日(木)

13：10～18：40 九州大学法学部企業セミナー

2019年卒業・修了予
定者

法学部(府)学生及び
他学部(府)学生(留学
生も可)※法科大学

院生及び修了生も可

箱崎文系講義棟101,102,103,104教室

トヨタ自動車・AGC旭硝子・
旭化成・ソニー生命保険・
帝人・新日鐵住金・三菱ガ
ス化学
・読売新聞西部本社・三菱
電機・JR九州(九州旅客鉄
道)・損害保険ジャパン日
本興亜
・みずほフィナンシャルグ
ループ・住友電気工業・トヨ
タ自動車九州・オービック・
コムテック・三井住友銀行・
三菱東京UFJ銀行・西日本
旅客鉄道(JR西日本)・楽
天・伊藤園
・前田建設工業・りそなグ
ループ(りそな銀行・埼玉り
そな銀行)・アクセンチュア
（24社）

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・井上

【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

2017年6月2日 16:40～18:20
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

2017年6月14日 13:00～14:30 日立製作所知的財産本部
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

日立製作所知財本部担当
者

企業個別説明会 貝塚地区教務課専門職員

2018年6月16日 16:40～18:10
ひまわり基金法律事務所・法テ
ラスガイダンス

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 法テラス担当弁護士等 法律事務所個別説明会 貝塚地区教務課専門職員

2019年10月24日 13:00～14:00
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

法科大学院演習室
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

2018年2月7日 13:00～14:30
渥美坂井法律事務所・外国法
共同事業

主に法科大学院3年
生及び修了生

法科大学院講義室１
渥美坂井法律事務所採用
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

日時

日時



平成29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8日 13：30～14：30
平成31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D棟3階315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

木村康之

平成30年3月6日 14：00～15：30 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
セミナー室1　A-701

JFEスチール㈱　江橋 有
衣子様

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年3月13日 14：00～15：30 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
セミナー室1　A-701

三菱スペースソフトウェア　
人事部　小久保　薫 様

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年2月17日 13：30～15：00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
セミナー室1　A-701 大分ガス　小野和也様 人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年2月3日 15：00～ 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
木村先生居室A821

日立製作所　 大場　希美
様

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年2月28日 14：00～16：00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
セミナー室1　A-701

富士通株式会社　　穴井 
雄太様（九大OB）

九大物理OBによる企業説明会 木村康之

平成30年2月17日 13：30～15：00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
W1-C棟6階中セミナー室615

テクノスデータサイエンス・
エンジニアリング株式会社　
船澤 智恵美

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年2月17日 15：00～16：00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
 W1号館B棟6階616室

日産自動車株式会社 髙山　
隆一様

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年2月22日 14：00～15：00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
セミナー室1　A-701

株式会社ブリヂストン　鳥
栖工場技術課　井崎邦義

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年2月13日 14：00 ～ 15：30 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
セミナー室1　A-701

株式会社SUMCO　　中野
裕生様

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年2月23日 14：00～15：30 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
セミナー室1　A-701

TOTO株式会社　　桃枝理
彰様

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年3月10日 16：00～ 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
セミナー室1　A-701

ソニー株式会社　小野　雄
馬様

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年3月6日 13：00～17：00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
システム情報科学研究院
第8講義室（ウエスト2号館3階328号室）

三菱電機㈱　片桐　高大
様

人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年3月3日 14:00～17:00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
総合学習プラザ2階 第15講義室 富士ゼロックス株式会社 人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成30年3月21日 13:30～15:00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
セミナー室1　A-701 株式会社東芝 人事担当者等による企業説明会 木村康之

平成３０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２９年１０月
～平成３０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・進学に関する情報理学コース 教務事務室

平成３０年２月～３月 学生面談
主に学部３年生・修

士１年生
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２９年１０月
～平成３０年６月

就職相談
主に学部３年生・修

士１年生
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２９年１２月
～平成３０年２月

就活セミナー
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 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就活セミナー 情報理学コース 教務事務室

平成29年11月16日（木） 12:15～12:45 就職説明会
主に学部3年生・修士

1年生
理学部講義棟301講義室 就職担当教員　寺嵜教授

資料をもとに平成31年度採用に向けた就職
活動について説明を行う。就職メーリングリ
スト、サイトの案内。

寺嵜教授

平成30年1月22日（月） 12:15～12:45 第2回就職説明会
主に学部3年生・修士

1年生
理学部講義棟301講義室 就職担当教員　寺嵜教授

第１回未参加者向け情報案内。メーリングリ
ストの再案内。情報交換会。

寺嵜教授

平成29年12月7日（木） 15:30～16:30 OBOG交流会 修士１年生 化学会議室（W1-A919） 日産自動車　河野氏
理学府OBOGの仕事や就職活動について実
際の社員と交流する

寺嵜教授

平成30年1月10日（月） 11:15～12:00 OB・OG訪問
主に学部3年生・修士

1年生
化学セミナー室（W1-A806）

（株）ｼﾞｬﾊﾟﾝｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ社
原田氏

OB・OGより会社紹介 寺嵜教授、大橋准教授

平成30年1月16日（火） 17:00～18:00 OB・OG訪問
主に学部3年生・修士

1年生
B315講義室（W1-B315） 三菱マテリアル（株）

OB・OGより会社説明、仕事内容や働き方に
ついて

寺嵜教授

平成30年2月2日（金） 16:00～17:00 OB・OG訪問
主に学部3年生・修士

1年生
界面物理化学研究室
（W1-8階）

（株）LIXIL OB・OGより会社説明、質疑応答 界面物理化学研究室

日時



平成29年度　部局独自の就職支援取組状況

平成30年2月5日（月） 13:00～15:00 OB・OG訪問
主に学部3年生・修士

1年生
理学部講義棟301講義室

新日鉄住金化学
田中氏

OB・OGより会社説明、質疑応答 寺嵜教授

平成30年2月8日（木） 14:00～16:00 OB・OG訪問
主に学部3年生・修士

1年生
理学部講義棟301講義室 日本ケミコン（株） OB・OGより会社紹介＆交流会

寺嵜教授
錯体物性化学研究室

平成30年2月9日（金） 17:30～18:30 OB・OG訪問 学部生、修士、博士 化学セミナー室（W1-A806）
日東電工（株）
上野氏、西丸氏

OB・OGより会社、仕事のこと、就職活動につ
いて

寺嵜教授
界面物理化学研究室
生体分子界面化学研究室

平成30年2月23日（金） 13:00～15:00 OB・OG訪問
主に学部3年生・修士

1年生
情報学習ﾌﾟﾗｻﾞ(W1-A1011)

（株）住化分析ｾﾝﾀｰ
中村氏、塩月氏

懇談会 寺嵜教授、大橋准教授

平成30年2月28日（水） 14:00～16:00 OB・OG訪問
主に学部3年生・修士

1年生
化学セミナー室（W1-A806）

関西ペイント（株）
寺田氏

OB・OGより会社説明、業務紹介、質疑応答 寺嵜教授

平成30年3月9日（金） 12:00～13:00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
B315講義室（W1-B315）

JSR（株）
鬼丸氏、中村氏、岡崎氏

OB・OGより会社説明 寺嵜教授

平成30年3月9日（金） 16:00～17:00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
理学部講義棟301講義室

新日鐵住金（株）
宮本氏

OB・OGより会社説明、質疑応答
終了後、懇親会

寺嵜教授
先方窓口　神田氏

平成30年3月15日（木） 14:00～15:30 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
B315講義室（W1-B315）

三井化学アグロ（株）
青木氏、生島氏

会社説明、質疑応答 寺嵜教授、大石教授

平成30年3月16日（金） 15:00～16:00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
化学セミナー室（W1-A806）

日本触媒（株）
小山氏、溝口氏

会社説明、質疑応答 寺嵜教授

平成30年3月27日（火） 13:30～14:30 会社説明会 学部生、修士、博士 情報学習ﾌﾟﾗｻﾞ(W1-A1011) 日揮触媒（株） 会社説明、質疑応答 寺嵜教授

平成30年3月30日（金） 14:00～15:00 会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
B315講義室（W1-B315） 荒川化学工業（株） 会社説明、質疑応答 寺嵜教授

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

随時 会社説明会 学生・院生 大阪 モラブ阪神工業株式会社 会社説明会 モラブ阪神工業株式会社
随時 会社説明会 学生・院生 TKP博多駅前シティセンター 株式会社ジャステック 会社説明会 株式会社ジャステック
平成30年1月18日 15：00～17：00 企業研究会 学生・院生 ウエスト２号館517号室 JOGMEC 企業研究会 JOGMEC
平成30年1月18日 15：00～17：00 OB訪問 学生・院生 春日キャンパス　総理工2 仕事内容を紹介 村田製作所

平成30年1月19日 16：30～18：30 OB訪問 学生・院生
伊都キャンパス 
総合学習プラザ 第7講義室

仕事内容を紹介 村田製作所

平成30年1月26日
11：00～12：00
17：00～18：00

～NEC社員(九大OB)との交流
会～電機業界/職種研究セミ

学生・院生 ウエスト1号館 B-616 講義室 NEC 電機業界/職種 研究セミナー NEC

平成30年2月6日 15：00～17：00 会社説明会 学生・院生 京都本社ラボ 株式会社とめ研究所 会社説明会 株式会社とめ研究所
平成30年2月7日 15：00～17：00 会社説明会 学生・院生 東京ラボ 株式会社とめ研究所 会社説明会 株式会社とめ研究所

平成30年2月16日
11：00～12：00
17：00～18：00

～NEC社員(九大OB)との交流
会～電機業界/職種研究セミ

学生・院生 ウエスト1号館 B-616 講義室 NEC 電機業界/職種 研究セミナー NEC

平成30年2月16日 15：30～17：00 セミナー 学生・院生
ウエスト1号館 D棟 2階
W1-D-209室

石油資源開発株式会社 セミナー 石油資源開発株式会社

平成30年2月17日 14：00～17：00 セミナー 学生・院生
株式会社 日立製作所 
九州支社

株式会社 日立製作所 
九州支社

セミナー
株式会社 日立製作所 九州
支社

平成30年2月19日
  9：30～10：30
13：30～14：30

OB/OG訪問 学生・院生 ウエスト1号館　C503小講義室 三菱重工グループ OB/OGによる説明

平成30年2月22日
10：30～12：15
14：30～16：15

鉄道業界セミナー 学生・院生 ウエスト2号館　8階　821号室 西日本旅客鉄道株式会社 鉄道業界セミナー

平成30年2月23日 10：30～12：00 OB/OG説明会 学生・院生 CAFE ココ（福岡市西区今宿東） 株式会社リコー OB/OGによる説明 株式会社リコー

