
令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

【共創学部】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

令和2年2月7日(金) 16:40～18:10
共創学部
キャリアプランニングセミナー

主に学部2年生 センター2号館2307講義室
キャリア・奨学支援課　就職相談員
共創学部学生委員会進路支援班
班員3名

・進路選択について
・大学院進学におけるスケジュールや準
備
・就職活動のスケジュールや準備、心構
え
・留学における就職活動の留意点　など

共創学部係

日時



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【文学部・人文科学府】

実施なし



令和元年度　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31年4月17日(水) 13:00～14:30
平成30年度後期インターンシップ成
果報告会

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年
～4年生）

伊都キャンパス
イースト1号館4階
教育学調査・資料室

九州インターンシップ推進協議会
2018年度にインターンシップを体験した学
生による成果発表

教育学研究支援室
助教　宮本聡

令和元年7月10日(水) 13:00～14:30 教育学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年
～4年生）

伊都キャンパス
イースト1号館4階
教育学調査・資料室

九州インターンシップ推進協議会
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の講義、ディス
カッション

教育学研究支援室
助教　宮本聡

令和元年10月30日(水) 13:00～14:30
平成31年度前期
教育学インターンシップ成果報告会

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年
～4年生）

伊都キャンパス
イースト1号館4階
学習環境シミュレーション室

九州インターンシップ推進協議会
2019年度前期にインターンシップを体験
した学生による成果発表

教育学研究支援室
助教　宮本聡

令和2年1月8日(水) 13:00～14:30 教育学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年
～4年生）

伊都キャンパス
イースト1号館4階
教育学調査・資料室

九州インターンシップ推進協議会
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の講義、ディス
カッション

教育学研究支援室
助教　宮本聡

日時



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【法学部(府)】

実施なし



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【法務学府】

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31年4月1日(月) 11:15～12:00
新入生オリエンテーション
（キャリアガイダンス）

新入生
（在学生も参加可）

伊都キャンパス
法科大学院法廷教室

㈱ジュリティックス 新入生向けキャリアガイダンス 教務課（法科大学院担当）

令和元年5月30日(木) 18:30～20:00 法律事務所説明会
主に法科大学院2・3年生

及び法務研究員
（法科大学院修了者）

伊都キャンパス
法科大学院法廷教室

べリーベスト法律事務所
弁護士2名

事務所紹介、質疑応答等 教務課（法科大学院担当）

令和元年6月20日(木) 18:30～20:00 法律事務所説明会
主に法科大学院2・3年生

及び法務研究員
（法科大学院修了者）

伊都キャンパス
法科大学院講義室1

大野慶樹法律事務所
弁護士5名

事務所紹介、質疑応答等 教務課（法科大学院担当）

令和元年6月28日(金) 18:30～19:50 法律事務所説明会
主に法科大学院2・3年生

及び法務研究員
（法科大学院修了者）

伊都キャンパス
法科大学院講義室1

日本司法支援センター（法テラス）本
部
弁護士1名

事務所紹介、質疑応答等 教務課（法科大学院担当）

令和元年11月25日(月) 18:30～20:00 法律事務所説明会
主に法科大学院2・3年生

及び法務研究員
（法科大学院修了者）

伊都キャンパス
法科大学院法廷教室

渥美坂井法律事務所
弁護士2名

事務所紹介、質疑応答等 教務課（法科大学院担当）

日時



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【経済学部(府)】

実施なし



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【理学部(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 備考

令和元年12月13日(金) 15:15～17:30 日産自動車㈱　九州大学OB・OG交流会 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C615中セミナー室

日産自動車㈱　九大OB・OG
就職活動全般、日産自動車㈱、自動車業
界、大学生活についての相談・情報交換
等

日産自動車㈱

令和元年12月19日(木) 16:30～18:30 ㈱村田製作所　九大OB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13講義室

㈱村田製作所
九大OB・OG5名が、現在従事している業
務の紹介

㈱村田製作所

令和2年1月7日(火) 16:30～18:00 業界研究会　大分ガス㈱ 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

大分ガス㈱
エネルギー業界・大分ガス㈱の紹介、現
場社員より仕事内容の紹介、先輩社員と
の座談会

大分ガス㈱

令和2年1月9日(木) 15:30～17:00
三菱スペース・ソフトウエア㈱
OB訪問・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
ウエスト1号館A711物理会議室

三菱スペース・ソフトウエア㈱ 九大OB・OGによる業界セミナー
物理学部門
木村康之先生

令和2年1月10日(金) 15:00～ 出光興産㈱　OB訪問、会社説明会
修士1年生

博士後期課程2年生
伊都キャンパス
ウエスト1号館A701物理セミナー室1

出光興産㈱
出光興産㈱の事業、研究所、研究開発の
紹介

出光興産㈱

令和2年1月24日(金) 14:00～16:00 キオクシア㈱　九大OB座談会 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D315

キオクシア㈱ 業界研究 キオクシア㈱

令和2年2月10日(月) 16:00～18:30
日鉄ソリューションズ㈱
九大OB・OG訪問、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
ウエスト1号館D625中セミナー室

日鉄ソリューションズ㈱
SIビジネスとは・業務紹介、就職活動体験
の紹介、就職相談等

日鉄ソリューションズ㈱

令和2年2月14日(金) 13:00～16:00
日産自動車㈱
九州大学試乗イベント_女性社員との
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AMS講義室

日産自動車㈱
日産自動車㈱の技術紹介、オートパーキ
ングの試乗、就活相談

日産自動車㈱

令和2年2月15日(土) 14:00～17:00
㈱日立製作所
第1回　2021年3月卒地惑・物理学生
向け座談会

主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
イースト1号館B102

㈱日立製作所
日立製作所㈱の会社概要説明、社員・学
生自己紹介、座談会

㈱日立製作所

令和2年2月17日(月) 13:00～14:30 三菱電機㈱　会社説明会 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A701物理セミナー室1

三菱電機㈱
三菱電機㈱の概要説明、質疑応答、個別
相談対応

三菱電機㈱

令和2年2月21日(金) 15:30～16:30 ㈱ブリヂストン　会社説明会 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A701物理セミナー室1

㈱ブリヂストン
仕事内容、就職活動について、質疑応答
など

㈱ブリヂストン

令和2年3月中 13:30～16:30
第2回 令和2年3月卒
地惑・物理学生向け　ビデオ座談会

主に学部3年生・修士1年生 オンライン ㈱日立製作所 Zoomを使用したビデオ座談会 ㈱日立製作所

令和2年3月3日(火) 13:30～17:00 三菱電機㈱　会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館3階312

三菱電機㈱
三菱電機㈱の概要説明、質疑応答、個別
相談対応

三菱電機㈱

令和2年3月6日(金) 13:00～16:50 三菱電機㈱　会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館3階328

三菱電機㈱
三菱電機㈱の概要説明、質疑応答、個別
相談対応

三菱電機㈱

令和2年3月
25日(水)、26日(木)

12:30～17:30 JFEスチール㈱　会社見学会 主に学部3年生・修士1年生
JFEスチール㈱
東日本製鉄所 千葉地区 見学セン
ター

JFEスチール㈱ 工場見学、会社案内（交通費支給） JFEスチール㈱

令和2年3月1日以降随時 学内企業説明会 主に学部3年生
伊都キャンパス
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

令和元年10月～
令和元年12月

進路説明会 主に学部3年生
伊都キャンパス
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

令和2年1月～3月 学生面談 主に学部3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 システム情報教務事務室

令和2年1月～
終了時期未定

就職相談 主に学部3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 システム情報教務事務室

日時

物理学科
物理学専攻

物理学科
情報理学コー

ス



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和元年10月30日(水) 12:15～12:45 就職説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
化学314講義室

就職担当教員　松森教授
資料をもとに2021年4月採用に向けた就
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

松森教授

令和元年11月8日(金) 16:00～17:00 OB訪問 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
W1-B315　講義室

日本製鉄㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
錯体物性化学研究室

令和元年12月6日(金) 14:30～15:30 OB訪問 主に学部3年生・修士2年生
伊都キャンパス
W1-B315　講義室

日本ガイシ㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
錯体物性化学研究室

令和元年12月6日(金) 15:45～16:45 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-B315　講義室

三洋化成工業㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
錯体物性化学研究室

令和元年12月12日(木) 16:00～17:30 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-A919 化学会議室

AGC㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
錯体化学研究室

令和元年12月13日(金) 14:00～15:00 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-C806

三井化学㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
錯体物性化学研究室

令和元年12月13日(金) 15:00～16:00 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-C806

日本精化㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
錯体物性化学研究室

令和元年12月17日(火) 17:30～19:00 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-A919 化学会議室

