
【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3年2月15日（月） 14:50～16:20
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 オンライン

キャリア・就職支援課 進路・就職
コーディネーター
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
・大学院進学について
・全学の就職イベント、留学について等

共創学生係

日時

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況



【文学部・人文科学府】

【地球社会統合科学府】

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況

実施なし

実施なし



【教育学部】
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7月29日(水） 16:30～18:00
第１回教育学部キャリア研究セミ
ナー  情報発信の「極意」とは何か
⑴？

文系地区学生・院生のキャリア
に関心がある、またインターン
シップを考えている学生（主に
教育学部1～４年生）

オンライン（teams） セントフォース
「キャリア設計」をテーマにし、これまでの仕事
の経験を基に講演を行ってもらった。フリーで働
くということについても語っていただいた。

教育学研究支援室
助教　宮本聡

令和2年8月5日(水) 16:30～18:00
第１回教育学部キャリア研究セミ
ナー  情報発信の「極意」とは何か
⑵？

文系地区学生・院生のキャリア
に関心がある、またインターン
シップを考えている学生（主に
教育学部1～４年生）

オンライン（teams） 西日本新聞社
「キャリア設計」をテーマにし、これまでの仕事
の経験を基に講演を行ってもらった。教育とビジ
ネスの関係について語っていただいた。

教育学研究支援室
助教　宮本聡

令和2年11月9日(月) オンデマンド 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２～４年生）

オンデマンド
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
構えや注意事項について、オンデマンド動画にて
説明。

教育学研究支援室
助教　宮本聡

令和3年1月28日(木) 18:30～20:00
第２回教育学部キャリア研究セミ
ナー

文系地区学生・院生のキャリア
に関心がある、またインターン
シップを考えている学生（主に
教育学部1～４年生）

オンライン（Zoom）
文部科学省
福岡県教育庁

文部科学省および福岡県教育庁における仕事につ
いて紹介いただき、学生の質疑応答やディスカッ
ションを行った。

教育学研究支援室
助教　宮本聡

【人間環境科学府】

日時

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況

実施なし



【法学部（府）】

【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

令和2年4月1日(水) 13:00～13:45
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） 法科大学院演習室 （株）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2年6月9日（火） 18:30～20:30 出前講座 法科大学院生・修了生 オンライン(ZOOM)

ベリーベスト法律事務所
弁護士2名
かばしま法律事務所
弁護士1名

第1部「司法試験に向けた勉強法及びロースクー
ルでの過ごし方」
第2部「司法試験における論文答案の書き方の習
得」

福岡県弁護士会法科大
学院運営協力委員会

令和2年8月22日（土） 14:00～16:00 就活セミナー 法科大学院生・修了生・学部生 オンライン(ZOOM) （株）CFO本部 就活の基本とキャリアデザインのポイント 法科大学院事務室

令和2年9月1日（火） 18:30～20:00 ベリーベスト法律事務所説明会 法科大学院生・修了生 オンライン(ZOOM)
ベリーベスト法律事務所
弁護士4名

事務所説明会 法科大学院事務室

令和2年10月19日（月） 18:30～19:30
北浜法律事務所(福岡事務所）
説明会

法科大学院生・修了生 オンライン(ZOOM)
北浜法律事務所
3名弁護士

事務所説明会 法科大学院事務室

令和2年11月27日（金） 18:30～20:00
法テラススタッフ弁護士＆
ひまわり基金法律事務所説明会

法科大学院生・修了生・学部生 オンライン(ZOOM)

法テラス
2名弁護士
ひまわり基金法律事務所
弁護士1名

業務説明会 法科大学院事務室

令和3年2月4日（木） 19:00～20:30
渥美坂井法律事務所・
外国法共同事業事務所説明会

法科大学院生・修了生・学部生 オンライン(ZOOM)
渥美坂井法律事務所・
外国法共同事業
弁護士3名

事務所説明会 法科大学院事務室

令和3年3月12日（金） 15:30～17:30 九州大学LSガイダンス 司法試験合格者とＬＳ学生 福岡高等検察庁1階会議室 司法研修所 司法修習の概要・検事の仕事・事例検討
福岡高等検察庁企画調
査課