平成30年2月23日 14：00～15：30 OB/OG説明会 学生・院生
筑紫キャンパス　
総理工共通第三講義室

株式会社リコー OB/OGによる説明 株式会社リコー

平成30年3月2日
11：00～12：00
15：00～16：00

会社説明会 学生・院生 ウエスト2号館3階 328号室 NEC 会社説明会 NEC

平成30年3月3日 14：00～17：00
地惑・物理学生向け会社説明
会

学生・院生
株式会社 日立製作所 
九州支社

株式会社 日立製作所 
九州支社

会社説明会
株式会社 日立製作所 九州
支社

平成30年3月6日 15：00～17：00 日立技術セミナー 学生・院生
株式会社 日立製作所 
九州支社

株式会社 日立製作所 
九州支社

セミナー
株式会社 日立製作所 九州
支社

平成30年3月11日 エンジニア系職場説明会 学生・院生 富士通ソリューションスクエア 富士通株式会社 会社説明会 富士通株式会社

平成30年3月13日 13：30～15：30 会社説明会 学生・院生
ウエスト１号館C棟６階
Ｃ６１５中セミナー室

株式会社　東芝 会社説明会 株式会社　東芝

平成30年3月16日 10：00～12：00 会社説明会 学生・院生
筑紫キャンパス　
総理工共通第一講義室

株式会社リコー 会社説明会
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平成30年3月16日
11：00～12：00
15：00～16：00

会社説明会 学生・院生 ウエスト2号館3階 328号室 NEC 会社説明会 NEC

平成30年3月16日 15：00～17：00 会社説明会 学生・院生 ウエスト２号館３階327号室 株式会社リコー 会社説明会

平成30年3月17日 13：00～17：00
地惑・物理学生向け会社説明
会

学生・院生
株式会社 日立製作所 
九州支社

株式会社 日立製作所 
九州支社

会社説明会
株式会社 日立製作所 
九州支社

平成30年3月23日
10：00～12：00
14：00～16：00

会社説明会 学生・院生 A.R.Kビル 日本板硝子株式会社 会社説明会 日本板硝子株式会社

平成30年3月23日 15：00～ 会社説明会 学生・院生 ウエスト1号館 W1-D209号室 東芝ライフスタイル株式会 会社説明会 東芝ライフスタイル株式会社

平成29年6月3日（土） 14:40～15:00 3年九重研修 主に学部3年生 九重共同研修所 就職担当教員（前園 宜彦）
企業への就職活動と教員採用試験について
指導を行う。

数理・IMI事務室(W1-D-520)

平成29年12月6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30年1月6日（土） 10:30～16:00 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4
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)

終日 24hr
生物学科・システム生命科学就
職情報サイトウェブページ

学部生・大学院生
http://mg.biology.kyushu-
u.ac.jp/shukatsu/

メール等で送られたきた就職情報を逐一掲
載しているウェブサイト。学生に周知している
パスワードによって保護されている

4327（仁田坂）

平成29年2月16日 15:00～16:00
日立化成 業界起業研究セミ
ナーOB交流会

学生全体 伊都ウエスト１号館C-201 日立化成社員（本学OB)
化学業界について
会社概要

システム生命科学府
事務室

平成29年3月14日 14:00～15:00 大正製薬グループ会社説明会 学生全体 伊都ウエスト１号館C-201 大塚製薬社員（本学OG)
製薬業界について
会社概要

システム生命科学府
事務室
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【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10月18日（水） 13：30～16：00 就職セミナー 看護 学部３年生 保健学科第５講義室
（株）マイナビ　メディカル
キャリアサポート課　城丸
様

実習先でのマナー講習
看護専攻の採用について 
就職対策・就職活動の心構え

保健学学生係

平成29年11月10日（金） 16:30～18：30 就職セミナー
放射・検査 学部３年

生
総合研究棟１０２講義室

（株）マイナビ　メディカル
キャリアサポート課　城丸

応募書類の書き方・小論文の書き方　面接
の種類別対策

保健学学生係

平成29年11月17日（金） 16:30～18：10 就職セミナー
放射・検査 学部３年

生
総合研究棟１０２講義室

（株）マイナビ　メディカル　
企画推進部　末吉様

自己分析講座
自己分析から志望動機の繋げ方

保健学学生係

平成29年11月24日（金） 16:30～18：30 就職セミナー
放射・検査 学部３年

生
総合研究棟１０２講義室

（株）マイナビ　中国地方　　
メディカルキャリアサポート
課　　林様

ビジネスマナー講習
就活等の身だしなみマナー
言葉遣い講習

保健学学生係

平成30年1月19日（金） 16：40～18：40 就職セミナー
放射・検査 学部３年

生
保健学科第６講義室

（株）インターナショナル エ
ア アカデミー 学院長 嶋田

コミュニケーション能力アップセミナー
挨拶や表情の大切さ

保健学学生係

平成30年1月26日（金） 13：00～18：10 面接マナー講座
放射・検査 学部３年

生
保健学科第４講義室

（株）インターナショナル エ
ア アカデミー　講師　村上

各専攻２グループずつに別れて模擬面接 保健学学生係

平成30年2月2日（金） 16：40～18：10 面接マナー講座 検査　学部３年生 保健学科第４講義室
（株）インターナショナル エ
ア アカデミー　講師　村上

２グループずつにわかれて模擬面接 保健学学生係

日時
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【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12月12日（火） 12：00～13：00 製薬業界・研究職セミナー
大学院生（修士2年
博士修了予定者）

薬学部　第3講義室
マルホ株式会社　探索研
究部部長　人事部採用担

製薬業界について　職種紹介　質問会（座談
会）

家入先生

平成30年3月22日（水） 10：15～15:30 薬系企業フォーラム
大学院生および臨床

薬学科4、5年生
薬学部１号館5階　第一講堂

ニプロ、大正製薬、塩野義
製薬 大塚製薬、福岡市保
健衛生局

薬系企業による就職説明会ならびに個別質
問会

薬学学生係

日時
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【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29年04月10日（月） 12:00～17:00 三菱自動車工業（株）学内セミナ 特に指定なし
伊都キャンパス
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29年04月14日（金） 16:00～18:30 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
総合学習プラザ第10講義室

日本航空（株） 個別企業説明会 日本航空（株）

平成29年04月19日（水） 9:00～18:30
SUBARU
OB・OG社員による懇談会

特に指定なし
伊都キャンパス
総合学習プラザ第15講義室

SUBARU(株) OB・OG社員による懇談会 SUBARU(株)

平成29年04月20日（木） 13:00～18:30
SUBARU
OB・OG社員による懇談会

特に指定なし
伊都キャンパス
総合学習プラザ第16講義室

SUBARU(株) OB・OG社員による懇談会 SUBARU(株)

平成29年04月30日（日） 12:30～19:00 トヨタ自動車個別企業説明会
2018年3月卒業、修

了予定者
伊都キャンパス
総合学習プラザ第8講義室

トヨタ自動車 個別企業説明会 トヨタ自動車

平成29年04月19日（水） 16:30～18:00 自衛官幹部候補生試験説明会 特に指定なし
伊都キャンパス　
総合学習プラザ第10講義室

自衛隊福岡西募集案内所 自衛官幹部候補生試験説明会
自衛隊福岡西募集
案内所

平成29年05月18日（木） 14:00～18:00 東芝研究インターンシップ説明会
大学院生(修士/博士

後期)
伊都キャンパス
総合学習プラザ第16講義室

東芝 インターンシップ説明会 東芝

平成29年05月19日（金） 16:00～18:00 (株)サニックス会社説明会
2018年3月卒業、修

了予定者
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

(株)サニックス 個別企業説明会 (株)サニックス

平成29年05月9日（火） 10:00～12:00 （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
総合学習プラザ第11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05月21日（日） 12:30～19:00 トヨタ自動車個別企業説明会
2018年3月卒業、修

了予定者
伊都キャンパス
総合学習プラザ第5,6,7講義室

トヨタ自動車 OB・OG面談会 トヨタ自動車

平成29年5月24日（水） 16：30～20：00
九大生のためのインターンシッ
プ紹介＆キャリア形成イベント

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
ウエスト4号館2階ホール

新日鐵住金、キリン、全17
社予定

インターンシップ＆業界研究セミナー
株式会社サイシード
船越

平成29年5月25日（木） 16：30～20：00
九大生のためのインターンシッ
プ紹介＆キャリア形成イベント

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
ウエスト4号館2階ホール

新日鐵住金、キリン、全17
社予定

インターンシップ＆業界研究セミナー
株式会社サイシード
船越

平成29年05月25日（木） 9:00～20:00
九大生のためのインターンシッ
プセミナー

特に指定なし
伊都キャンパス
ウエスト2号館2階ホール

読売新聞東京本社,ｱｸｾﾝ
ﾁｭｱ㈱,㈱朝日新聞社 他15

インターンシップ説明会 ジェイ・ﾌﾞﾛｰﾄﾞ

平成29年07月12日（水） 16:30～18:00 株式会社カンセツ会社説明会
2018年3月卒業、修

了予定者
伊都キャンパス　
総合学習プラザ第10講義室

株式会社カンセツ 個別企業説明会 株式会社カンセツ

平成29年07月3日（月） 16:40～18:40
ワークスアプリケーションズイン
ターンシップ説明会

特に指定なし
伊都キャンパス　
総合学習プラザ第10講義室

(株)ワークスアプリケーショ
ンズ

インターンシップ説明会
(株)ワークスアプリケーション
ズ

平成29年08月29日（火） 10:00～12:00 （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
総合学習プラザ第11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7日（火） 16：30～19：00 業界研究セミナー
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