サンディスク㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授

令和元年12月18日(水) 14:00～15:00 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-A806

日立化成㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
錯体化学研究室

令和元年12月19日(木) 14:00～16:00 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-A919 化学会議室

日鉄ケミカル＆マテリアル㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
構造有機化学研究室

令和元年12月19日(木) 17:00～18:00 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-A919 化学会議室

三菱マテリアル㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
無機反応化学研究室

令和元年12月24日(火) 16:00～17:00 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-A806

原子力規制庁
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授

令和2年1月14日(火) 15:00～16:00 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-A919 化学会議室

日本製紙㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授

令和2年1月15日(水) 13:00～14:00 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-B315　講義室

日油㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授

令和2年1月23日(木) 13:00～14:00 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-B1023

明成化学工業㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
生物有機化学研究室

令和2年1月27日(月) 14:00～15:00 OB訪問 主に学部3年生・修士2年生
伊都キャンパス
W1-B315　講義室

関西ペイント㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授

令和2年1月31日(金) 15:30～16:30 OB訪問 主に学部3年生・修士2年生
伊都キャンパス
W1-B930

日亜化学工業㈱
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
量子生物化学研究室

令和2年2月3日(月) 15:00～16:00 OB訪問 主に学部3年生・修士2年生
伊都キャンパス
W1-A919 化学会議室

㈱日本触媒
就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授
有機反応化学研究室

令和2年2月6日(木) 13:30～15:00 OB訪問 主に学部3年生・修士2年生
伊都キャンパス
W1-A806

国立研究開発法人日本原子力研究
開発機構

就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授

令和2年2月7日(金) 15:30～16:30 OB訪問 主に学部3年生・修士3年生
伊都キャンパス
W1-B930

国立研究開発法人日本原子力研究
開発機構

就活経験談、仕事内容や働き方について
質疑応答

松森教授

化学科
化学専攻



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

随時
求人情報・学外研究会説明会・
特別見学会情報の提供

学部生・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 学部生・院生 大阪 モラブ阪神工業㈱ 会社説明会 モラブ阪神工業㈱

随時 会社説明会 学部生・院生 TKP博多駅前シティセンター ㈱ジャステック 会社説明会 ㈱ジャステック

令和元年
5月16日(土) 、22日
(金)、30日(土)

10:00～12:00 会社説明会 学部生・院生 東京 日特建設㈱ 会社説明会 日特建設㈱

令和元年12月13日(金) 15:15～17:30 OB・OG交流会 学部生・院生
伊都キャンパス
ウエスト1号館C615中セミナー室

日産自動車㈱ OB・OG交流会 日産自動車㈱

令和元年12月16日(月) 16:00～18:30 会社説明会 学部生・院生
伊都キャンパス
ウエスト1号館B棟6階616室

住友大阪セメント㈱ 会社説明会 住友大阪セメント㈱

令和元年12月17日(火) 17:00～19:00 企業説明会 学部生・院生
伊都キャンパス
ウエスト2号館国際会議室A

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機
構

企業説明会
(独)石油天然ガス・金属
鉱物資源機構

令和元年12月19日(木) 16:40～18:10 業務紹介 学部生・院生
伊都キャンパス
ウエスト1号館B棟6階601室

国土交通省 国土地理院 業務紹介 国土交通省 国土地理院

令和元年12月19日(木) 16:30～18:30 OB訪問 学部生・院生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第13講義室

㈱村田製作所 九大OB・OG訪問 ㈱村田製作所

令和元年12月20日(金) 13:00～17:00 研究室訪問 学部生・院生
伊都キャンパス
ウエスト1号館B棟6階616室

太平洋セメント㈱ 研究室訪問 太平洋セメント㈱

令和2年1月7日(火) 16:30～18:00 業界研究会 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9講義室

大分ガス㈱ 業界研究会 大分ガス㈱

令和2年1月9日(木) 15:30～17:00 業界・会社説明会 学部生・院生
伊都キャンパス
ウエスト1号館A棟7階

三菱スペース・ソフトウエア㈱ 業界・会社説明会 三菱スペース・ソフトウエア㈱

令和2年1月17日(金)
13:00～14:30
15:30～17:00

OB・OG交流会 学部生・院生
伊都キャンパス
ウエスト1号館B403号室

日産自動車㈱ 交流会 日産自動車㈱

令和2年1月24日(金) 17:00～18:00 OB・OG交流会 学部生・院生・博士
伊都キャンパス
総合学習プラザ1階第7講義室

日本電気㈱ 交流会 日本電気㈱

令和2年1月30日(木) 17:00～18:30 OB・OG業界セミナー 学生・院生
伊都キャンパス
ウエスト1号館B棟6階616室

石油資源開発㈱ 業界セミナー 石油資源開発㈱

令和2年2月14日(金)
11:00～12:00
15:30～16:30

OB・OG交流会 学部生・院生
伊都キャンパス
ウエスト1号館C棟5階C501大講義室

日本電気㈱ 交流会 日本電気㈱

令和2年2月15日(土)
11:00～13:35
14:30～17:00

OB・OG交流会 学部生・院生 HELLO, VISITS 九州大学 富士通㈱ 交流会 富士通㈱

令和2年2月15日(土) 14:00～17:00 座談会 学部生・院生
伊都キャンパス
イースト1号館B-102講義室

㈱日立製作所 座談会 ㈱日立製作所

令和2年2月17日(月) 16:00～17:00 会社説明会 学部生・院生
伊都キャンパス
ウエスト1号館6階B棟616室

宇部興産㈱ 会社説明会 宇部興産㈱

令和2年3月6日(金) 15:00～17:00 技術セミナー 学部生・院生 ㈱日立製作所　九州支社 ㈱日立製作所 技術セミナー ㈱日立製作所

地球惑星科
学科

地球惑星科
学専攻



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和2年
3月9日(月),10日(火)、
12日(木),16日(月)、
18日(水),19日(木)、
25日(水),26日(木)、
30日(月)

14:00～17:00 会社説明会 学部生・院生 ㈱オービック 福岡支店 ㈱オービック 会社説明会 ㈱オービック

令和2年3月19日(木)
11:20～12:00
13:20～14:00

会社説明会 学部生・院生 オンライン 日本電気㈱ 会社説明会 日本電気㈱

令和元年6月1日(土) 14:00～16:30 3年九重研修 主に学部3年生 九重共同研修所 就職担当教員含む計教員9名
企業への就職活動と教員採用試験につ
いて指導

数理・IMI事務室
(W1-D-520)

令和元年10月9日(水) 15:30～17:00 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

㈱マイナビ九州　キャリア・サポート
課

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)

令和2年1月11日(土) 13:00～16:00 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

九州工業大学
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)

地球惑星科
学科

地球惑星科
学専攻

数学科
数理学専攻



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【システム生命科学府】

実施なし



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【医学部(医学科・生命科学学科)】

実施なし

【医学系学府】

実施なし

【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

令和元年9月10日(火) 13:00～16:00 実習マナー＆コミュニケーション講座 看護3年生全員
病院キャンパス
保健学科講義棟第5講義室

㈱マイナビ 実習マナー＆コミュニケーション講座

令和元年10月30日(水) 16:40～18:10 就職活動スタート＆自己分析講座 放射・検査：3年生全員
病院キャンパス
総合研究棟102セミナー室

㈱マイナビ 就職活動スタート＆自己分析講座

令和元年11月6日(水) 16:40～18:10 実習＆就職活動マナー講座 放射・検査：3年生全員
病院キャンパス
総合研究棟102セミナー室

㈱マイナビ 実習＆就職活動マナー講座

令和元年11月13日(水) 16:40～18:10 選考対策講座 放射・検査：3年生全員
病院キャンパス
総合研究棟102セミナー室

㈱マイナビ 選考対策講座

令和2年1月7日(火) 13:00～15:00 医療人に必要なマナーと患者接遇 看護3年生全員
病院キャンパス
保健学科講義棟第5講義室

ビジネスマナー講師 講義

令和2年1月21日(火) 15:00～17:00 マナー講習会 放射・検査：3年生全員
病院キャンパス
保健学科本館第6講義室

(一社)航空人事育成協会インターナ
ショナルエアアカデミー

マナー講習会

令和2年1月28日(火) 14:50～18:10 面接マナー講座 放射・検査：3年生全員
病院キャンパス
保健学科講義棟第3.4講義室

(一社)航空人事育成協会インターナ
ショナルエアアカデミー

各専攻、2グループにわかれて講座を実
施

令和2年2月18日(火) 13:00～15:00 医療人に必要なマナーと患者接遇 放射・検査：3年生全員
病院キャンパス
保健学科講義棟第5講義室

ビジネスマナー講師 講義

日時



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【歯学部(府)】

臨床研修医・勤務医となっているため、支援は行っていない



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【薬学部(府)】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