日時

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況

実施なし



【経済学部（府）】

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況

実施なし



【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

令和3年1月22日（金） 15:00～17:00 オンライン座談会 修士1年生 オンライン キオクシア（株）
九州大学OB・OGの活躍状況や働き方などの情報
提供、質疑応答など

キオクシア（株）

令和3年1月25日（月）
～1月27日（水）

13:00～14:00 OBOG交流会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 日産自動車（株）
オンラインでの就活に係る不安や悩み、仕事と私
生活の両立などの情報交換・情報提供など

日産自動車（株）

令和3年2月9日（火） 13:30～15:00 OBOG技術者による会社説明会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 三菱電機（株）
三菱電機の概要、採用フロー、事業所の紹介、質
疑応答・個別相談など

三菱電機（株）

令和3年2月8日（月）、
2月19日（金）

10:00～12:00、14:00～16:00 理系エンジニア社員交流会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 東京エレクトロングループ
会社説明、エンジニア職種紹介、エンジニア交流
会

東京エレクトロングループ

令和3年2月26日（金） 13:00～16:00 開発現場・エンジニア体験 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 東京エレクトロングループ 職種紹介・装置紹介、演習プログラム 東京エレクトロングループ

令和3年1月29日（金） 11:00～12:00、17:00～18:00 NEC業界研究セミナー 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 日本電気（株）
NECの紹介、九大OB・OG社員の仕事紹介、質疑
応答、今後のイベントのお知らせ

日本電気（株）

令和3年3月11日
（木）、3月12日（金）

13:00～16:00 Web個別懇談会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン （株）東芝
各事業で働く九大OB・OGが、業務内容や働き方
などを個別に紹介

（株）東芝

令和3年2月12日（金） 15:00～16:00 理学向けオンライン会社説明会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン
三菱スペース・ソフトウェア
（株）

OB・OGによる会社説明会 三菱スペース・ソフトウェア（株）

令和3年2月5日（金）、
12日（金）、19日
（金）

15:00～16:30 OBOG主催セミナー 主に学部3年生、修士1年生 オンライン パナソニック（株） 先輩社員の仕事内容や就活の体験談など パナソニック（株）

令和3年2月12日（金） 11:00～12:00、17:00～18:00 NEC OB・OG交流会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 日本電気（株）
NECで活躍している九大出身のOB・OGの紹介、
質疑応答など

日本電気（株）

令和3年2月19日（金） 11:00～12:00、17:00～18:00 NEC業界研究セミナー 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 日本電気（株）
NECの紹介、九大OB・OG社員の仕事紹介、採用
について、OB・OG懇談会

日本電気（株）

令和3年2月27日（土） 13:30～15:30 企業研究セミナー 主に学部3年生、修士1年生 オンライン （株）日立製作所 日立の会社概要、OB・OG自己紹介、座談会 （株）日立製作所

令和3年2月18日（木） 14:00～15:00 OB・OG交流会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 日産自動車（株）
オンラインでの就活に係る不安や悩み、仕事と私
生活の両立などの情報交換・情報提供など

日産自動車（株）

令和3年3月4日(木)、5
日(金)、8日(月)、12日
(金)、15日(月)、22日

15:00～17:00、14:00～16:00、
13:15～14:45、13:15～14:45

会社説明会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 三菱電機（株）
三菱電機の概要、採用についての説明、各拠点紹
介、質疑応答、個別相談

三菱電機（株）

令和3年3月3日（水） 16:00～17:00 会社説明会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン
アジレント・テクノロジー
（株）

会社概要説明、分析装置・仕事内容の説明、質疑
応答

アジレント・テクノロジー（株）

令和3年3月1日（月） 11:00～12:00、17:00～18:00 採用説明会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 日本電気（株）
NECの紹介、選考プロセス説明、九大OB・OG社
員の仕事紹介、Q＆A