JR東海　小林（他２名） 業界セミナー JR東海

平成29年11月7日（火） 16:30～20:00
情報処理学会キャリア研究セッ
ション
～ＩＴ業界勉強会～

全学年
伊都キャンパス
総合学習プラザ第9講義室

ソフトバンク株式会社・株
式会社ドワンゴ・クックパッ
ド株式会社・他2社追加予

IT業界全般・各業界の求める人材像や展望
について

ジースタイラス　及川

平成29年 11月10日(金） 16:30～18:30
NTTデータグループ所属　OB
座談会

主に
2019年3月卒/修了

予定者

伊都キャンパス
総合学習プラザ第7講義室

NTTデータ ニューソン,NTT
データ先端技術株式会社

2社の現NTTデータグループ所属　OB座談
会等

NTTデータ ニューソン
NTTデータ先端技術

平成29年11月15日（水） 16：30～20：00

DISCOVER Forum九大生のた
めの！
インターンシップ紹介＆キャリア
形成イベント

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
ウエスト4号館2階ホール

ジョンソン、キリン、Hitz日
立造船 全15社

インターンシップ＆業界研究セミナー 株式会社サイシード　船越

平成29年11月16日（木） 16：30～20：00

DISCOVER Forum九大生のた
めの！
インターンシップ紹介＆キャリア
形成イベント

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
ウエスト4号館2階ホール

ジョンソン、キリン、Hitz日
立造船 全15社

インターンシップ＆業界研究セミナー 株式会社サイシード　船越

平成29年11月10日（金） 18:00～20:30 理系学生向け　就職セミナー 全学年
伊都キャンパス
総合学習プラザ第9講義室

株式会社リンク・アイ　九州
拠点拠点長　佐藤

各社の技術系現場社員との座談会/グルー
プワーク

株式会社リンク・アイ

平成29年11月24日（金） 16:30～18:00
新日鉄住金エンジニアリング
冬季インターンシップ事前説明
会

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第7講義室

新日鉄住金エンジニアリン
グ（株） インターンシップ説明会

新日鉄住金エンジニアリング
（株）

平成29年11月28日（火） 16：30～19：00 業界研究セミナー
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

JR東海　小林（他２名） 業界セミナー JR東海

日時



平成29年度　部局独自の就職支援取組状況

平成29年11月30日（木） 9:00～20:00 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階ホール

約20社 多種業界研究セミナー ジェイ・ﾌﾞﾛｰﾄﾞ

平成29年12月2日（土） 13:00～18:00 理系院生限定１デーイベント
九州大学大学院生

限定
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

株式会社リンクアイ 
株式会社リンクアンドモチ
ベーション

ソフトウェア業界についての考察/
福岡の市場についての考察　など

株式会社サニックス・ソフトウ
エア・デザイン

平成29年12月11日(月) 16:45～18:15
九州大学　工学部　 業界セミ
ナー

工学部
学部・修士の全学年

伊都キャンパス
総合学習プラザ第6講義室

株式会社ソシオネクスト
人事担当

業界セミナー
日立産業制御ソリューション
ズ

平成29年12月12日（火） 16:50-19:20
未来を担う業界・企業研究セミ
ナー

全学年
伊都キャンパス
総合学習プラザ第3講義室

本田技研工業・東レ・村田
製作所・出光興産

企業講演＋座談会
株式会社文化放送キャリア
パートナーズ

平成29年12月18日(月) 17:00～18:00 OB訪問(インターンシップ告知)
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

京セラ株式会社　上野涼
(リクルーター)

OB訪問(インターンシップ告知) 京セラ株式会社 上野

平成29年12月18日(月) 16:30-18:00
【全国開催】
Goodfind2019 キャリア座談会

2019年卒予定の大
学生／

大学院生 対象

伊都キャンパス
総合学習プラザ第11講義室

スローガン株式会社 講
師：織田、峯

キャリアセミナー
Goodfind事務局
（峯・小山）

平成29年12月18日(月) 18:15-20:45
理系学生が選ぶ企業の未来
と、成功する理系キャリアの条
件とは

2019年卒予定で理系
の大学生／大学院

生 対象

伊都キャンパス
総合学習プラザ第11講義室

スローガン株式会社 講
師：織田

キャリアセミナー
Goodfind事務局
（峯・小山）

平成29年12月19日（火） 18:45～20:45 キックオフセミナー
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
工学部西講義棟第１講義室

東京海上日動・三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行・オービック・富士
フイルム・いい生活

就職活動に関するセミナー 部活のみかた

平成29年12月20日（水） 16:30～18:00
新日鉄住金エンジニアリング
冬季インターンシップ事前説明
会

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第6講義室

新日鉄住金エンジニアリン
グ（株）

今年12月～来年2月に開催予定の冬季イン
ターンシップの事前説明

新日鉄住金エンジニアリング
（株）

平成29年12月7日（木）
16:30～17:30
19:30～20:30

九大OBが語る！
NHK業界研究セミナー

学部・学科・学年不
問

伊都キャンパス
総合学習プラザ第7講義室

NHK 人事担当者 九州大
学工学部OB

業界研究セミナー NHK 人事担当者

平成29年12月20日（水） 17:00～20:00
学生八志会　
キャリア支援セミナー

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第5講義室

東海理化・ＵＡＣＪ・日亜化
学・三菱重工機械システム　
各人事/ＯＢ

工学系学生に向けたキャリア支援のための
情報提供

学生八志会事務局　高村

平成30年01月10日（水） 16：30～20：00

DISCOVER Forum九大生のた
めの！
インターンシップ紹介＆キャリア
形成イベント

主に学部3年生
修士1年生

伊都キャンパス
ウエスト4号館2階ホール

川崎重工、ネスレ日本、荏
原製作所、新日鐵住金等
全15社予定

インターンシップ＆業界研究セミナー 株式会社サイシード　船越

平成30年01月11日(木) 16:50～17:50 九州大学 業界セミナー 全学年
伊都キャンパス
総合学習プラザ第11講義室

(株)日立産業制御ソリュー
ションズ

業界セミナー
株式会社 日立産業制御ソ
リューションズ

平成30年01月15日（月） 16:30～17:20
就職セミナー
（東洋エンジニアリング
　株式会社）

主に学部3年生・
修士1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第11講義室

東洋エンジニアリング株式
会社 甲斐瑛子（社員）

エンジニアリング業界の説明
会社説明

東洋エンジニアリング株式会
社

平成30年01月15日（月） 16:15～18:15 工学部業界セミナー
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第6講義室

株式会社サニックス・ソフト
ウエア・デザイン　採用担

ソフトウェア業界についての考察/
福岡の市場についての考察　など

株式会社サニックス・ソフトウ
エア・デザイン

平成30年01月16日（火） 16：00～19：30
工学部・工学研究科対象
業界会社研究会

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

日本電産株式会社 生産技
術研究所

業界、企業紹介 日本電産株式会社

平成30年01月 17日
（水）

 16：30～18：30
業界研究会
（理工系学生様対象）

就職活動を控えた、
学部3年生・修士1年

生の皆様

伊都キャンパス
総合学習プラザ第5講義室

Peach Aviation株式会社 
整備本部　整備企画推進
室

航空業界および、Peachについて興味を持っ
て貰い、知識を深めて貰う場とする。

Peach Aviation株式会社

平成30年01月19日(金) 16:45～18:15 ㈱村田製作所 業界研究会
主に学部3年生・

修士1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第7講義室

㈱村田製作所　技術者３
名、人事担当者１名

九州大学卒業生で技術者として働いている
OB/OGによる仕事紹介

㈱村田製作所

平成30年01月19日（金） 18:30-20:00
[OB相談会]理系学生が゙世界で゙
活躍するためのキャリア戦略
2.0

全学年対象
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

ウミトロン株式会社 共同創
業者　山田雅彦

終身雇用の限界を迎え、働き方が変わりつ
つある今、キャリアの選択肢はどう変わって
いるのか？

ウミトロン株式会社

平成30年01月19日（金） 14:30～18:00
石油・化学・エネルギー
業界研究＆技術者座談会

主に学部3年生・
修士1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第6講義室

株式会社ユースコミュニ
ケーションズ 長野優

・業界全体解説
・機電系技儒者による解説
・グループ懇談会

株式会社ユースコミュニケー
ションズ

平成30年01月22日（月） 16:30～17:45
OBによる
自動車業界研究セミナー

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第6講義室

スズキ株式会社 （九州大
学工学部OB）

スズキ㈱という会社を通して自動車業界の
理解を深めて頂くことを目的としたセミナー

スズキ㈱ 高宮

平成30年01月22日（月） 16:30～20:30 学生八志会　業界研究セミナー
学部3年生・修士1年

生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10・11講義室

旭化成(株),(株)大気社,日
立造船(株)

工学系学生に向けた化学/建築/エンジニア
リング業界における業界研究のための情報

学生八志会事務局　高村

平成30年01月23日（月） 16:30～20:30 学生八志会　業界研究セミナー
学部3年生・修士1年

生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10・11講義室

(株)東海理化,(株)ＵＡＣＪ,
ヤマザキマザック(株)

工学系学生に向けた自動車サプライヤー/
非鉄金属・素材/工作機械業界における業界
研究のための情報提供

学生八志会事務局　高村
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平成30年01月26日（金） 16:30～19:30
工学部学生様対象
㈱SUBARU　OB・OG訪問

主に学部3年生
・修士1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第9講義室

㈱SUBARU　
自動車部門エンジニア

平成31年3月卒業・修了予定学生様向けの
OB/OGによる企業説明

㈱SUBARU

平成30年01月26日（金） 16：15～18：15 日立キャリアセミナー
主に学部3年生・

修士1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第6講義室

(株)日立製作所リクルータ
・電機業界/日立グループ紹介
・九大ＯＢ・ＯＧによる相談

(株)日立製作所

平成30年01月25日（木） 16:00〜19:00 業界研究セミナー
学部3年生・修士1年

生
伊都キャンパス
ウエスト4号館ホール

（株）Cygames、（株）ダイフ
ク、（株）NTTデータNCB　
他10社

若手社員の就活や仕事の体験談/人事から
業界や自社の説明

JSコーポレーション 森本

平成30年01月26日（金） 16:00〜19:00 業界研究セミナー
学部3年生・修士1年

生
伊都キャンパス
ウエスト4号館ホール

（株）Cygames、（株）ダイフ
ク、（株）NTTデータNCB　
他10社

若手社員の就活や仕事の体験談/人事から
業界や自社の説明

JSコーポレーション 森本

平成30年01月26日（金） 16:30 - 17:30
東洋エンジニアリング
リクルーター説明会

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

東洋エンジニアリング
加地要輔（水素エネルギー
システム専攻2014修了）

エンジニアリング業界の説明
会社説明

東洋エンジニアリング

平成30年03月6日（火） 16:00～20：00 就職(業界)セミナー
学部3年生・修士1年

生
伊都キャンパス
ウエスト2号館2階ホール

全25社 業界研究セミナー 株式会社サイシード　船越

平成30年03月7日（水） 16:00～20:00 就職(業界)セミナー
学部3年生・修士1年

生
伊都キャンパス
ウエスト2号館2階ホール

全25社 業界研究セミナー 株式会社サイシード　船越

平成30年03月15日（木） 9：30～10：30 マツダ(株)　企業説明会
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第７講義室