令和2年2月4日(火) 8:30～17:10
薬系企業フォーラム
（大学院薬学府講義・薬学総論Ⅲ）

大学院学生および
臨床薬学科4・5年生

病院キャンパス
コラボⅠ
視聴覚ホール・セミナー室
コラボⅡラウンジ

大塚製薬㈱・熊本県庁・シミック・
十全化学㈱・大正製薬㈱・
ニプロ㈱・塩野義製薬㈱・
タナベ三菱製薬㈱・特許庁・
日本マイクロバイオファーマ㈱・
福岡市役所・ベーリンガーインゲル
ハイム

企業における創薬分野の最先端知識や
製薬企業の動向等を学ぶ

分子生物薬学分野
尾崎先生

日時



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【工学部(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

令和元年5月21日(水)～
23日(金)

16:30～19:30
九大生限定
インターンシップセミナー

全学年・全学部・全学科
（主に学部3年生

・修士1年生）

伊都キャンパス
ウエスト2号館ホール

㈱ジェイ・ブロード
参加企業からのインターンシップセミナー
の紹介等

㈱ジェイ・ブロード

令和元年5月22日(水) 14:30～19:20
九大生のための
夏インターンシップ紹介セミナー

主に学部3年生・修士1年
生

(他学年も参加可)

伊都キャンパス
ウエスト4号館 2Fホール

企業　15社程度
インターンシップの紹介他
（業界研究のイベント）

㈱サイシード

令和元年6月11日(火) 17:30～20:30 インターンシップ支援セミナー 全学部・全学年対象
伊都キャンパス
総合学習プラザ第8講義室

㈱ジー・ウエイズ
インターンシップの紹介他
（業界研究のイベント）

㈱ジー・ウエイズ

令和元年6月12日(水) 16:30～20:00
九大生のための
インターンシップ＆仕事研究

全学部・全学年対象
伊都キャンパス
ウエスト2号館ホール

㈱ディスコ西部支社
キャリタス就活フォーラム事務局

インターンシップの紹介他
（業界研究のイベント）

令和元年6月19日(水) 16:30〜21:30
ONE CAREER
TALK SESSION in 九州

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

㈱ワンキャリア
OB・OGによる会社や業務内容の説明
OB・OG座談会

令和元年6月21日(金) 16:30～17:30
富士フイルムソフトウェア㈱
インターンシップ説明会

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8講義室

富士フイルムソフトウエア㈱
人事担当者

富士フイルムソフトウエア㈱
インターンシップの説明会

令和元年7月12日(金) 16:30～18:10 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8講義室

西日本旅客鉄道㈱
九州大学OB・OG社員

・仕事紹介
・就職相談
・インターンシップのご案内

令和元年10月23日(水)
～25日(金)

16:30～19:30
業界・企業研究セミナー
（LIVE VOICE！九州大学）

全学年・全学部・全学科
（主に学部3年生

・修士1年生）

伊都キャンパス
ウエスト2号館ホール

㈱ジェイ・ブロード
・仕事紹介
・就職相談
・インターンシップのご案内

令和元年10月23日(水) 17:30～20:15 機電系学生向け業界研究セミナー
全学年・全学部・全学科

（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14講義室

㈱ジー・ウエイズ
機電系学生向けにキャリア支援、業界研
究の機会の提供を目的とするセミナー

㈱ジー・ウエイズ

令和元年10月28日(月) 16:30～19:30
九大生のための
インターンシップ＆業界研究フェア

主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館ホール

㈱アクセスヒューマネクスト
・仕事紹介
・就職相談
・インターンシップのご案内

令和元年10月29日(火) 18:00〜20:00 ㈱POLによる内定者座談会 修士1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第7講義室

㈱POL
・仕事紹介
・就職相談
・インターンシップのご案内

令和元年11月5日(火) 16:30～18:00 OB訪問＆インターンシップ説明会 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9講義室

㈱日鉄エンジニアリング
九州大学機械系採用担当

OB・OGによる会社や業務内容、インター
ンシップの説明

令和元年11月8日(金) 16:40〜18:10
西日本旅客鉄道㈱
OB・OGによる会社説明会

全学生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第9講義室

西日本旅客鉄道㈱
新幹線車両部

OB・OGによる会社や業務内容の説明

令和元年11月13日(水)
～14日(木)

16:00～19:30
九大生のための
業界研究＆インターンシップ紹介セミ
ナー

主に学部3年生・修士1年
生

(他学年も参加可)

伊都キャンパス
ウエスト4号館 2Fホール

企業　19社
インターンシップの紹介他
（業界研究のイベント）

㈱サイシード

令和元年11月14日(木) 9:00〜20:00 インターンシップ＆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
ウエスト2号館ホール

日本電気硝子㈱、㈱竹中工務店、
㈱鴻池組、㈱出雲、㈱村田製作所
ほか
※全18社参加予定

幅広い業種のリーディングカンパニーが
集まります。
各企業のブースにて業界紹介、会社説明
のほか、冬のインターンシップに向けた情
報の発信

㈱JSコーポレーション
関西支社就職事業部

令和元年11月15日(金) 17:00～19:00
東海旅客鉄道㈱ 車両・機械系統
九州大学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
総合学習プラザ第9講義室

東海旅客鉄道㈱ キャリア支援講座

令和元年11月15日(金) 18:00〜19:30 ㈱POLによる内定者座談会 修士1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第7講義室

㈱POL 内定者向けの座談会

日時



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和元年12月3日(火) 16:40～17:40 ㈱神戸製鋼所　機械系OB訪問会
主に2021年3月までに
卒業・修了見込みの

機械系学生

伊都キャンパス
総合学習プラザ2階
第14講義室

㈱神戸製鋼所
九大機械系OB・OGリクルータ

会社概要と関連業界の紹介
技術系OB・OG社員の業務紹介と座談会

㈱神戸製鋼所
九大機械系OBリクルー
タ

令和元年12月3日(火) 16:30～20:00 土建系学生向け　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7・8講義室

旭化成㈱　人事担当者
㈱大気社　人事担当者

土建系学生向けにキャリア支援、業界研
究の機会の提供を目的とするセミナー

㈱ジー・ウエイズ

令和元年12月5日(木) 16:30～20:30 工学系学生向け　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14・15講義室

三菱重工機械システム㈱
人事担当者
㈱CLIS　人事担当者

工学系学生向けにキャリア支援、業界研
究の機会の提供を目的とするセミナー

㈱ジー・ウエイズ

令和元年12月6日(金) 17:00～19:00
石油化学業界　業界研究＆技術者
座談会

機械系、電気・電子系
学生対象

伊都キャンパス
総合学習プラザ第8講義室

三井化学㈱
㈱トクヤマ
旭化成㈱
日鉄ケミカル＆マテリアル㈱

令和元年12月9日(月) 16:30～20:00
九大生のための
インターンシップ＆仕事研究

全学部・全学年対象
伊都キャンパス
ウエスト2号館ホール

㈱ディスコ西部支社
キャリタス就活フォーラム事務局

インターンシップ、仕事研究のための合同
説明会

㈱ディスコ西部支社
キャリタス就活フォーラ
ム事務局

令和元年12月9日(月) 16:30～20:00
九大生のための
インターンシップ＆仕事研究

全学部・全学年対象
伊都キャンパス
ウエスト2号館ホール

㈱ディスコ西部支社
キャリタス就活フォーラム事務局

インターンシップ、仕事研究のための合同
説明会

㈱ディスコ西部支社
キャリタス就活フォーラ
ム事務局

令和元年12月9日(月) 16:00～19:00
日鉄ソリューションズ㈱
九大OB社員交流会

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2階情報学習室Ⅱ
（ホール横）

日鉄ソリューションズ㈱

就職活動について悩んでいる・・・、大学
の先輩の働き方を知りたい、IT業界のイ
メージが湧かないという方向けの日鉄ソ
リューションズ㈱の九大OB社員が参加す
る座談会・交流会

日鉄ソリューションズ㈱

令和元年12月9日(月) 17:00～18:00
業界研究フェアー
弊社が関わる　宇宙産業ビジョン

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階情報学習室Ⅰ
（ホール横）

㈱中央エンジニアリング
誘導推進事業部

㈱中央エンジニアリングが関わる　宇宙
産業ビジョンについて

㈱中央エンジニアリング
採用担当

令和元年12月10日(火) 16:30～20:00
九大生のためのインターンシップ＆
仕事研究

全学部・全学年対象
伊都キャンパス
ウエスト2号館ホール

㈱ディスコ西部支社
キャリタス就活フォーラム事務局

令和元年12月10日(火) 12:00～17:00 実車展示を伴ったOB訪問会 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