日本電気（株）

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況

日時

物理学科
物理学専攻



令和3年3月6日（土）
10:00～12:00、13:00～15:00、
15:00～17:00

物理学生向けZoom座談会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン （株）日立製作所
志望分野、職種、研究内容等のヒアリング及びリ
クルータからのフィードバック

（株）日立製作所

令和3年3月5日（金） 15:30～16:30 会社説明会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン （株）ブリヂストン
現在の仕事内容、就活を振り返ってのアドバイ
ス、質疑応答

（株）ブリヂストン

令和3年3月12日（金） 11:00～12:00、14:00～15:00 会社説明会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン 日本電気（株） NECの紹介、選考プロセス説明、Q＆A 日本電気（株）

令和3年3月13日（土）
～20日（土）

平日18:00～19:00、休日10:00～
17:00の1時間

Zoom座談会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン （株）日立製作所 志望分野、職種、研究内容等のヒアリング （株）日立製作所

令和3年3月17日（水） 13:00～14:00 会社説明会・OB座談会 主に学部3年生、修士1年生 オンライン JFEスチール（株）
オンラインで、会社説明会とOBとの座談会を行
う

JFEスチール（株）

令和2年10月～
令和2年12月

進路説明会 主に学部３年生 オンライン 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3年1月～2月 学生面談 主に学部３年生 オンライン 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3年1月～6月 就職相談 主に学部３年生 オンライン 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 情報学専攻主任秘書

令和3年2月19日(金)～
2月26日(金)

グループ面接練習 主に学部３年生 オンライン 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グループ相談 情報学専攻主任秘書

令和3年3月1日(月)以降
随時

学内企業説明会 主に学部３年生
システム情報科学府各講義室ま
たはオンライン

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2年11月4日（水） 12:15～12:45 就職説明会 主に学部3年生・修士1年生 化学314講義室
就職担当教員
徳永教授

資料をもとに2022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。

徳永教授

令和2年12月14日(月）
令和3年 1月14日(木)
令和3年 2月 4日(木)

15:30～17:00 WEB会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 オンライン 日鉄ｹﾐｶﾙ&ﾏﾃﾘｱﾙ
卒業生による会社説明、質疑応答などをZoomで
行う

徳永教授

令和3年12月22日(火) 14:00～15:00 業務説明会 主に学部3年生・修士1年生
W1-B315講義室
およびZOOM

農林水産消費安全
技術センター

人事担当者2名が来学し、対面での業務説明・質
疑応答をハイブリッド方式で行う

徳永教授

令和3年2月9日(火) 13:00～15:00 WEB会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 オンライン 三菱電機㈱
卒業生による会社説明、質疑応答などをZoomで
行う

徳永教授

令和3年2月5日(金)
令和3年2月19日(金）
令和3年2月26日(金)

15:00～16:30 WEB会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 オンライン パナソニック㈱
卒業生による会社説明、質疑応答などをZoomで
行う

徳永教授

令和3年2月10日（水） 15:00～16:00 WEB会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 オンライン トーヨーケム㈱
卒業生による会社説明、質疑応答などをZoomで
行う

徳永教授

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 社内説明会 学部生・院生 オンライン（Zoom） モラブ阪神工業（株） 社内説明会 モラブ阪神工業（株）

随時 会社説明会 学部生・院生 オンライン デンロコーポレーション 会社説明会 デンロコーポレーション

物理学科
情報理学コース

化学科
化学専攻



随時 オンライン説明会 学部生・院生 オンライン
セントラルエンジニアリング
（株）

会社説明会 セントラルエンジニアリング（株）

令和2年7月17日(金)、7
月27日(月)、8月5日(水)

14:00～15:30 Zoom会社説明会 学部生・院生 オンライン （株）ジャステック 会社説明会 （株）ジャステック

令和2年8月6日(木) 10:00～13:00 オンライン説明会 学部生・院生 オンライン
セントラルエンジニアリング
（株）

会社説明会 セントラルエンジニアリング（株）

令和2年10月20日(火)、
21日(水)、22日(木)、
29日(木)