マツダ(株)　開発部門採用
担当者

マツダの企業及び入社後の処遇／業務内容
についての説明

マツダ(株)

平成30年03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
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30年03月14日（水） 13:00～17:00 マツダ株式会社　企業説明会
学部3年生・修士1年

生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

マツダ株式会社
マツダ株式会社　企業説明会
　講義室での企業説明　及び
　実車を見ながらのQ&A

マツダ㈱

平成30年03月19日（月） 13：30～14：30
昭和シェル石油（株）　企業説明
会

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第11講義室

昭和シェル石油（株） リク
ルーター

昭和シェル石油（株）の
業務内容についての説明

昭和シェル石油（株）
リクルーター

平成30年03月19日（月） 13:00～14:30 学内個別企業説明会
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

大谷塗料((株)　人事担当
者

大谷塗料((株)の
業務内容についての説明

大谷塗料((株)
人事担当者

平成30年03月19日(月) 9:00～12:00 会社説明会
主に修士1年生

（2019年卒業予定の
方）

伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

味の素㈱　伊秩　　　　　　　
他4名

技術系フィールドⅢ、Ⅳに関する説明会 味の素㈱　伊秩

平成30年03月23日(金) 14:00～16:00 楽天カード
2019年3月卒業見込

みの学生様
伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

楽天カード株式会社　執行
役員，採用担当

個別企業説明会 楽天カード

平成30年03月27日（火） 13：30～15：00
日揮触媒化成株式会社
　企業説明会

主に学部3年生・修士
1年生

（2019年3月卒業予
定の方）

伊都キャンパス
総合学習プラザ第10講義室

日揮触媒化成株式会社　
採用担当者

日揮触媒化成株式会社の
業務内容についての説明

日揮触媒化成株式会社
採用担当者

平成30年03月22日（木） 16:30～20:00 OB・OG座談会
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第７講義室

マイクロンメモリ ジャパン
株式会社 OB数名

業界紹介/学生の企業研究に向けたOB・OG
座談会

マイクロンメモリジャパン株式
会社

平成30年03月23日（金） 15:30～17:00 JXTGエネルギー企業説明会
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第11講義室

JXTGエネルギー㈱ リク
ルーター

事業紹介・化学系社員の活躍フィールド等 JXTGエネルギー㈱

平成30年03月30日（金） 14:30-16:30 日本航空株式会社会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第8講義室

日本航空株式会社
日本航空株式会社の
業務内容についての説明

日本航空株式会社
採用担当

平成30年03月30日(金) 15：30～16:30
オリンパス株式会社
OBOG懇談会

主に学部3年生・修士
1年生

伊都キャンパス
総合学習プラザ第7講義室

オリンパス株式会社 九州
大学出身OB・OG 3名予定

個別企業説明会 オリンパス株式会社



平成29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】　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29年12月5日（火） 18：30～19：00 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（趙教授）

１． 2017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 趙教員室
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29年12月22日（金） 16:40-18:00 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30年2月8日（木） 14:30-16:30
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
三菱重工業（株），日本エ
イアンドエル（株）

卒業生を招いて講演会

平成30年2月15日（木） 11:00-11:30 化学工学部門就職説明会 主に，学部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4日（月） 9：00～10：00 第1回就職説明会 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
その後随時個別相談の
対応

平成29年12月18日（月） 15:00～16:00 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 尾
﨑　由紀子

来年度の就職活動の進め方 材料工学部門

平成29年12月18日（月） 16:30～17:30 就職説明会 主に学部3年生 総合学習プラザ12講義室
材料工学部門就職担当 尾
﨑　由紀子

来年度の就職活動の進め方 材料工学部門

平成29年7月7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
ソラリア西鉄ホテル

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29年9月20日(水) 19：00～終日 関東研修 学部3年生 学士会館
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供

梶田・広城
（クラス担任）

平成30年1月22日(月) 16:30～18:00
土木･海洋対象キャリアセミ
ナー

主に学部3年生･修士
1年生

伊都キャンパス
W2-910

(株)日立製作所
・九大ＯＢ・ＯＧによる職種・業種別相談会
・日立グループ紹介
･質疑応答

久場 (就職担当)

平成30年2月15日(木) 10:30～12:00
JR東海 OB社員によるキャリア
支援講座

主に学部3年生･修士
1年生

伊都キャンパス
W2-318

JR東海
・鉄道業界における土木技術者の仕事と役
割

久場 (就職担当)

平成30年2月23日(金) 10:00～12:00
鉄道業界説明会
～これからの九州を支える鉄道
土木技術者の使命～

主に学部3年生･修士
1年生

伊都キャンパス
W2-910

JR九州 鉄道業界セミナー 久場 (就職担当)

平成29年3月1日(木)
～3月16日(金)

13：00～18：00 求人説明会・個別相談会
主に学部3年生･修士

1年生
伊都キャンパス
W2-318、319、320、321

官公省庁、企業など100社
以上

説明会・個別相談会 久場 (就職担当)

平成30年3月12日(月) 11：00～12：00
新日鉄住金ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 会社説明
会

主に学部3年生･修士
1年生

伊都キャンパス
W2-910

新日鉄住金ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 個別企業説明会 久場 (就職担当)

平成30年3月15日(木) 10:00～17:00
東日本旅客鉄道株式会社 会社
説明会

主に学部3年生･修士
1年生

伊都キャンパス
W2-945

東日本旅客鉄道株式会社 個別企業説明会 久場 (就職担当)

化工

建築

機能

分子

材工

建都



平成29年度　部局独自の就職支援取組状況

平成30年3月23日(金) 14:00～18:00
成田国際空港株式会社　土木
職業務紹介･座談会

主に学部3年生･修士
1年生

伊都キャンパス
W2-1010

成田国際空港株式会社 個別企業説明会 久場 (就職担当)

随時
WEBによる就職・インターンシッ
プ情報の提供

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

久場 (就職担当)

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

伊都キャンパス
ウエスト2号館9F土木図書室

企業パンフレットの閲覧コーナを設置してい
る

久場 (就職担当)

随時 個別相談
主に学部3年生・修士

1年生
伊都キャンパス
W2-1029

随時、個別の相談に応じたり、推薦状の作成
などに応じた

久場 (就職担当)

平成30年3月6日(火） 16：00～18：00 資源　業界セミナー
主に学部3年生・修士

1年生
工学部ウェスト2号館517号室

三井石油開発㈱ 人事担当
者

平成30年度卒・修了者向け業界セミナー 就職担当教授

平成30年3月9日（金） 14：00～16：00 資源　業界セミナー
主に学部3年生・修士

1年生
工学部ウェスト2号館517号室 宇部興産㈱ 人事担当者 平成30年度卒・修了者向け業界セミナー 就職担当教授

平成30年3月12日（月） 16：00～18：00 資源　業界セミナー
主に学部3年生・修士

1年生
工学部ウェスト2号館543号室

JX石油開発㈱ 人事担当
者

平成30年度卒・修了者向け業界セミナー 就職担当教授

平成30年3月16日（金） 15:00～17:00 資源　業界セミナー
主に学部3年生・修士

1年生
工学部ウェスト2号館517号室 住友商事㈱　人事担当者 平成30年度卒・修了者向け業界セミナー 就職担当教授

平成30年3月19日(月） 10：00～10：45 資源　業界セミナー
主に学部3年生・修士

1年生
工学部ウェスト2号館322号室 三菱商事㈱ 人事担当者 平成30年度卒・修了者向け業界セミナー 就職担当教授

平成30年3月22日（木） 15:00～17:00 資源　業界セミナー
主に学部3年生・修士

1年生
工学部ウェスト2号館517号室 伊藤忠商事 人事担当者 平成30年度卒・修了者向け業界セミナー 就職担当教授

平成30年1月9日(火) 13:00～17:00 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。

H30年度就職担当教授

平成30年1月10日(水) 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

H30年度就職担当教授

平成30年1月11日(木) 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 H30年度就職担当教授

平成30年1月12日(金) 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 H30年度就職担当教授

平成30年1月15日(月) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 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 H29年度卒･修了者向け業界セミナー H30年度就職担当教授
平成30年1月16日(火) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 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 H30年度就職担当教授
平成30年1月17日(水) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 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 H30年度就職担当教授

平成30年1月18日(木) 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 H30年度就職担当教授

平成30年1月22日(月) 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 H30年度就職担当教授

平成30年1月23日(火) 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 H30年度就職担当教授

平成30年1月24日(水) 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 H30年度就職担当教授

平成30年1月25日(木) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 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 H30年度就職担当教授
平成30年1月26日(金) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 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 H29年度卒･修了者向け業界セミナー H30年度就職担当教授
平成30年1月29日(月) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 海洋システム工学セミナー室 国立研究開発法人 H29年度卒･修了者向け業界セミナー H30年度就職担当教授
平成30年1月30日(火) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 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 H29年度卒･修了者向け業界セミナー H30年度就職担当教授
平成30年3月1日(木) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 海洋システム工学セミナー室 (一財)日本海事協会 H29年度卒･修了者向け業界セミナー H30年度就職担当教授
平成30年3月2日(金) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 海洋システム工学セミナー室 尾道造船 人事担当者 H29年度卒･修了者向け業界セミナー H30年度就職担当教授
平成30年3月5日(月) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 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 H30年度就職担当教授
平成30年3月6日(火) 16:30～18:00 工学部工学府 主に学部3年生・修士 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 H30年度就職担当教授