三菱自動車工業㈱
学生の皆様に当社製品を実際に見て触
れて頂き、製品の良さや仕事の楽しさを
よりリアルにお伝えするOB訪問会

三菱自動車工業㈱

令和元年12月12日(木) 17:30～19:00 工学部　酒類業界セミナー 主に修士1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第9講義室

アサヒビール㈱　人事総務
アサヒビール㈱による業界セミナー並び
に　卒業生によるお仕事紹介

アサヒビール㈱
採用ポスト

令和元年12月12日(木) 16:30～18:00 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14講義室

スズキ㈱ OB・OGリクルータ
スズキ㈱を通して自動車業界への理解を
深めて頂くことを目的としたセミナー

スズキ㈱

令和元年12月12日(木) 17:00～20:00 ARISE Meet Up
九大生全体

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2階第13講義室

㈱ARISE analytics
・人事担当者
・エンジニア担当者

データサイエンス業界にまつわるセミ
ナー、交流会

㈱POL  イベント部責任
者

令和元年12月13日(金) 17:00～17:45 オークマ㈱　業界研究セミナー
主に学部3年生・修士1年

生
（他学年学生も参加可）

伊都キャンパス
総合学習プラザ第7講義室

オークマ㈱
人事部　人材開発課　担当

工作機械業界・オークマ㈱の概要・技術
のご紹介

オークマ㈱
人事部　人材開発課

令和元年12月19日(木) 16:30～20:00 工学部　業界研究 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1階第9講義室

豊田通商㈱
人事部採用担当

業界理解・企業理解・自己分析
豊田通商㈱
人事部

令和元年12月19日(木) 16:30～18:30
㈱村田製作所　 OB・OGによる仕事
紹介

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13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

令和2年1月7日(火) 17:30～18:00 大分ガス㈱　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9講義室

大分ガス㈱　担当者
都市ガス業界について、仕事内容・やり
がいの紹介

大分ガス㈱
総務課

令和2年1月8日(水) 16:40～18:10
画像処理・IIoTセミナー
エンジニアの仕事説明会

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

㈱リンクス　人事担当者
主に就活中の学生の皆様に向けた業界
セミナー

㈱リンクス
人事担当者
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令和2年1月9日(木) 16:30～19:35
九大生のための
業界研究＆インターンシップ紹介セミ
ナー

主に学部3年生・修士1年
生

(他学年も参加可)

伊都キャンパス
ウエスト4号館 2Fホール

企業　最大18社
インターンシップの紹介他
（業界研究のイベント）

㈱サイシード

令和2年1月10日(金) 17:00～18:00 【日本電気㈱】 OB・OG交流会 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

日本電気㈱　九州大学リクルータ
九州大学のOB・OG社員による簡単な会
社紹介や、Q＆A等の懇談会

日本電気㈱

令和2年1月10日(金) 16:30～18:30 化学業界・企業研究セミナー 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13講義室

日本ゼオン㈱

1化学業界について
2日本ゼオン㈱の紹介
3技術系の活躍の場
4質疑応答・座談会

㈱サイシード

令和2年1月14日(火) 16:30～20:00 機電系学生向け　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7・8講義室

旭化成㈱
日亜化学工業㈱
㈱東海理化
人事担当者人事担当者

機電系学生向けにキャリア支援、業界研
究の機会の提供を目的とするセミナー

㈱ジー・ウエイズ

令和2年1月15日(水) 16:30～20:00 機電系学生向け　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7・8講義室

旭化成㈱
㈱東海理化
㈱トヨタシステムズ
人事担当者人事担当者

機電系学生向けにキャリア支援、業界研
究の機会の提供を目的とするセミナー

㈱ジー・ウエイズ

令和2年1月15日(火)、
16日(水)

16:30～19:30
九大生のための
インターンシップ＆業界研究フェア

学年不問
伊都キャンパス
ウエスト2号館ホール

㈱アクセスヒューマネクスト

令和2年1月15日(水) 16:30～18:00
IT業界の最新動向と業界分析につ
いて

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

レバテック㈱

令和2年1月16日(木) 16:40～18:10 ㈱モビテック　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1階第9講義室

㈱モビテック　人事担当者
自動車開発専門企業が「自動車業界」
「開発職」について講演

㈱モビテック　人事部

令和2年1月16日(木) 16:30～18:00 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13講義室

スズキ㈱
OB・OGリクルータ

スズキ㈱を通して自動車業界への理解を
深めて頂くことを目的としたセミナー

スズキ㈱

令和2年1月17日(金) 16:30～18:00 三浦工業OB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9講義室

三浦工業㈱
九州大学OB・OG社員

令和2年1月17日(金) 16:00～18:00 企業研究会
主にシステム情報科学府
/工学部電気情報工学科
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

関西電力㈱
IT戦略室担当者

主に就活中の学生の皆様に向けた
業界セミナー

㈱リンクス　人事担当者

令和2年1月21日(火) 16:40～18:10
マツダ㈱　OB訪問
(車両展示予定)

主に学部3年生・修士1年
生

(他学年学生も参加可)

伊都キャンパス
総合学習プラザ第7講義室

マツダ㈱
OBリクルーター複数名

・自動車業界/会社紹介
・OBによる技術系の業務紹介
・本音座談会

マツダ㈱
技術本部第2駆動系技術
Gr

令和2年1月22日(水) 16:30～18:00 日立建機㈱ 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7講義室

日立建機㈱
リクルータ

日立建機㈱ OB訪問
(会社概要説明など)

日立建機㈱
商品開発・建設システム
事業部
開発設計センタ 建設シ
ステムグループ

令和2年1月23日(木) 16:40～17:50 OBによる半導体業界研究セミナー 主に修士1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ第13講義室

サンディスク㈱
半導体業界紹介、会社紹介、職種紹介、
質疑応答

サンディスク㈱

令和2年1月24日(金) 16:30～18:00 鉄鋼業界説明会
2021年3月修了予定の
工学府機械系修士の方

伊都キャンパス
総合学習プラザ第8講義室

JFEスチール㈱ 鉄鋼業界についての説明会

令和2年1月24日(金) 17:00～18:00 【日本電気㈱】 OB・OG交流会 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

日本電気㈱
九州大学リクルータ

九州大学のOB・OG社員による簡単な会
社紹介や、Q＆A等の懇談会

日本電気㈱

令和2年2月10日(月) 16:45～18:15 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7講義室

三菱電機㈱
九大OB・OG

総合電機メーカー業界概要
技術系業務概要
質疑応答

三菱電機㈱
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令和2年2月12日(水) 17:00～19:00
東海旅客鉄道㈱ 車両・機械系統
九州大学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
総合学習プラザ1階第7講義室

東海旅客鉄道㈱ キャリア支援講座

令和2年2月12日(水)
13:00～14:00
15:00～16:00

テレビ技術者業界セミナー 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13講義室

㈱福岡放送
技術社員九州大学OB

㈱福岡放送について・テレビ技術者につ
いて
インターンシップの説明・質疑応答

㈱福岡放送

令和2年2月12日(水)
14:30～16:00
18:30～20:00

パナソニック㈱　九大OB座談会 
主に学部3年生・修士1年

生
(2021年卒理系学生)

伊都キャンパス
総合学習プラザ1階第9講義室

パナソニック㈱

令和2年2月14日(金)

・1回目
11:00～12:00

・2回目
15:30～16:30

※1回目/2回目
ともに同じ内容

です。

【日本電気㈱】 九大OB・OG交流会 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Ｃ棟5階C501大講義室

日本電気㈱
九州大学リクルータ

九州大学のOB・OG社員による簡単な会
社紹介や、Q＆A等の懇談会

日本電気㈱

令和2年2月14日(金) 15:30～17:00 西日本電信電話㈱ 通信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9講義室

西日本電信電話㈱
九州大学OB・OG等社員

通信業界に関するセミナーおよびOB・OG
社員による座談会等

西日本電信電話㈱
技術系採用事務局(九
州)

令和2年2月14日(金) 15:00～18:00 マツダ㈱　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13講義室

マツダ㈱
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㈱
パワートレイン開発本部

令和2年2月17日(月) 13:30～14:30 戸田工業㈱　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1階第7講義室

戸田工業㈱ 事業内容、仕事内容、採用情報
戸田工業㈱人事労務グ
ループ

令和2年2月17日(月) 16:30～17:30
九州旅客鉄道㈱　九大OB座談会
（電気・情報システム部門）

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

九州旅客鉄道㈱
九州大学OB・OG等社員

令和2年3月6日(金)

