
 

〜各企業採⽤ご担当者様へ〜 

九州⼤学の就職⽀援について 
（２０２1 年度卒業･修了予定者対象） 

  学務部キャリア・奨学⽀援課 
キャリア・就職⽀援係  

 

 
 本学学⽣の就職⽀援・求⼈に関する情報は、下記の九州⼤学 Web サイト上にてお知らせしております。 
 ■九州⼤学 Web サイト■ http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/ 

 

 
 
（１）⼤学全体窓⼝ 

就職⽀援・キャリア⽀援の全学的な窓⼝は「学務部キャリア･奨学⽀援課 キャリア･就職⽀援係」が担当します。
学部・学府の指定がない求⼈情報等のご提供につきましては、以下にご連絡ください。 
■担当窓⼝■ 
学務部キャリア・奨学⽀援課 キャリア･就職⽀援係 
所在地︓〒819-0395 福岡市⻄区元岡 744 センター1 号館２階 

キャリア⽀援担当   TEL︓092-802-5903 FAX︓092-802-5990 
E-mail︓gagcareer@jimu.kyushu-u.ac.jp  

       就職⽀援担当     TEL︓092-802-5897 FAX︓092-802-5990 
E-mail︓gassyokusien@jimu.kyushu-u.ac.jp 
 

（２）各学部（学府）の就職⽀援担当窓⼝ 
 本学では、各学部（学府）においても、独⾃の就職⽀援を⾏っています。学部・学科（学府・専攻）の指定の 

ある求⼈につきましては、九州⼤学 Web サイト【企業様向け】「就職担当」（「就職担当窓⼝」または「就職担 
当教員⼀覧」）で連絡先をご確認いただき、直接各窓⼝または担当教員に連絡いただきますようお願いいたしま
す。 

 
 
 
 
 
 

１．九州大学Webサイトについて

２．就職支援窓口について

九州⼤学

Webサイト
教育・学⽣⽀援 キャリア・就職⽀援 企業様向け 各項⽬



 
 
 求⼈情報の受付について、令和 3 年 3 ⽉（2022 年 3 ⽉卒対象分求⼈情報）より、（株）ディスコが管理・運営し
ている「学校向け求⼈情報配信システム（キャリタス UC）」を利⽤することといたしました。 
 本学学⽣へ全学学⽣対象（学部・学科指定なし）の求⼈票の公開を希望する場合は、企業・団体様ご⾃⾝でキャリ
タス UC に求⼈票をご登録の上、九州⼤学への配信設定をお願いいたします。 
「学校向け求⼈情報配信システム（キャリタス UC）」の利⽤について https://uc.career-tasu.jp/corp/ 
●外国⼈留学⽣に特化した求⼈票につきましては、以下をご確認ください。 

① 本学指定の求⼈票の場合には留学⽣の欄に印を、本学指定以外の求⼈票につきましては、留学⽣向け求⼈と明記の
上、ご提供ください。 

② 出⾝国・地域や特定の⾔語を希望される場合は、求⼈票にその旨もご記⼊ください。 
③ ⽇本語版の他、他⾔語（英語版）による求⼈票も受け付けておりますが、ご提供の際は、内容確認のため、⽇本語版

の求⼈票も併せてご提供ください。 
④ 求⼈情報と併せて「⾃⼰申告書」もご提出ください。 

 
 
 就職活動において学⽣がＯＢ・ＯＧ訪問を⾏う際、各企業様よりご提供いただいたＯＢ・ＯＧ名簿を活⽤させてい
ただいております。貴社に所属されている本学ＯＢ・ＯＧの⽅々の名簿を当課までご提供いただけましたら幸いで
す。（本学指定の様式等はございません。） 
 なお、ご提供いただきました名簿は、｢個⼈情報保護に関する法律」を遵守し、本学学⽣の就職活動にのみ活⽤さ
せていただきます。詳細につきましては、九州⼤学 Web サイト【企業様向け】「OB・OG 名簿ご提供」をご覧くださ
い。 
 
 

就業体験を通した⼈材育成の観点から、本学では学⽣のインターンシップへの参加を積極的に推進しています。貴
社で『⽇本語』または『英語』でのインターンシップを実施の際は、情報をご提供いただくとともに、本学学⽣のイ
ンターンシップへの参加について、ご協⼒を賜りますようよろしくお願い申し上げます。詳細につきましては、九州
⼤学 Web サイト【企業様向け】「インターンシップ」をご覧ください。   
 
 
 学内において、本学学⽣を対象としたさまざまな企業説明会を開催しております。  
●学内個別企業説明会                            担当窓⼝︓キャリア⽀援担当      

学内個別企業説明会は、企業様が個別に本学学⽣向けに企業説明を⾏うものです。現在は、本学学⽣限定で開催さ
れるオンライン説明会につきましては、学⽣に周知を⾏っています。詳しくは、九州⼤学 Web サイト【企業様向
け】「学内個別企業説明会」をご覧ください。 
【2022 年 3 ⽉卒対象学内個別企業説明会 概要】 
期  間  2021 年３⽉ 8 ⽇〜 

⽇時指定無し。希望する⽇時を設定してください。 
⽅  法  オンライン 
【実績】（対⾯開催分）   
 
 
 
 
 
 