資源

資源

海洋
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平成30年3月8日(木) 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

H30年度就職担当教授

平成30年3月22日(木) 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 H30年度就職担当教授

平成30年3月22日(木) 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 JX石油開発 人事担当者 H29年度卒･修了者向け業界セミナー H30年度就職担当教授

平成29年12月5日(火) 13:30～14:00
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29年12月6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4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30年1月23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30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830号室 専攻長主催 希望調書に基づき個別面談を実施

平成30年1月15日(月)
～3月26日(月)

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：三菱マテリアル、住友理工、
旭化成、三菱電機、JR西日本、関西電力、

H29.12.8(金) 10:30～11:30 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 機械系事務室
H29.12.11(月) 17:20～18:00 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 機械系事務室

H29.12.11(月) 18:00～19:00 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 就活スタートガイダンス 機械系事務室

平成30.1.1～　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 またはリクルータ

機械系事務室

平成30.1.1～　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 ｳｴｽﾄ4号館313講義室 申し込み企業　人事担当 機械系事務室
平成30.1.1～　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 ｳｴｽﾄ4号館313講義室 申し込み企業　人事担当 機械系事務室
平成30年1月19日（金） 16:30～18:30 航空宇宙工学部門就職セミナー 主に学部3年生・修士 ウエスト4号館816号室 三菱重工業 講演会 航空宇宙工学部門事務室
平成30年3月13日（火） 13:00～14:00 就職説明会 主に学部3年生・修士 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 航空宇宙工学部門事務室
平成30年1月～4月 16:30～ 個別企業説明会 主に学部3年生・修士 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30年3月1日以降随 学内企業説明会 主に学部３年生・修 システム情報科学府 各講義室 各社リクルーター，人事担 リクルーター，人事担当者等による企業説明 システム情報教務事務室
平成29年11月 進路説明会 主に学部３年生・修 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 システム情報教務事務室
平成30年1月～3月 学生面談 主に学部３年生・修 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29年12月 就職相談 主に学部３年生・修 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

海洋

エネ

機械

H29.3.1～（H30.3.28）　　計35社が開催 機械

航空

電情
シス情
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【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

2017年4月7日(金) 14：00～1゙5：00 会社説明会 全学生 ７号館シアタールーム 日産自動車
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年4月13日(木) 18：30～ 会社説明会(OB) 全学生 521教室 ピクシブ(株)
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年4月17日(月) 18：30～ 自衛官募集制度説明会 全学生 521教室 自衛隊
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年4月21日(金) 18：30～ 会社説明会(OB) 全学生 ７号館シアタールーム ヤマハ発動機
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年4月24日(月) 18：30～ 会社説明会 全学生 512教室 (株)サイバーエージェント
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年4月24日(月) 18：30～ 会社説明会 全学生 ７号館シアタールーム セガ・インタラクティブ
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年4月28日(金) 18：30～ 会社説明会 全学生 521教室 日立公共システム
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年5月17日(水) 12：00～13：00 インターンシップ説明会 全学生 多次元ホール NTT西日本、NTT研究所
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年5月17日(水) 18：30～ 企業説明会 全学生 ７号館シアタールーム (株)アラタナ
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年5月18日(木) 18：30～ 業界研究セミナー 全学生 ７号館シアタールーム (株)U'eyes Design
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年5月25日(木) 18：30～ 企業説明会 全学生 521教室 (株)ホープ
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年6月5日(月) 18：30～ 企業研究会 全学生 ７号館ワークショップ パナソニック
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年6月8日(木) 18：30～
九大芸工生のためのIT業界
ざっくり理解
～インターン編～(セミナー)

全学生 512教室 －
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年6月21日(水) 18：30～ インターンシップ説明会 全学生 ７号館シアタールーム 岡村製作所
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年6月23日(金) 16：40～
Honda Designインターンシップ・
低学年向けスケッチセミナー説
明会

全学生 524教室 本田技術研究所
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年6月23日(金) 18：30～
DeNAデザイン戦略室デザイ
ナーとのキャリア座談会

全学生 ７号館ワークショップ DeNA
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年6月23日(金) 18：30～ 会社説明会 全学生 ７号館シアタールーム クックパッド(株)
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年6月29日(木) 18：30～ インターンシップ説明会 全学生 521教室 (株)サイバーエージェント
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

日時
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2017年6月29日(木) 18：30～
ジェットエンジン運転設備業界
セミナー

全学生
３号館6階
輪講室

(株)アイ・エヌ・シー・エンジ
ニアリング

音響設計学科
河原先生(4550)

2017年7月3日(月) 18：30～ 企業説明会 全学生 ７号館シアタールーム 長崎船舶装備(株)
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年7月19日(水) 16:30～1゙8：00 業界市場説明会 全学生 521教室 (株)NAITO
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年8月25日(金) 18：30～ 企業説明会 全学生 531教室 株式会社アソウ・アルファ
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年11月6日（月） 18：30～2゙1：00 UXデザイナー職種説明会 全学生 511教室
（株）リクルートホールディ
ング

芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年11月10日（金） 18：30～1゙9：15 芸工OBによる会社紹介 全学生 532教室
ソニー（株）R＆Dプラット
フォーム

芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年11月17日（金） 18：30～2゙1：00 キャリアセミナー 全学生 512教室 トヨタ自動車（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年11月21日（火） 18：30～2゙1：00 デザイン職インターンシップ説明 全学生 512教室 ダイハツ工業（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年11月21日（火） 18：30～1゙9：30 業界研究セミナー 全学生 ７号館シアタールーム 岡村製作所
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年11月28日（火） 18：30～19：30 デザインワークショップ 全学生 521教室 キャノン（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年11月30日（木） 18：30～21：00 イベントPR会 全学生 521教室 （株）本田技術研究所
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月4日（月） 18：30～21：00 業界研究セミナー 全学生 521教室 （株）ニコン
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月4日（月） 18：30～20：00 セミナー 全学生
３号館6階
輪講室

タックシステム(株）
音響設計学科
河原先生(4550)

2017年12月6日（水） 18：30～20：30 デザイン研究会 全学生 521教室 富士フィルム（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月7日（木） 18：30～1゙9：30 冬季インターンシップ説明会 全学生 521教室 （株）東芝
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月8日（金） 18：30～2゙1：00 日立冬のインターンシップ 全学生 ７号館シアタールーム （株）日立製作所
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月8日（金） 18：30～2゙0：30 開発職マネージャーによる業界研 全学生
３号館6階
輪講室

ヤマハ（株）
音響設計学科
河原先生(4550)

2017年12月11日(月） 18：30～2゙1：00 企業セミナー 全学生 512教室 三菱電機（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月12日(火） 18：30～2゙1：00 OB訪問／リコーデザインの活動 全学生 521教室 （株）リコー
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月13日（水） 18：30～2゙1：00 春のワークショップ説明会 全学生 512教室 ソニー（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)
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2017年12月14日（木） 18：30～2゙1：00 2018春季インターンシップ企業説 全学生 512教室 トヨタ車体（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月15日（金） 18：30～2゙0：30 ＯＢ/ＯＧキャリア紹介 全学生
３号館6階
輪講室

ソニー（株）
音響設計学科
河原先生(4550)

2017年12月15日（金） 18：30～2゙1：00
シャープデザインの取組み
「そのデザインは誰かの気持ち
を動かしている」

全学生 512教室 シャープ（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月18日（月） 18：30～21：00 インハウスデザインの勉強会 全学生 521教室
サントリーコミュニケーショ
ンズ（株）

芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月18日（月） 18：30～20：30 開発職マネージャーによる業界研 全学生
３号館6階
輪講室

ヤマハ(株）
音響設計学科
河原先生(4550)

2017年12月20日（水） 18：30～2゙1：00 デザイン実習案内 全学生 521教室 コニカミノルタ(株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月21日（木） 18：30～2゙1：00 セミナー 全学生 521教室 （株）ＳＵＢＡＲＵ
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2017年12月22日（金） 18：30～2゙1：00 インターン説明会 全学生 ７号館ワークショップ (株)デンソー
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年1月9日（火） 18：30～2゙1：00 ＯＢ/ＯＧ交流会 全学生 512教室 日産自動車（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年1月15日（月） 18：30～2゙1：00 デザインコンサルティング業界研 全学生 512教室 （株）U'eyes　Design
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年1月16日（火） 18：30～2゙1：00 意匠制度や意匠審査官の説明会 全学生 512教室 特許庁
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年1月18日(木） 18：30～2゙1：00 放送局業界説明会in2018 全学生 521教室 RKB毎日放送
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年1月18日(木） 13：00～1゙4：00 個別会社説明会 全学生
2号館3階
会議室

LIXIL（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年1月19日(金） 18：30～2゙0：00 ゲームプログラマーセミナー 全学生 322教室 （株）カプコン
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年1月19日(金） 18：30～2゙0：00 サウンドデザイナーセミナー 全学生
３号館6階
輪講室

（株）カプコン
音響設計学科
河原先生(4550)

2018年1月22日(月） 18：30～2゙1：00 インターンシップ説明会 全学生 521教室 （株）キーエンス
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年1月24日(水） 18：30～2゙1：00 業種研究会 全学生 521教室 ブラザー工業（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年1月25日(木） 18：30～2゙1：00 業界セミナー 全学生
３号館6階
輪講室

（株）福岡放送（FBS）
音響設計学科
河原先生(4550)

2018年1月29日（月） 18：30～2゙0：00 ジェットエンジン運転設備業界セ 全学生
３号館6階
輪講室

（株）アイ・エヌ・シー・エン
ジニアリング

音響設計学科
河原先生(4550)

2018年1月31日（水） 18：30～2゙0：30 画像認識技術体験＆ＯＢＯＧ座談 全学生 321教室
ＮＥＣソリューションイノ
ベータ（株）

芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年2月5日（月） 18：30～1゙9：30 業界研究セミナー 全学生 ７号館シアタールーム （株）あい設計
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)
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2018年2月14日（水） 18：30～2゙0：00 学内個別企業説明会 全学生 ７号館シアタールーム 長崎船舶装備(株)
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年2月14日（水） 16:30～1゙7：30 映像業界セミナー 全学生 ７号館シアタールーム
モンブラン・ピクチャーズ
（株）

芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年2月15日（木） 12：00～14：00 短期スプリングインタ－ンシップ説 全学生 ７号館シアタールーム ダイキン工業（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年2月19日（月） 14：00～1゙6：00 OG訪問会 全学生
３号館6階
輪講室

林テレンプ（株）
音響設計学科
河原先生(4550)

2018年2月19日（月） 17：00～18：30 業界セミナー 全学生
３号館6階
輪講室

D＆Mホールディングス
(株）

音響設計学科
河原先生(4550)

2018年2月20日（火） 18：00～1゙9：30 セミナー 全学生
３号館6階
輪講室

日本気象協会
音響設計学科
河原先生(4550)

2018年2月21日（水） 18：00～1゙9：00 キャリアセミナー 全学生 321教室 （株）日立製作所
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年2月21日（水） 15：00～1゙7：00 セミナー 全学生
３号館6階
輪講室

フォスター電機(株）
音響設計学科
河原先生(4550)

2018年2月22日（木） 17：00～18：30 セミナー 全学生
３号館6階
輪講室

日本音響エンジニアリング
（株）

音響設計学科
河原先生(4550)

2018年3月1日（木） 14：00～16：00 会社説明会 全学生 321教室 大建工業（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月1日（木） 18：30～2゙1：00 業界セミナー 全学生 512教室 （株）レイアップ
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月2日（金） 18：30～2゙0：00 個別企業説明会 全学生 ７号館シアタールーム （株）小野測器
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月5日（月） 13：00～1゙4：00 会社説明会 全学生 322教室 ヤマハ（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月5日（月） 16：00～1゙8：00 OBOG説明会 全学生 521教室 ダイキン工業（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月6日（火） 14：00～1゙6：00 2019新卒採用セミナー 全学生 ７号館シアタールーム （株）アラタナ
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月7日（水） 15：00～1゙7：00 企業説明会 全学生
３号館6階
輪講室

TOA(株）
音響設計学科
河原先生(4550)

2018年3月8日（木） 15：00～1゙7：00 企業説明会 全学生 ７号館シアタールーム （株）東芝
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月12日（月） 13：00～1゙5：00 企業説明会 全学生 521教室 （株）リコー
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月14日（水） 13：00～1゙5：00 会社説明会 全学生 521教室 タンスのゲン（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月14日（水） 16：00～1゙8：00 会社説明会 全学生 521教室 （株）ロジック
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月15日（木） 17：00～18：30 会社説明会 全学生 512教室 （株）セガ・インタラクティブ
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)
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2018年3月16日（金） 11:00 〜　12:00 会社説明会 全学生 512教室 花王株式会社
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月16日（金） 15：00～1゙7：00 会社説明会 全学生 521教室 ＫＤＤＩ（株）
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月19日（月） 15：00～1゙7：00 会社説明会 全学生 521教室 ㈱第一興商
芸術工学部
学務課学生係
木之下(4423)

2018年3月23日（木） 15：00～1゙7：00 会社説明会 全学生
３号館6階
輪講室

ジャパンセミコンダクター
音響設計学科
河原先生(4550)

2018年3月26日（月） 15：00～1゙7：00 会社説明会 全学生
３号館6階
輪講室

D＆Mホールディングス
(株）

音響設計学科
河原先生(4550)
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【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29年12月13日（水16:40～19:10

九州大学
『未来を担う業界・企業研究
セミナー』
（筑紫キャンパス）

大学院総合理工学
府全学年

筑紫キャンパス総合研究棟C-
CUBE
筑紫ホール

京セラ/黒崎播磨/出光
興産/本田技研工業

企業様講義・社会人ゲストとの少人数座
談会・質疑応答

筑紫地区教務課学生支援
係

平成29年12月14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』
（筑紫キャンパス）

大学院総合理工学
府全学年

筑紫キャンパス総合研究棟C-
CUBE
筑紫ホール

野村総合研究所/Sky/
ディスコ/大日本印刷

企業様講義・社会人ゲストとの少人数座
談会・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12月7日（木） 15:00～17:00 日揮（株） 修士１年生・博士２年 総理工３番 日揮　松原氏 OB訪問による業務紹介 専攻事務室
平成29年12月18日（月） 15:00～17:00 JFEエンジニアリング（株） 修士１年生 総理工３番 JFEエンジニアリング 行武 OB訪問による業務紹介 専攻事務室
平成30年1月10日（水） 15:00～17:00 TOTO（株） 修士1年生 総理工２番 TOTO　　林氏 会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年1月25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30年1月15日（月）
平成30年3月2日（金）

15:00～17:00
東日本旅客鉄道（株）　会社説
明会

修士１年生・博士２年 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30年1月18日（木） 15:00～16:00 村田製作所　会社説明会 修士1年生・博士2年 総理工２番 村田製作所　深蔵氏 会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室
平成30年1月26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　船崎氏 会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室
平成30年1月26日（金） 17:00～18:00 NTT研究所　会社説明会 修士１年生 総理工１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30年2月2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30年2月2日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　16:00～17:00 日立製作所　会社説明会 修士１年生・博士２年 総理工２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30年2月13日（火） 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30年3月1日（木） 13:00～16:00
トヨタ自動車九州（株）　会社説
明会

修士１年生・博士２年 総理工２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30年3月2日（金）
平成30年3月9日（金）

9:00～17:00 パナソニック株式会社 修士1年生・博士2年 総理工３番
パナソニック株式会社
高瀬氏

会社の概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年12月14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29年12月中旬
～平成30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29年11月10日（金） 14：00～15：00 三菱重工業　OB訪問
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室 三菱重工業　堀田氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年11月13日（金）
～平成29年11月28日

17：00～18：00 進路面談 専攻修士1年生 総理工H棟204非常勤講師室 専攻就職担当教授 進路相談 専攻事務室

平成29年11月24日（金） 13：00～14：00 中部電力　OB訪問
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室 中部電力　竹志田氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年11月28日（火） 15：00～16：00 宇部情報システム　OB訪問
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室

宇部情報システム　山田
氏・水ノ上氏

会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年12月14日（木） 16：00～17：00 個人面談 専攻修士1年生 総理工H棟204非常勤講師室 専攻就職担当教授 進路相談 専攻事務室

平成29年12月20日（水） 13：00～17：00 京セラ　OB訪問
主に修士1年生・博士

2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 専攻事務室

平成29年12月22日（金） 15：00～17：00
DOWAホールディングス　OB訪
問

主に修士1年生・博士
2年生

総理工H棟205講義室
DOWAホールディングス
甲野氏

会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年1月10日（水） 14：30～15：30
ジャパンセミコンダクター　OB訪
問

主に修士1年生・博士
2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 専攻事務室

平成30年1月12日（金） 15：00～16：00 原子燃料工業　OB訪問
主に修士1年生・博士

2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 専攻事務室

平成30年1月17日（水） 15：00～17：00 大光炉材　業界セミナー
主に修士1年生・博士

2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 専攻事務室

平成30年1月22日（月） 15：00～16：00
原子力エンジニアリング　OB訪
問

主に修士1年生・博士
2年生

総理工H棟205講義室
原子力エンジニアリング 
小西氏

会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

日時

日時

量子

物質
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平成30年1月23日（火） 10：00～12：20 業界研究セミナー
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室 学生八志会事務局 関氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年1月26日（金）
11：00～12：30
13：30～15：30
15：30～17：30

デンソー　OB訪問
主に修士1年生・博士

2年生
総理工C-Cube303講義室 デンソー　大原氏・三浦氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年1月26日（金） 15：30～16：30
新日鐵住金ステンレス　OB訪
問

主に修士1年生・博士
2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 専攻事務室

平成30年1月29日（月） 14：30～16：00 本田技術研究所　業界セミナー
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室 本田技術研究所　尾崎氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年2月9日（金）
10：30～12：00
13：30～15：00
15：30～17：00

デンソー　OB訪問
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟207会議室 デンソー　秋吉氏・小島氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年2月9日（金） 15：00～16：00 富士通　OB訪問
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室

富士通　今中氏・坂本氏・
大和田氏

会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年2月9日（金） 16：00～17：00 千代田化工建設　OB訪問
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室

千代田化工建設 末安氏・
張氏

会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年2月20日（火） 15：00～16：30
ジャパンセミコンダクター　OB訪
問

主に修士1年生・博士
2年生

総理工H棟310演習室
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 専攻事務室

平成30年2月21日（水） 15：00～16：30 JR東海　キャリア支援セミナー
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室 JR東海　一野氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年2月22日（木） 16：00～17：00 NEDO　OB訪問
主に修士1年生・博士

2年生
糟谷研究室 NEDO　服部氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年2月23日（金） 10：00～12：00 NEC　OB訪問
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室 NEC　蒲池氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月2日（金） 10：00～12：00 NEC　会社説明会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室 NEC　蒲池氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月2日（金） 13：00～17：00 トヨタ自動車　会社説明会
主に修士1年生・博士

2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 専攻事務室

平成30年3月2日（金） 13：00～17：00 三菱電機　会社説明会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟207会議室 三菱電機　前川氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月2日（金） 13：00～17：00 京セラ　会社説明会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟310演習室 京セラ　森氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月6日（火） 13：00～17：00 三菱電機　会社説明会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟207会議室 三菱電機　前川市 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月7日（水）
～平成30年3月8日（木）

13：30～14：30 個人面談 専攻修士1年生 総理工H棟204非常勤講師室 専攻就職担当教授 就職相談 専攻事務室

平成30年3月8日（木）
13：00～14：30
15：00～16：30

JR東海　会社説明会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室 JR東海　一野氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月8日（木）
13：00～14：30
15：00～16：30

JR西日本　会社説明会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工C-Cube303講義室 JR西日本 酒井氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月9日（金） 10：30～11：00 個人面談 専攻修士1年生 総理工H棟204非常勤講師室 専攻就職担当教授 就職相談 専攻事務室