第1回　14:30～
第2回　15:20～
第3回　16:10～
第4回　17:00～

【日本電気㈱】学内説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館3階312号室

日本電気㈱
九州大学リクルータ

九州大学のOB・OG社員による簡単な会
社紹介や、Q＆A等の懇談会

日本電気㈱

令和2年3月17日(火) 9:30～18:00 九州大学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7講義室

西日本旅客鉄道㈱
(運輸,車両,IT,駅機械系統)

西日本旅客鉄道㈱で活躍する九州大学
OB・OG社員が当社概要及び各系統の仕
事の魅力を伝える

西日本旅客鉄道㈱
車両部

令和2年3月25日(水) 16:00～17:00 個別企業説明会 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7講義室

三菱重工環境・化学エンジニアリン
グ㈱
採用担当

2021年卒学生を対象とした企業説明会
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【工学部(府)・システム情報科学府】　各部門による独自企画

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

令和元年11月13日(水) 12:10～12:40
2020年度就職活動
（2021年3月卒業／修了生採用）
ガイダンス

主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
E-A-117講義室

就職活動ガイダンス 就職担当：山口教授

令和元年11月18日(月)
～
現在

就職情報ウェブサイトの開設・管理 主に学部3年生・修士1年生
建築学科ウェブサイト内
（学内関係者のみ公開）

企業から建築学科および人間環境学府
都市共生デザイン専攻・空間システム専
攻に来た就職情報の開示

就職担当：山口教授

令和2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
伊都キャンパス
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

令和元年10月～
令和元年12月

進路説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
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

令和2年1月～3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

令和2年1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

令和元年12月16日(月) 14:00～15:00 就職説明会
学部3年生
修士1年生
博士2年生

伊都キャンパス
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

令和2年2月6日(木) 14:30～16:30
化学プロセス系学生のための講演
会

学部3年生
修士1年生
博士2年生

伊都キャンパス
ウエスト4号館732号室

セントラル硝子㈱
三井化学㈱

卒業生を招いて講演会

令和2年2月4日(火) 12:00-14:30 就職支援個人面接
学部3年生
修士1年生
博士2年生

伊都キャンパス
ウエスト4号館860号室

就職担当教員 就職活動の支援について

令和元年12月13日(金) 13:00～14:00 ＯＢ訪問 修士1年生・博士学生
伊都キャンパス
総合学習プラザ110

ＪＳＲ㈱ 企業説明、就活について

令和元年12月19日(木) 14:30～16:30 ＯＢ訪問 修士1年生・博士学生
伊都キャンパス
Ｗ3-2Ｆ会議室

三井化学㈱ 企業説明、就活について

令和元年12月20日(金) 13:00～15:00 ＯＢ訪問 修士1年生・博士学生
伊都キャンパス
Ｗ3-2Ｆ会議室

ＡＧＣ㈱ 企業説明、就活について

令和2年1月10日(金) 15:00～16:00 ＯＢ訪問 修士1年生・博士学生
伊都キャンパス
総合学習プラザ110

東ソー㈱ 企業説明、就活について

令和2年1月30日(木) 15:00～16:00 業界セミナー 主に修士1年・博士1・2年
伊都キャンパス
CE41　3階会議室

三井化学㈱　リクルーター
会社説明、現在取り組んでいる仕事内容
など

令和2年2月7日(金) 15:00～16:00 ＯＢ訪問 修士1年生、博士学生
伊都キャンパス
Ｗ4-315

サカタインクス㈱ 企業説明、就活について

令和2年2月17日(月) 10:00～11:00 業界セミナー 主に修士1年・博士1・2年
伊都キャンパス
CE41　3階会議室

帝人㈱　リクルーター
会社説明、現在取り組んでいる仕事内容
など

令和2年2月17日(月) 15:00～16:00 業界セミナー 主に修士1年・博士1・2年
伊都キャンパス
CE41　3階会議室

三菱電機㈱　リクルーター
会社説明、現在取り組んでいる仕事内容
など

令和2年2月21日(金) 15:00～16:00 ＯＢ訪問 修士1年生、博士学生
伊都キャンパス
Ｗ4-315

パナソニック㈱ 企業説明、就活について

日時

建築

電情・シス情

化プロ

機能



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

年間を通して
応用化学部門（分子）教員全員によ
る懇切丁寧な就職支援

分子

令和元年12月13日(金) 13:00～14:00 就職説明会 主に修士1年生 鉄鋼 RC セミナー室 就職担当教授　土山聡宏
就職の流れや、推薦書発行についての
説明

材料工学部門

令和元年12月13日(金) 16:30～17:30 就職説明会 主に学部3年生 鉄鋼 RC セミナー室 就職担当教授　土山聡宏
就職の流れや、推薦書発行についての
説明

材料工学部門

平成31年4月8日(月)
平成31年4月18日(木)

13:00～15:00 会社説明会開催のお知らせ 主に学部3年生・修士1年生
九州支店
福岡市博多区　福岡武田ビル7Ｆ

(株)大林組 会社説明会 就職担当：松田

令和元年5月16日(木)､
22日(水)､30日(木)

各回
10:00～12:00

会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
東京
Ｄａｉｗａ東日本橋ビル4階

日特建設(株) 会社説明会 就職担当：松田

令和元年6月13日(木)､
25日(火)

10:00～13:30 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
九州支社
福岡市博多区福岡東京海上日動ビ
ル4階

新菱冷熱工業(株) 会社説明会 就職担当：松田

平成31年4月8日(月)､
17日(水)

会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 新日本空調(株) 会社説明会 就職担当：松田

平成31年4月14日(日)
10:00～12:00
14:00～16:00

会社説明会のお知らせ 主に学部3年生・修士1年生 福岡 (株)オリエンタルコンサルタンツ 会社説明会、社員との交流 就職担当：松田

令和元年5月16日(木)､
28日(火)5月30日(木)
5月10日(金)、17日(金)、
22日(水)､24日(金)

9:00～
13:30～
15:00～

会社説明会のご案内 主に学部3年生・修士1年生
大阪事業所
大阪市北区梅田大阪駅前第4ビル

モラブ阪神工業(株) 会社説明会 就職担当：松田

平成31年4月14日(日) 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 (株)トヨタシステムズ 会社説明会 就職担当：松田

平成31年4月5日(金)
10:00～13:00

会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
ＴＫＰ筑紫口ビジネスセンター（3/20）
博多バスターミナル（3/13,4/5）

㈱両備システムズ 会社説明会 就職担当：松田

平成31年4月18日(木)､
19日(金)

10:30～11:30
14:00～15:00

就職説明会のご案内 主に学部3年生・修士1年生
久留米会場
(水資源機構筑後川局）

(独)水資源機構 就職説明会 就職担当：松田

令和2年2月28日(金)
14:00～ NEXCO系３社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
ウエスト2号館9階910番教室

NEXCO系３社 業界説明会 就職担当：松田

令和2年2月13日(木) 13:00～ JR系4社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
ウエスト2号館9階910番教室

JR系4社 業界説明会 就職担当：松田

令和2年3月2日(月)～
3月27日(金)

10:00～12:00
13:00～15:00
15:00～17:00

令和2年　企業説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館3階
318講義室，319講義室

各社，別添資料参照 会社説明会 就職担当：松田

令和元年12月5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
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

川崎汽船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年12月6日(金) 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2年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

常石造船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年12月9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3年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

㈱名村造船所
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

建都

材工

海洋



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和元年12月11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4年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

㈱商船三井
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年12月12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5年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

㈱三井E＆Sホールディングス
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年12月13日(金) 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6年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

サノヤス造船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年12月16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7年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

住友重機械工業㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年12月17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8年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

日本郵船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年12月18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9年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

今治造船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年12月19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10年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

尾道造船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年12月23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11年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

川崎重工業㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年12月25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12年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

㈱大島造船
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月6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13年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館310号室

(一財)日本造船技術センター
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月7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14年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館311号室

(一財)日本海事協会
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月8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15年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館312号室

海上技術安全研究所
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月9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16年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館313号室

㈱名村造船所
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月14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17年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館314号室

㈱大島造船
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月15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18年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館315号室

常石造船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月16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19年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館316号室

三井海洋開発㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月17日(金) 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20年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館317号室

サノヤス造船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月20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21年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館318号室

ジャパンマリンユナイテッド㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月21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22年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館319号室

国土交通省海事局
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

海洋



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和2年1月23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23年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館320号室

㈱神戸製鋼
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月24日(金) 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24年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館321号室

今治造船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月27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25年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館322号室

ロイドレジスタージャパン㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月28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25年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館322号室

浅川造船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月30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25年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館322号室

ヤマハ発動機㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年1月31日(金) 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25年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館322号室

㈱新来島どっく
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年2月12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25年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館322号室