 2018 年 3 ⽉卒対象 2019 年 3 ⽉卒対象  2020 年 3 ⽉卒対象 

参加企業数 １４０社 １２４社  109 社 

参加学⽣数 ３２７名 ２１３名 119 名 

５．インターンシップについて ■担当窓口■ キャリア支援担当

４．ＯＢ・ＯＧ名簿のご提供について ■担当窓口■ 就職支援担当

３．求人票について ■担当窓口■ 就職支援担当

６．学内での説明会開催について ■担当窓口■ キャリア支援担当・就職支援担当



●学内合同企業説明会                       担当窓⼝:就職⽀援担当      
翌年度卒業・修了予定者向けの「九州⼤学学内合同企業説明会」を実施します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●就職フェア                          担当窓⼝︓就職⽀援担当  

当年度卒業・修了予定者向けの「九州⼤学就職フェア」を実施しています。 
参考までに、2020 年 7 ⽉にＷＥＢ実施しました九州⼤学就職フェアの概要は以下のとおりです。詳細に 
つきましては、担当窓⼝までお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●博⼠⼈材のための企業説明会                担当窓⼝︓キャリア⽀援担当      
本学の博⼠(後期)課程の学⽣、ポストドクター向けの「博⼠⼈材のための企業説明会」を実施しています。 
2020 年 12 ⽉に Web で実施しました博⼠⼈材のための企業説明会の概要は以下のとおりです。詳細につき 
ましては、九州⼤学 Web サイト「博⼠⼈材のための企業説明会」をご覧ください。 

※2022 年３⽉卒対象 九州⼤学学内合同企業説明会 実施概要 
■⽇程 2021 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽉）・2 ⽇（⽕）・3 ⽇（⽔）・4 ⽇（⽊）・5 ⽇（⾦）・6 ⽇（⼟） 

■会場 Ｗｅｂ開催 

■参加企業数 370 社 

■申込⽅法 本学で選定した企業のみ申込可能 

■参加料⾦ 20 万円  

■視聴学⽣延べ数 
14,178 ⼈ 
(参加 1 企業につき３ターン説明会を実施） 

※2021 年３⽉卒対象 九州⼤学就職フェア実施実績 
■⽇程 2020 年 7 ⽉ 17 ⽇（⾦） 

■会場 Ｗｅｂ開催 

■参加企業数 28 社 

■申込⽅法 本学で選定した企業のみ申込可能 

■参加料⾦ ６万円 

■参加学⽣数 40 名 

※令和２年度博⼠⼈材のための企業説明会 実施概要 
■⽇程 2020 年 12 ⽉ 4 ⽇（⾦）  

■会場 Ｗｅｂ開催 

■参加企業数 21 社 

■申込⽅法 本学で選定した企業のみ申込可能 

■参加料⾦ 5 万円 

■参加学⽣数 36 名 



 
 本学では、障害のある学⽣を対象としたキャリアガイダンスや就職活動を理解するためのサキドリ︕︕講座の実

施、障害に対する合理的配慮のある環境の下で⾏うインターンシップへの参加の推奨などのキャリア⽀援・就職⽀援

も⾏っています。 

本学において、更に充実した就職活動⽀援を⾏うために、以下の情報のご提供をお待ちしております。 

 ・障害に対する合理的配慮のある環境の下で⾏うインターンシップを実施している、または検討可能である。 

 ・障害のある学⽣の採⽤実績や採⽤予定がある、または検討中である。 

実績のある企業様、または興味をお持ちの企業様は、ぜひ担当窓⼝までご連絡くださいますよう、お願いいたしま

す。            

 
本学は、⽂部科学省「スーパーグローバル⼤学創成⽀援事業」において、タイプＡ︓トップ型「世界⼤学ランキン

グトップ 100 を⽬指す⼒のある、世界レベルの教育研究を⾏う⼤学」として採択され、外国⼈留学⽣の就職⽀援に
も⼒を⼊れており、各種講座（ビジネス⽇本語講座、ビジネスマナー講座など）や就職相談を実施し、⽇本企業への
就職を促進しております。 

興味をお持ちの企業様は、ぜひ担当窓⼝までご連絡くださいますよう、お願いいたします。 
■担当窓⼝■  
学務部キャリア・奨学⽀援課 キャリア･就職⽀援係 
所在地︓〒819-0395 福岡市⻄区元岡 744 センター2 号館 1 階 2102 講義室 
TEL︓092-802-5902   
E-mail: q-ssc@jimu.kyushu-u.ac.jp 
 

●外国⼈留学⽣対象 学内合同企業説明会（JOB FAIR）                      
本学では、留学⽣を対象とした学内合同企業説明会「JOB FAIR」を⾏っております。2021 年 3 ⽉に実施しまし

た九州⼤学学内合同企業説明会の概要は以下のとおりです。 

 
●現地法⼈でのご採⽤及びインターンシップ受け⼊れについて                     

外国⼈留学⽣の⽇本国内での就職⽀援に加え、現地法⼈での就職⽀援にも取り組んでおります。貴社での求⼈、説
明会やインターンシップ等実施の際は、情報をご提供いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 
 
（注）いずれの説明会も令和２年 11 ⽉現在の予定です。新型コロナウイルス感染症等の拡⼤状況により、実施形態
の⾒直し、または開催⾃体を中⽌する可能性があります。最新の状況は、本学Ｗｅｂサイトにてお知らせします。 

7．障害のある学生の就職支援について ■担当窓口■ キャリア支援担当・就職支援担当

８．外国人留学生の就職支援について

※九州⼤学外国⼈留学⽣のための学内合同企業説明会 JOB FAIR 実施概要 
■⽇程 2021 年 3 ⽉ 7 ⽇（⽇）                        
■会場 Ｗｅｂ開催 
■参加企業数 34 社 
■参加⽅法 本学で選定した企業のみ申込可能 
■参加料⾦ 無料 
■視聴学⽣延べ数 677 名 