平成30年3月9日（金） 13：30～17：30 デンソー　会社説明会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟207会議室 デンソー　中馬氏・柴田氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月9日（金） 16：00～17：30 東京エレクトロン　会社説明会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室 東京エレクトロン　木村氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月12日（月） 14：30～16：30 本田技術研究所　会社説明会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟205講義室 本田技術研究所　尾崎氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月15日（木） 10：30～11：00 中国電力　研究室訪問
主に修士1年生・博士

2年生
深田研究室 中国電力　岡田氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月16日（金） 13：00～18：00 デンソー　相談会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟208情報コーナー デンソー　中藤氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月16日（金） 15：00～17：00 新日鐵住金ステンレス　相談会
主に修士1年生・博士

2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 専攻事務室

平成30年3月17日（土） 10：30～17：30 トヨタ自動車　会社説明会
主に修士1年生・博士

2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 専攻事務室

平成30年3月19日（月） 13：30～15：00 サラヤ　会社説明会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟310演習室 サラヤ　濵﨑氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成30年3月23日（金） 10：00～18：00 デンソー　相談会
主に修士1年生・博士

2年生
総理工H棟206ゼミナール室 デンソー 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

先端
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平成30年3月23日（金） 11：00～12：00
ジャパンセミコンダクター
会社説明会

主に修士1年生・博士
2年生

総理工C-Cube303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 専攻事務室

平成30年3月24日（土） 10：00～17：00 トヨタ自動車　会社説明会
主に修士1年生・博士

2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 専攻事務室

平成30年5月22日（火） 14：00～16：00
ジャパンセミコンダクター
面接練習会

主に修士2年生・博士
3年生

総理工H棟206ゼミナール室
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 専攻事務室

平成30年6月22日（金） 15：00～16：00 日本総合研究所　会社説明会
主に修士2年生・博士

3年生
総理工H棟207会議室 日本総合研究所　前田氏 会社概要・業務の概要・質疑応答 専攻事務室

平成29年11月21日（火） 16：30～18:00 会社説明会 主に専攻修士１年生 総理工２番
新日鉄住金エンジニアリン
グ

冬季インターンシップ案内、会社概要説明、
質疑応答

環エネ専攻事務室

平成29年12月4日（月）
～平成30年3月19日
（月）

講義終了後等、
講義に支障のな

い時間
会社説明会（各種） 主に専攻修士１年生 総理工内各講義室、演習室等

専攻卒用の会社説明会担
当者および人事担当者

各企業担当者による会社紹介・業務内容・質
疑応答

環エネ専攻事務室

平成29年12月12日（火） 15：00～16:00 専攻就職ガイダンス 主に専攻修士１年生 総理工３番 専攻就職担当教授 就職ガイダンス 環エネ専攻事務室
平成30年1月9日（火） 9：30～16：10 就職面談 主に専攻修士１年生 就職担当教授室 専攻就職担当教授 就職面談 環エネ専攻事務室
平成30年1月15日（月） 11：00～11：10 就職面談 主に専攻修士１年生 就職担当教授室 専攻就職担当教授 就職面談 環エネ専攻事務室
平成30年2月28日（水） 11：00～11：20 就職面談 主に専攻修士１年生 就職担当教授室 専攻就職担当教授 就職面談 環エネ専攻事務室

随時
就職担当教授の

空き時間
就職相談 主に専攻修士１年生 就職担当教授室 専攻就職担当教授 就職相談 環エネ専攻事務室

平成29年10月30日（月） 14:30～ 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29年10月26日（木） 14:45～ インターン案内(OB訪問) 主に修士1年生 G棟講義室
三菱自動車工業株式会社
中川速水　氏

1dayインターン概要説明 大海専攻事務室

平成29年12月6日（水） 11:00～ ＯＢ懇談会 主に修士1年生 G棟講義室
株式会社タダノ
南佳成　氏

ＯＢ懇談会 大海専攻事務室

平成29年12月22日（金） 15:30～ ＯＢ懇談会 主に修士1年生 G棟講義室
株式会社荏原製作所
中川佑樹　氏

ＯＢ懇談会 大海専攻事務室

平成29年12月4日（月） 14:30～16:00 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）
長浜靖典　氏

就職活動スタートアップセミナー 大海専攻事務室

平成30年1月17日（水） 13:00～ ＯＢ懇談会 主に修士1年生 G棟講義室
株式会社デンロコーポレー
ション
平岡佳子 氏

ＯＢ懇談会 大海専攻事務室

平成30年2月2日（金）
①14:00～15:00
②15:00～16:00
③16:00～17:00

ＯＢ懇談会 主に修士1年生 G棟講義室
マツダ株式会社
景山慶太郎　氏

ＯＢ懇談会 大海専攻事務室

平成30年3月8日（木） 10:00～11:00 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室
株式会社タカギ
原大道　氏

会社説明会 大海専攻事務室

平成30年3月2日（金） 16:00～17:00 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室
一般財団法人日本海事協
会

会社説明会 大海専攻事務室

平成30年3月15日（木） 15:00～16:00 会社説明会 主に修士1年生 G棟講義室
株式会社神戸製鋼所
荒川晃 氏

会社説明会 大海専攻事務室

平成30年5月11日（金） 13:00～
会社説明会/
インターンシップ説明会

主に修士1～2年生 G棟講義室
日本無線株式会社
石川勝　氏

会社説明会/
インターンシップ説明会

大海専攻事務室

平成30年5月24日（木） 10：00～ 会社説明会 主に修士2年生 G棟講義室
今治造船株式会社
篠原 敬周 氏

会社説明会 大海専攻事務室

平成30年6月21日（木） 14:30～15:00 会社説明会 主に修士2年生 G棟講義室

株式会社デンロコーポレー
ション
平岡佳子　氏
初山凌介　氏

会社説明会 大海専攻事務室

環エネ

大海
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【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
平成29年11月21日（火） 16：00～17：00 「大阪ソーダ」会社説明会 学部3年生、修士1年 農学部４号館６１０号室 株式会社大阪ソーダ 会社概要、仕事内容、インターンシップ情報

平成29年11月22日（水） 15：00～16:00 「林原」就職セミナー
修士１年生・博士２年

生
農学部４号館６１０号室 株式会社　林原

会社紹介、事業内容について・研究・開発職
について

平成29年11月22日（水） 16：00～ 就活懇談会
学部3年生、修士1・2

年生
農学部４号館６１０号室

修士２年生
澤﨑　愛（栄養化学：東洋
紡株式会社）
中山　魁（食糧化学：株式
会社明治）
黒川　将（食品衛生化学：
アヲハタ株式会社）
吉田理紗（食品分析学：ア
サヒビール株式会社）
中村涼太（食品製造工学：
日清オイリオグループ株式
会社）

就職活動の体験談、グループごとのディス
カッション

平成29年11月27日（月） 13：30～ 「キユーピー」企業勉強会
修士１年生・博士２年

生
農学部４号館１０８号室 キユーピー株式会社 企業勉強会、インターンシップ希望者面接

平成29年11月30日（木） 13：00～ 就職面接練習 修士1 農学部４号館１０８号室 食料化学工学講座教員

（１）入室ならびに退出の作法
（２）挨拶の仕方（所属の把握など）
（３）態度（立ち居振る舞い、目線、姿勢など）
（４）説明事項（第一希望会社の志望動機、
自己PR、研究概要など）

平成29年12月4日（月） 13：00～ 就職面接練習 修士1 農学部４号館１０８号室 食料化学工学講座教員

（１）入室ならびに退出の作法
（２）挨拶の仕方（所属の把握など）
（３）態度（立ち居振る舞い、目線、姿勢など）
（４）説明事項（第一希望会社の志望動機、
自己PR、研究概要など）

平成30年2月9日（金） 16：00～
日清製粉「卒業生による業界説
明」

学部3年生、修士1年
生

農学部４号館６１０号室
森永（2006年修士食糧化
学卒）木本（食品製造卒）

卒業生による業界説明

平成30年2月27日（火） 13：30～ 「キユーピー」企業説明会
学部3年生、修士１年

生・博士２年生
農学部４号館６１０号室 キユーピー株式会社 企業説明

平成30年3月5日（月） 17：00～18：00 「東洋製罐」会社説明会
学部3年生、修士１年

生・博士２年生
農学部４号館６１０号室 東洋製罐株式会社 会社説明

平成30年3月6日（火） 17：00～18：00
「日本たばこ産業(JT)」会社説
明会

修士１年生・博士２年
生

農学部４号館６１０号室
坂本（食品製造工学卒）、
籠（食品製造工学卒）

会社説明

平成30年3月8日（木） 14：00～15：00 「キッコーマン」企業説明会 修士１年生 農学部４号館１１０号室 （株）キッコーマン 企業説明

平成30年3月15日（木） 16：00～17：30
「サントリーホールディングス」
企業説明会

学部3年生、修士１年
生・博士２年生

農学部４号館１１０号室
サントリーホールディング
ス(株)

企業説明

平成30年3月19日（月） 14：00～16：30 「味の素」企業説明会 
修士１年生・博士２年

生
農学部４号館１１０号室 味の素株式会社

会社概要
・各フィールド説明
　フィールドⅠ　食品・栄養
　フィールドⅡ　発酵・バイオ・生物
　フィールドⅢ　素材・プロセス
・各フィールドに分かれ座談会

平成30年3月23日（金） 15：00～16:00 「大塚製薬」企業説明会 修士１年生 農学部４号館６１０号室 大塚製薬株式会社

●大塚製薬㈱の概要：（医薬と栄養食品の
両輪の経営、これまで世の中にないものを創
る）
●生産技術部（栄養製品担当）の業務：コン
セプト立案・大量生産・容器開発・微生物・分
析業務（基礎研究は別部署が担当）
●私の業務内容：コンセプトの立案の具体的
な内容、商業化までの流れ

平成29年4月11日（火） 16：40～18：10
日本政策金融公庫
農林水産事業の企業説明会

主に学部4年生・修士
2年生

1-566 日本政策金融公庫職員
日本政策金融公庫 農林水産事業の企業説
明

作田助教

日時
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平成29年4月20日（木） 15：00～16：30
熊本県職員による
熊本県庁の仕事説明会