㈱日立製作所
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年2月27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25年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館322号室

三菱造船㈱
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和2年2月14日(金) 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25年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館322号室

㈱新来島どっく
人事担当者・卒業生

卒･修了者向け業界セミナー・説明会 就職担当教授

令和元年10月7日(月) 16:40～ 非鉄業界セミナー 主に学部3年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館6階602号室

住友金属鉱山㈱
卒業生による非鉄業界の現状や仕事内
容等、自社の事例（海外展開を含め）を交
えた業界全体についての講義

地球資源システム工学部門
笹岡　孝司准教授

令和元年10月8日(火) 8:40～ 非鉄業界セミナー 主に修士1年生
伊都キャンパス
総合学習プラザ　工学部10番講義室

住友金属鉱山㈱
卒業生による非鉄業界の現状や仕事内
容等、自社の事例（海外展開を含め）を交
えた業界全体についての講義

地球資源システム工学部門
笹岡　孝司准教授

令和元年11月1日(金) 17:00～ 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
ウエスト2号館5階517号室

JX金属㈱ 業界の紹介
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和元年11月27日(水) 16:30～ 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
ウエスト2号館5階517号室

丸紅㈱ 業界セミナー
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和元年11月29日(金) 15:30～ 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
ウエスト2号館5階517号室

住友商事㈱ 業界セミナー
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和元年12月 9日(月) 14:30～　 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
ウエスト2号館6階603-1号室

日特建設㈱ 業界セミナー
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和元年12月11日(水) 16:00～18:00 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館5階517号室

三井金属鉱業㈱ 資源系会社説明会
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和元年12月12日(木) 16:00～ 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
ウエスト2号館5階517号室

JFEミネラル㈱人事担当のより業界
説明会の依頼がありました

人事担当者による業界の紹介
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和元年12月17日(火) 17:00～ 企業説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館5階517号室

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機
構

企業説明会
地球資源システム工学部門
辻　健教授

海洋

資源



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和元年12月17日(火) 13:00～ 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
ウエスト2号館3階324号室

太平洋セメント㈱ 業界セミナー
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和元年12月18日(水) 16:00～18:00 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館5階517号室

三菱マテリアル㈱ 卒業生による会社説明会
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和元年12月19日(木) 16:40〜18:10 国土地理院の業務紹介 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 B棟6階 W1-B-601室

国土交通省 国土地理院
九大OG・採用3年目職員による「国土地
理院の業務紹介」

地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年1月7日(火) 16:30～18:00 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９講義室

大分ガス㈱ 企業およびエネルギー業界の紹介
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年1月10日(金) 17:00～ 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
ウエスト2号館5階517号室

日鉄鉱業㈱ 業界セミナー
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年1月14日(火) 16:40～18:00
造船業の戦略　技術戦略と業務内容
紹介

対象不問
伊都キャンパス
ウエスト2号館3階船海1番講義室

㈱大島造船所 企業セミナー
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年1月17日(金) 16:30〜 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
ウエスト2号館5階517号室

コスモエネルギーホールディングス
㈱

卒業生によるコスモエネルギーグループ
とコスモエネルギー石油開発の紹介

地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年1月23日(木) 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館5階517号室

出光興産㈱ 会社説明会
地球資源システム工学部門
松本光央助教

令和2年1月28日(火) 16:30～ 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
ウエスト2号館5階543号室

国際石油開発帝石㈱ 業界セミナー
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年1月30日(木) 17:00～ 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
ウエスト1号館B棟6階616室
理学部地球惑星科学科会議室

石油資源開発㈱ 業界セミナー
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年2月4日(火) 16:00～17:30 化学企業研究セミナー 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館5階517号室

大阪ガスケミカル㈱ 企業セミナー
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年2月7日(金) 16:00～18:00 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
ウエスト2号館5階517号室

千代田化工建設㈱ 卒業生による企業説明会
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年2月19日(水) 16:00～ 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
ウエスト2号館5階543号室

三井石油開発㈱ 業界セミナー
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年2月19日(水) 17:00～18:00 九大伊都キャンパスOB座談会 対象不問
伊都キャンパス
総合学習プラザ2階　AMS講義室４

トヨタ自動車九州㈱
九州大学OB社員による具体的な仕事内
容の紹介

地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年2月20日(木) 17:00～18:00 九大伊都キャンパスOB座談会 対象不問
伊都キャンパス
ウエスト4号館3階313号室

トヨタ自動車九州㈱
九州大学OB社員による具体的な仕事内
容の紹介

地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年2月27日(木) 16:00～ 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
ウエスト2号館5階517号室

石油資源開発㈱ 石油開発業界および会社紹介
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年2月28日(金) 16:00～ 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館5階517号室

ＪＦＥエンジニアリング㈱ 卒業生による会社説明会
地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年3月4日(水)
※中止

15:30～18:00 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館5階517号室

JX石油開発㈱ 会社説明会
地球資源システム工学部門
辻　健教授

資源



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和2年3月6日(金)
※中止

10:30～12:00
13:00～14:30
15:00～16:30

OBOG主催セミナー 主に修士1年生・博士2年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館3階302号室

パナソニック㈱

パナソニックグループの概要説明、パナ
ソニックの各カンパニーの説明、採用情
報の説明、パナソニック社員(九州大学
OB)との懇談

地球資源システム工学部門
辻　健教授

令和2年3月19日(木)
※中止

15:00～ 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト2号館5階517号室

住友商事㈱ 会社説明会
地球資源システム工学部門
濱中　晃弘助教

令和元年12月5日(木) 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
伊都キャンパス
エネルギー量子921号室

専攻長主催
エネルギー量子としての流れを説明
希望調書配付

令和元年12月6日(金) 12:30～12:50 エネルギー科学科就職説明会 主に学部3年生
伊都キャンパス
エネルギー量子921号室

学科長主催
エネルギー科学科としての流れを説明
希望調書配付

令和2年1月末～2月中 10:00～18:00
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
伊都キャンパス
エネルギー量子917号室

専攻長主催 希望調書に基づき個別面談を実施

令和2年1月14日(火)～
3月6日(金)

就職相談会・説明会 主に修士１年生 エネルギー量子ゼミ室他 専攻長等主催

エネルギー量子修了生等による就職体
験談および会社説明について、研究室ゼ
ミ開催時に語ってもらう。
企業名：旭化成㈱、住友理工㈱、㈱原子
力エンジニアリング、㈱神戸製鋼所、国立
研究開発法人日本原子力研究開発機
構、三菱電機㈱、日本核燃料開発㈱、東
京電力ホールディングス㈱、㈱日立製作
所、関西電力㈱、三菱ケミカル㈱

令和元年12月3日(火) 10:30～11:30 進路説明会 学部3年生
伊都キャンパス
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

令和元年11月14日(木) 17:20～18:00 進路説明会 修士1年生
伊都キャンパス
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

令和元年12月4日(水)～
令和2年2月28日(金)

15:00～15:50
機械系学生向けOB懇談会・
インターンシップ説明会

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

令和元年12月4日(水)～
令和2年2月28日(金)

16:00～16:50
機械系学生向けOB懇談会・
インターンシップ説明会

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

令和元年12月4日(水)～
令和2年2月28日(金)

17:00～17:50
機械系学生向けOB懇談会・
インターンシップ説明会

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

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
伊都キャンパス
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

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
伊都キャンパス
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

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
伊都キャンパス
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

令和2年1月～2月 16:30～18:00 各社OB・OG訪問、会社説明会 主に学部3年生・修士1年生
伊都キャンパス
ウエスト4号館816号室セミナー室1

各社リクルーター 会社説明

令和2年2月28日(金) 13:30～14:30 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4号館816号室セミナー室1

就職担当教授 学校推薦について

航空

(R01.12.4～R02.2.28）　　計23社が開催

(R02.3.1～）
計10社以上ご予約いただいていたが

全て中止

エネ

機械

※中止

資源



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【芸術工学部(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31年4月16日(火) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 512教室 ㈱ディンプス 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

平成31年4月18日(木) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 512教室 ホシデン九州㈱ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

平成31年4月22日(月) 11:00～14:00 会社説明会 全学年 デザイン・コモン2階 ㈱スチームシップ 会社説明会 芸術工学部　工業設計学科

平成31年4月22日(月) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 デザイン・コモン2階 ㈱サニックス・ソフトウェア・デザイン 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

平成31年4月23日(火) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 521教室 ㈱ホープ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

平成31年4月24日(水) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 525教室 ㈱本田技術研究所 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年5月8日(水) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 521教室 ヤマハ発動機㈱ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年5月15日(水) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 525教室 日産自動車㈱ 会社説明会 芸術工学部　工業設計学科

令和元年6月3日(月) 18:30～20:00 企業研究会 全学年 デザイン・コモン2階 パナソニック㈱ 企業研究会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年6月4日(火) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室524 ㈱U'eyes Design 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年6月12日(水) 18:30～20:00 説明会 全学年 講義室525 トヨタ自動車㈱ 説明会 芸術工学部　工業設計学科

令和元年6月13日(木) 18:30～20:00 説明会 全学年 講義室524 本田技研工業㈱ 説明会 芸術工学部　工業設計学科

令和元年6月17日(月) 18:30～20:00 インターンシップ説明会 全学年 講義室524 ㈱日立製作所 インターンシップ説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年6月18日(火) 18:30～20:00 インターンシップ説明会 全学年 講義室521 ㈱東芝 インターンシップ説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年6月19日(水) 18:30～20:00 説明会 全学年 講義室525 三菱自動車㈱ 説明会 芸術工学部　工業設計学科

令和元年6月20日(木) 18:30～20:00 インターンシップ説明会 全学年 講義室525 キヤノン㈱ インターンシップ説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年7月2日(火) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室525 ソニー㈱ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年7月3日(水) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室525 マツダ㈱ 会社説明会 芸術工学部　工業設計学科

令和元年7月10日(水) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 輪講室 コナミホールディングス㈱ 会社説明会 芸術工学部　音響設計学科

令和元年7月11日(木) 18:30～20:00 インターンシップ説明会 全学年 講義室524 ㈱エイチーム インターンシップ説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年7月18日(木) 18:30～20:00 キャリアセミナー 全学年 講義室322 キャリアセミナー キャリアセミナー 芸術工学部　音響設計学科

令和元年7月24日(水) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室524 ㈱バンダイナムコ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年10月28日(月) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室525 日産自動車㈱ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

日時



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和元年10月29日(火) 18:30～20:00 ポートフォリオ説明会 全学年 講義室525 ㈱日本設計 ポートフォリオ説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年11月5日(火) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室525 ㈱リコー 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年11月11日(月) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室512 ライオン㈱ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年11月12日(火) 18:30～20:00 IT業界説明会 全学年 講義室512 ㈱サニックス・ソフトウェア・デザイン IT業界説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年11月13日(水) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室512 ㈱サイバーエージェント 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年11月14日(木) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室512 ヤマハ発動機㈱ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年11月19日(火) 18:30～20:00 ELECOM Design Workshop 全学年 講義室512 エレコム㈱ ELECOM Design Workshop 芸術工学部　学務課学生係

令和元年11月26日(火) 18:30～20:00 業界研究セミナー 全学年 講義室525 三菱自動車工業㈱ 業界研究セミナー 芸術工学部　学務課学生係

令和元年11月27日(水) 18:30～20:00 業界研究イベント 全学年 講義室521 アクセンチュア㈱ 業界研究イベント 芸術工学部　学務課学生係

令和元年11月28日(木) 18:30～20:00 ㈱LIXIL OB・OG訪問会 全学年 講義室525 ㈱LIXIL ㈱LIXIL OB・OG訪問会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年12月2日(月) 18:30～20:00
デザイン部門 インターンシップ説明
会

全学年 ワークショップ ㈱日立製作所 デザイン部門 インターンシップ説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年12月3日(火) 18:30～20:00 DESIGN INTERNSHIP 2020 全学年 シアタールーム ㈱デンソー DESIGN INTERNSHIP 2020 芸術工学部　学務課学生係

令和元年12月11日(水) 18:30～19:45
三菱電機㈱X大橋キャンパス会社説
明会

全学年 講義室512 三菱電機㈱
三菱電機㈱X大橋キャンパス
会社説明会

芸術工学部　学務課学生係

令和元年12月12日(木) 18:30～20:00 企業説明会 全学年 講義室512 ㈱オカムラ 企業説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年12月16日(月) 18:30～20:00 九州大学 企業研究セミナー 全学年 講義室512 ㈱フジタ 九州大学 企業研究セミナー 芸術工学部　学務課学生係

令和元年12月19日(木) 18:30～20:00 企業説明会 全学年 講義室512 日本電気㈱ 企業説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和元年12月20日(金) 18:30～21:00
ソニー㈱ 九州大学OB/OGキャリア
紹介

全学年 講義室322 ソニー㈱ ソニー㈱ 九州大学OB・OGキャリア紹介 芸術工学部　音響設計学科

令和元年12月20日(金) 18:30～20:00
㈱LIXIL
インターンシップに関する説明会
デザインセミナー

全学年 講義室525 ㈱LIXIL　デザインセンター
㈱LIXIL
インターンシップに関する説明会
デザインセミナー

芸術工学部　工業設計学科

令和元年12月20日(金) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室512 ㈱U'eyes Design 会社説明会 芸術工学部　工業設計学科

令和元年12月24日(火) 18:30～20:00
三菱電機㈱X大橋キャンパス
総合電機業界研究

全学年 講義室521 三菱電機㈱
三菱電機㈱X大橋キャンパス
総合電機業界研究

芸術工学部　学務課学生係

令和元年12月25日(水) 18:30～20:00
マツダ㈱X大橋キャンパス
デザインインターン説明会開催依

全学年 講義室512 マツダ㈱
マツダ㈱X大橋キャンパス
デザインインターン説明会開催依

芸術工学部　学務課学生係

令和2年1月9日(木) 18:.30～20:00 学内説明会 全学年 講義室512 ダイキン工業㈱　デザイン系 学内説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和2年1月16日(木) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室512 KDDI㈱ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和2年1月21日(火) 18:30～20:00 鉄道建築の仕事説明会 全学年 講義室512 西日本旅客鉄道㈱ 鉄道建築の仕事説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和2年1月22日(水) 18:30～20:00 OB訪問会 全学年 3号館601 ㈱日立製作所 OB・OG訪問会 芸術工学部　音響設計学科

令和2年1月24日(金) 18:30～21:00 企業セミナー 全学年 3号館601 ㈱カプコン 企業セミナー 芸術工学部　音響設計学科

令和2年1月27日(月) 18:30～20:00 企業説明会 全学年 講義室512 ㈱野村総合研究所 企業説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和2年1月28日(火) 18:30～ 会社説明会 全学年 講義室512 ㈱コロプラ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和2年2月6日(木) 18:30～ 企業説明会 全学年 講義室512 ㈱あい設計 企業説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和2年2月7日(金) 18:30～ オーディオ業界研究セミナー 全学年 3号館601 ㈱D&Mホールディングス オーディオ業界研究セミナー 芸術工学部　音響設計学科

令和2年2月10日(月) 18:30～20:00 会社説明会 全学年 講義室521 ㈱タカギ 会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和2年2月12日(水) 18:00～21:00 パナソニック㈱　九大OB座談会 全学年 講義室512 パナソニック㈱ パナソニック㈱　九大OB・OG座談会 芸術工学部　学務課学生係

令和2年2月17日(月) 14:00～16:00 仕事研究セミナー 全学年 3号館6階輪講室 フォスター電機㈱ 仕事研究セミナー 芸術工学部　音響設計学科

令和2年2月17日(月) 18:30～20:00 学内説明会 全学年 講義室512 ダイキン工業㈱　技術系 学内説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和2年2月19日(水) 13:30～15:00 業界セミナー 全学年 3号館6階輪講室 ㈱福岡放送 業界セミナー 芸術工学部　音響設計学科

令和2年2月19日(水) 16:00～17:00 キャリアセミナー 全学年 3号館6階輪講室 日本音響エンジニアリング㈱ キャリアセミナー 芸術工学部　音響設計学科

令和2年2月20日(木) 18:30～20:00 企業説明会 全学年 講義室512 西日本電信電話㈱ 企業説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和2年2月21日(金) 13:30～15:00 OB キャリアセミナー 全学年 3号館6階輪講室 日産自動車㈱ OB キャリアセミナー 芸術工学部　音響設計学科

令和2年3月2日(月) 18:30～20:00
放送技術紹介セミナー /  会社説明
会

全学年 講義室512 ㈱朋栄 放送技術紹介セミナー/会社説明会 芸術工学部　学務課学生係

令和2年3月6日(金) 15:00～16:30 会社説明会 全学年 3号館6階輪講室 ㈱D&Mホールディングス 会社説明会 芸術工学部　音響設計学科



令和元年度　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】

実施なし



令和元年度　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

令和元年11月13日(水)
・14日(木)