主に学部4年生・修士
2年生

3-610
熊本県林業振興課職員
熊本県森林保全課職員

熊本県職員採用試験の概要、林学職の仕事
内容、熊本県の取組み事例などの説明

藤本准教授

平成29年4月20日（木） 16：30～17：00 島根県職員採用募集説明会
主に学部4年生・修士

2年生
3-610 島根県林業課職員

島根県職員（林業職）の仕事紹介 
採用試験のスケジュールの説明

北岡教授

平成29年5月11日（木） 16：00～17：00
福岡県職員による
福岡県庁林業職の仕事説明会

主に学部4年生・修士
2年生

2-215
福岡県輸出促進課職員
福岡県林業振興課職員

福岡県職員採用試験の概要、林学職の仕事
内容、福岡県の取組み事例等の説明

藤本准教授

平成29年6月5日（月） 16:30～18:00 森林・林業白書説明会
主に学部4年生・修士

2年生
防音教室101 林野庁職員 森林・林業白書と林野庁の業務の説明 藤原准教授

平成30年1月25日（木） 16：30～17：30 日本製紙 企業説明会
主に学部3年生・修士

1年生
5-517 日本製紙職員 日本製紙企業説明 溝上准教授

平成30年2月19日（月） 15：30～16：30 鳥取県職員（林業職）仕事説明会
主に学部3年生・修士

1年生
3-114

鳥取県農林水産部林政企
画課職員

鳥取県職員（林業職）の仕事説明 北岡教授

平成30年2月1日（木） 15：00～16：30
国立研究開発法人 森林研究・
整備機構
森林整備センターの法人説明

主に学部3年生・修士
1年生

3-114
国立研究開発法人 森林研
究・整備機構 森林整備セ
ンター 九州整備局  総務

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森
林整備センターの組織、業務等に関する法
人説明会

藤本准教授

平成30年2月7日（水） 16：00～17：00
王子ホールディングス株式会社
（研究職）
 会社説明会

学部生・大学院
生・留学生

2-215
王子ホールディングス株式
会社　イノベーション推進
本部　紙パルプ革新セン

研究所の概要と研究事例の紹介 堤教授

平成30年2月20日（火） 15：00～17：00 住友林業　会社説明会
主に学部3年生・修士

1年生
2-517 住友林業職員 住友林業について、3月以降の日程について 溝上准教授

平成30年2月22日（木） 13：30～14：30 兵庫県の就職説明会
主に学部3年生・修士

1年生
2-323 兵庫県の森林関係職員 兵庫県職員の就職説明会 久保田教授

平成30年2月28日（水） 14：00～16：00 大建工業説明会
主に学部3年生・修士

1年生
3-217 大建工業株式会社職員 大建工業株式会社の説明会 松村教授

平成30年3月8日（木） 14：00～15：00 日本マイクロバイオファーマ（株）
主に学部3年生・修士

1年生・博士2年生
3-114

日本マイクロバイオファー
マ（株）職員

日本マイクロバイオファーマ（株）会社説明会 一瀬准教授

平成29年3月31日（金） 13:00-14:30 福岡県農業土木職の説明会

生物生産環境工学
分野3年生

生産環境科学教育
コース修士1年生

農学部2号館502号室 福岡県職員（当分野OB）
福岡県における農業農村整備の現状ならび
に農業土木職についての説明

東＠土環境学研究室

平成29年4月7日（金） 11:00-12:30 熊本県農業土木職の説明会

生物生産環境工学
分野4年生

生産環境科学教育
コース修士2年生

農学部2号館204号室 熊本県職員（当分野OB）
熊本県における農業農村整備の現状ならび
に農業土木職についての説明

東＠土環境学研究室

平成29年10月23日(月) 15:00-16:00 分野就職・進級ガイダンス

生物生産環境工学
分野3年生

生産環境科学教育
コース修士1年生

箱崎農学部2号館502号室 学年担当教員 就職・進級ガイダンス 平松＠水環境学研究室

平成29年10月23日(月) 16:00-16:30 熊本県農業土木職の説明会

生物生産環境工学
分野3年生

生産環境科学教育
コース修士1年生

箱崎農学部2号館502号室
熊本県職員（当分野
OB/OG）

熊本県における農業農村整備の現状ならび
に農業土木職についての説明

平松＠水環境学研究室

平成29年10月23日(月) 16:30-17:00
農研機構・農村工学研究部門
の説明会

生物生産環境工学
分野3年生

生産環境科学教育
コース修士1年生

箱崎農学部2号館502号室
農研機構 農村工学研究部
門
職員（当分野OB/OG）

農研機構・農村工学研究部門の業務内容お
よび採用手順についての説明

平松＠水環境学研究室

平成29年11月16日(木) 16:40-17:40
農研機構・農村工学研究部門
の説明会

生物生産環境工学
分野3年生

生産環境科学教育
コース修士1年生

箱崎農学部2号館502号室
農研機構 農村工学研究部
門
職員（当分野OB/OG）

農研機構・農村工学研究部門の業務内容お
よび採用手順についての説明

平松＠水環境学研究室

平成30年1月23日(火) 14:45-16:45 分野業界説明会

生物生産環境工学
分野2，3，4年生

生産環境科学教育
コース大学院生

箱崎図書館視聴覚ホール
行政・民間34組織の人事
担当者

業界説明会 平松＠水環境学研究室

平成29年12月14日（木） 11:00～12:00 (株)サタケの会社説明会

生物生産システム工
学分野2，3，4年生
生産環境科学教育

コース大学院生

農学部2号館404号室
(株)サタケ　人事部　採用
担当者

企業説明 田中准教授
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平成29年12月25日（月） 11:00～12:00 山崎製パン(株)の会社説明会

生物生産システム工
学分野2，3，4年生
生産環境科学教育

コース大学院生

農学部2号館404号室
山崎製パン(株)　採用担当
者

企業説明 田中准教授

平成30年1月24日（水） 13:00～14:30 全農の九大OB就職説明会

生物生産システム工
学分野3年生

生産環境科学教育
コース修士1年生

農学部2号館409号室 全農　九大OB 就職説明会 田中准教授

平成30年1月26日（金） 15:00～17:00
日本製粉(株)の九大OB就職説
明会

生物生産システム工
学分野3年生

生産環境科学教育
コース修士1年生

農学部2号館409号室
日本製粉(株)就職担当九
大OB

就職説明会 田中准教授

平成30年2月16日（金） 15:00～17:00
日清製粉(株)の九大OB就職説
明会

生物生産システム工
学分野3年生

生産環境科学教育
コース修士1年生

農学部2号館409号室
日清製粉(株)就職担当九
大OB

就職説明会 田中准教授

平成29年11月28日（火） １２：００－１３：００就職模擬面接 おもに修士1年生 農学部5号館313号室
生物機能分子化学教育
コース担当教員

希望学生には具体的な希望会社名を表示し
てもらい個人に合ったアドバイスを行う

コース長（生物機能分子化学
事務室）

平成29年4月11日(火) 16:40～18:10
日本政策金融公庫　農林水産
事業
企業説明会

主に学部4年生・修士
2年生

農学部1号館566教室
日本政策金融公庫 農林水
産事業　採用担当者

企業説明 森高准教授

平成29年4月20日(木) 16:30～18:00
農林水産省主催　九大OBによ
る政策講演

学部生・大学院生
箱崎理系地区21世紀交流プラザⅡ
第2講義室

農林水産省経営局金融調
整課
田中耕一郎・経営専門官

講演会
農林水産省 大臣官房 秘書
課 企画第1班

平成29年6月19日(月) 16:40～18:10
農林水産省若手職員座談会＠
九州大学

学部生・大学院生
箱崎理系地区21世紀交流プラザⅡ
第1講義室

農林水産技術会議事務局
研究企画課 係長 宮﨑理

座談会
農林水産省 大臣官房 秘書
課 企画第1班

平成29年6月28日(水) 13:00～14:30 OBによるガイダンス 学部3年生 農学部1号館612号室 福岡県庁職員
福岡県庁に就職しているOBによる、同庁の
業務内容などに関するガイダンス

前田教授

平成29年11月17日(金) 16:40～18:10
農林水産省　内定者座談会＠
九州大学

学部生・大学院生 農学部2号館109号室 農林水産省採用内定者 座談会
農林水産省 大臣官房 秘書
課 企画第1班

平成29年5月18日(木） 15:00～16:30 会社説明会
学部3年生、修士1年

生
箱崎キャンパス　5号館2-211 アース環境サービス㈱ 会社説明会

コース長(システム生物学・微
バイ事務室)

平成29年7月25日(火） 10:00～11:30 インターンシップ説明会
学部3年生、修士1年

生
箱崎キャンパス　理農食堂 再春館製薬所 インターンシップ説明会

コース長(システム生物学・微
バイ事務室)

平成29年12月19日(火) 13:30～ 会社説明会
学部3年生、修士1年

生
旧工学部3号館3階
白石研学生居室

AGC旭硝子 会社説明会 コース長(システム生物学)

平成29年12月20日(水) 15:30～ 会社説明会
学部3年生、修士1年

生
旧工学部3号館3階
白石研学生居室

シャープ㈱ 会社及びインターンシップ説明会 コース長(システム生物学)

平成29年12月11日(月) 16：00～17：00 就職模擬面接 修士1年生 農学部6号館309号室
システム生物学教育コー
ス教員

希望学生には、具体的な希望会社名あるい
は希望分野を表示してもらい、模擬面接後、
個人個人に沿ったアドバイスを行う。

コース長(システム生物学事
務室)
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【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30年1月12日（金） 17:30～18:30 AMS専攻就職説明会

AMS専攻 H30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

田中敬二教授（オートモー
ティブサイエンス専攻　H30
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30年3月2日（金） 15:00～17:30 会社説明会

AMS専攻 H30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

本田技研研究所 九大OBによる会社説明会
（伊都）工学部等教務課統合
新領域係

平成30年3月9日（金） 12:00～16:00 会社説明会

AMS専攻 H30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

トヨタ自動車 九大OBによる会社説明会
（伊都）工学部等教務課統合
新領域係

日時
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【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２９年９月２８日（木） 13：00～14：30 合同チュートリアル 主に学部３，４年生 伊都センター21ｃｐ講義室
２１世紀プログラム卒業生
（５期、１０期、１１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

平成２９年９月２９日（金） 13：00～14：30 合同チュートリアル 主に学部２年生 伊都センター１２１０ フリーランス 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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