16:40～19:10 
筑紫キャンパス学生対象企業研究
セミナー

修士課程・博士後期課程
筑紫キャンパス
総合研究棟C-CUBE　筑紫ホール

京セラ㈱、㈱小松製作所、㈱デン
ソー、東レ㈱、アクセンチュア㈱、
JX金属㈱、日本総合システム㈱、
J-POWER電源開発㈱

参画企業の社会人から理工系出身者の
働き方について、講義形式でゆっくり座っ
て聞けるプログラム

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

令和元年11月1日(金) 16:00～17:00 JX金属㈱ 総理工・修士1年生 総理工1番 JA金属㈱ OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和元年12月16日(月) 16:00～17:00 三菱製鋼㈱ 総理工・修士1年生 総理工3番 三菱製鋼㈱　総務人事部 OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和元年12月4日(水) 15:00～16:30
理系学生の就活スタートアップセミ
ナー

量子専攻・修士1年生 総理工2番 就職エージェント九州㈱　社長
就活のプロが教える学生の就活マル秘テ
クニック

量子プロセス理工学
専攻事務室

令和元年12月5日(水) 16:30～17:30 サンディスク㈱ 総理工・修士1年生 GIC3F研修室 サンディスク㈱ OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和元年12月9日(月) 12:00～16:30 三菱自動車工業㈱ 総理工・修士1年生 食堂ぞんね前　広場　総理工3番 三菱自動車工業㈱ 車両展示＆OB訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和元年12月13日(金) 16:00～17:00 日鉄ケミカル＆マテリアル㈱ 物質・修士1年生 総理工3番 日鉄ケミカル＆マテリアル㈱ OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和元年12月11日(水) 16:00～17:00 日本製鉄㈱ 総理工・修士1年生 総理工2番 日本製鉄㈱ OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和元年12月17日(火) 15:00～16:00 ローム㈱ 総理工・修士1年生 GIC3F研修室 ローム㈱ OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和元年12月20日(金) 15:00～17:00 ㈱村田製作所 総理工・修士1年生 総理工1番 ㈱村田製作所 OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和2年1月16日(木) 15:00～17:00 スズキ㈱ 総理工・修士1年生 総理工3番 スズキ㈱ OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和2年1月16日(木) 15:00～16:00 NTT研究所 総理工・修士1年生 総理工1番 NTT研究所 OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和2年1月24日(金) 15:00～18:00 DOWAホールディングス㈱ 総理工・修士1年生 総理工1番 DOWAホールディングス㈱ OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和2年1月22日(水) 18:10～18:40 専攻就職ガイダンス 総理工・修士1年生 総理工2番 専攻主任
就職活動スケジュールおよび専攻推薦に
ついての説明

量子プロセス理工学
専攻事務室

令和2年1月17日(金) 16:00～17:00 ㈱小松製作所 総理工・修士1年生 総理工3番 ㈱小松製作所 OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

令和2年2月18日(火) 15:00～16:00 トヨタ自動車九州㈱ 総理工・修士1年生 総理工3番 トヨタ自動車九州㈱ OB・OG訪問による業務紹介
量子プロセス理工学
専攻事務室

量子

日時

日時



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和元年11月26日(火) 16:40～17:40 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
物質理工学
専攻事務室

令和元12月中旬～
令和2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
物質理工学
専攻事務室

令和元年10月10 日(木) 15:00～17:00 進路ガイダンス 主に専攻修士1年生 H棟講義室
就職担当教授、就職エージェント九
州㈱

第1回進路ガイダンス及び就職活動ス
タートアップセミナー

先端エネルギー
専攻事務室

令和1年11月22日(金) 16:30～17:30 OB訪問会 主に専攻修士1年生 H棟講義室 原子燃料工業㈱　OB・OG 業界の特徴・業務内容、OB・OG座談会等
先端エネルギー
専攻事務室

令和1年11月29日(金) 15:00～16:00 OB訪問会 主に専攻修士1年生 H棟講義室 京セラ㈱　OB 業界の特徴・業務内容、OB・OG座談会等
先端エネルギー
専攻事務室

令和1年11月29日(金) 17:00～18:00 業界勉強会 主に専攻修士1年生 H棟講義室 三井海洋開発㈱　OB 業界の特徴・業務内容、OB・OG座談会等
先端エネルギー
専攻事務室

令和2年1月15日(水) 15:00～16:00 OB訪問会 主に専攻修士1年生 H棟演習室
国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構　人事担当

業界の特徴・業務内容、OB・OG座談会等
先端エネルギー
専攻事務室

令和2年1月28日(火) 15:00～16:00 業界セミナー 主に専攻修士1年生 H棟講義室 NTTエレクトロニクス㈱　OB・OG 業界の特徴・業務内容、OB・OG座談会等
先端エネルギー
専攻事務室

令和2年1月31日(金) 16:00～17:00 OB訪問会 主に専攻修士1年生 H棟講義室 日鉄ステンレス㈱　OB・OG 業界の特徴・業務内容、OB・OG座談会等
先端エネルギー
専攻事務室

令和2年1月31日(金) 17:00～18:00 OB訪問会 主に専攻修士1年生 H棟講義室 ㈱神戸製鋼所　OB・OG(原子力系） 業界の特徴・業務内容、OB・OG座談会等
先端エネルギー
専攻事務室

令和2年1月28日(火) ～2/7(金) 個人面談 主に専攻修士1年生 H棟非常勤講師室 就職担当教授 学生との個人面談（1人10分）
先端エネルギー
専攻事務室

令和2年2月14日(金) 16:30～17:30 OB訪問会 主に専攻修士1年生 H棟講義室 東海旅客鉄道㈱　OB・OG 業界の特徴・業務内容、OB・OG座談会等
先端エネルギー
専攻事務室

令和2年2月26日(水) 16:00～17:00 進路ガイダンス 主に専攻修士1年生 H棟講義室 就職担当教授 第2回進路ガイダンス
先端エネルギー
専攻事務室

先端

物質



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況

令和元年11月8日(金) 16:30～18:00 冬季インターンシップ案内（1） 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

環境エネルギー
専攻事務室

令和元年11月22日(金) 16:30～18:00 冬季インターンシップ案内（2） 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

環境エネルギー
専攻事務室

令和元年12月4日(月)～
令和2年2月21日(金)
＜以降は新型コロナの
為中止＞

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
各企業担当者による会社紹介・業務内
容・質疑応答

環境エネルギー
専攻事務室

令和元年11月28日(木) 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2番 専攻就職担当教授 就職ガイダンス
環境エネルギー
専攻事務室

令和2年1月6日(月) 9:30～15:30 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
環境エネルギー
専攻事務室

令和2年2月4日(火) 13:00～14:00 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
環境エネルギー
専攻事務室

令和2年2月27日(木) 13:00～14:00 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
環境エネルギー
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
環境エネルギー
専攻事務室

令和元年10月17日(木) 16:30～17:00 大海専攻就職説明会 専攻修士一年生 G棟2階　講義室 専攻就職担当教授
今年度の求人スケジュールや専攻での
就職活動規定
就活手帳および就活体験記配布

大気海洋環境ステム
専攻事務室

令和元年11月28日(木) 16:30～17:00 JX金属㈱ 主に修士一年生 G棟2階　講義室 OB・OG訪問
大気海洋環境ステム
専攻事務室

令和元年11月29日(金)　 13:00～14:30 就職エージェント九州㈱ 主に修士一年生 G棟2階　講義室 代表取締役社長 就職活動スタートアップセミナー
大気海洋環境ステム
専攻事務室

令和2年1月14日(火) 16:30～18:30 マツダ㈱ 主に修士一年生 G棟2階　講義室 OB・OG訪問
大気海洋環境ステム
専攻事務室

令和2年2月14日(金) 10:30～ マツダ㈱　パワートレイン開発本部 主に修士一年生 G棟2階　講義室 業界研究会
大気海洋環境ステム
専攻事務室

令和2年2月21日(金) 14:00～15:30 日本航空㈱ 主に修士一年生 G棟2階　講義室 業界セミナー
大気海洋環境ステム
専攻事務室

令和2年3月3日(火) 13:30～ 今治造船㈱ 主に修士一年生 G棟2階　講義室 業界セミナー
大気海洋環境ステム
専攻事務室

随時 随時 就職面談（個別・グループ） 主に修士一年生 就職担当教授室 専攻就職担当教授 就職面談（個別・グループ）
大気海洋環境ステム
専攻事務室

随時 随時 就職面談（リモート） 主に修士一年生 zoom、電話等 専攻就職担当教授 来校自粛中の就職面談（リモート）
大気海洋環境ステム
専攻事務室

環境

大気



令和元年度　部局独自の就職支援取組状況
【統合新領域学府)】

実施なし



令和元年度　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

令和元年9月27日(金) 13:00～14:30 合同チュートリアル　特別授業 主に学部3・4年生 センター5号館5511講義室
21世紀プログラム卒業生
（9期生、13期生、14期生）

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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