業界・企業研究WEBセミナー 学部生・院生 オンライン ジェイ・ブロード 企業説明会 ジェイ・ブロード

令和2年11月10日(火) 18:00～19:30 業界研究セミナー（オンライン） 修士課程1年、学部3年 オンライン（Zoom）
国際石油開発帝石（株）
（INPEX）

セミナー 国際石油開発帝石（株）（INPEX）

令和2年11月16日
(月)~12 月末

希望学生と調整 OBOGによるオンライン会社説明会 2022 年卒業予定者 オンライン JX金属（株） 会社説明会 JX金属（株）

令和3年1月22日(金)、2
月12日(金)

13:00～15:20 OB・OG訪問 2022年卒業予定者 オンライン（Zoom） 太平洋セメント(株) 会社説明会 太平洋セメント(株)

令和2年12月5日（土） 12:00～17:30 企業研究フェア 理系留学生限定 オンライン

NTT研究所、千代田化工建
設、日立製作所、資生堂、宇部
興産、アクセンチュア、能美防
災、三菱マテリアル

会社説明会
NTT研究所、千代田化工建設、日立製
作所、資生堂、宇部興産、アクセン
チュア、能美防災、三菱マテリアル

令和2年12月14日(月)
,12月22日(火)

10:00～11:00
15:00～16:00

オンライン企業研究＋座談会 学部生・院生 オンライン トヨタ自動車九州（株） 会社説明会 トヨタ自動車九州（株）

令和3年1月15日(金) 16:30～17:30 業界紹介セミナー 学部生・院生 オンライン 石油資源開発（株） セミナー 石油資源開発（株）

令和2年12月18日(金)
①13:00 ～13:30, ②14:40～
15:10, ③16:00～16:30

OBOG交流会 学部生・院生 オンライン 日産自動車（株） 交流会 日産自動車（株）

令3年1月21日(木) 11:00～12:00、 17:00～18:00 NEC業界研究セミナー 学部生・院生 オンライン 日本電気（株） セミナー 日本電気（株）

令和3年1月15日(金)、
16日(土)、17日(日)

13:00～14:00 OBOG交流会 学部生・院生 オンライン 日産自動車（株） 交流会 日産自動車（株）

令和3年2月9日(火) 13:30～15:00 OBOG技術者による会社説明会 学部生・院生 オンライン 三菱電機㈱ 会社説明会 三菱電機㈱

令和3年1月29日（金） 11:00～12:00、 17:00～18:00 NEC OB・OG交流会
2022年3月卒業・修了予定の理系
学生　※課程不問

オンライン（Zoom） 日本電気（株） 交流会 日本電気（株）

令和3年3月11日(木)、
12日(金)

13:00 ~ 16:00 Web個別懇談会 大学院技術系学生 オンライン （株）東芝 業務内容や日頃の働き方などを個別に紹介 （株）東芝

令和3年2月12日(金) 11:00～12:00、17:00～18:00 NEC OB・OG交流会
2022年3月に卒業・修了予定の
理系学生

オンライン（Zoom） 日本電気（株） 交流会 日本電気（株）

令和3年2月18日（木） 14:00～15:00 OBOG交流会 学部生・院生 オンライン（Teams） 日産自動車（株） 交流会 日産自動車（株）

地球惑星科学科
地球惑星科学専

攻



令和3年3月1日(月),5日
(金),9日(火),11日
(木),16日(火),18日
（木）

14:30～16:00 業界セミナー 学部生・院生 オンライン 石油資源開発（株） セミナー 石油資源開発（株）

 令和3年3月 7日 (日)
10:00～17:00、13:00～15:00、
15:00～17:00

Zoom座談会 学部生・院生 オンライン（Zoom） (株)日立製作所 座談会 (株)日立製作所

令和3年３月30日（火） 10:30～12:00 オンライン業務説明会 地球科学系の学生 オンライン 農林水産省 説明会 農林水産省

数学科
数理学専攻

令和2年10月15日(木) 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 オンライン（Zoom） (株)マイナビ
企業の採用活動と学生の就職活動のポイント、
就職活動で気をつけるポイントや22年卒の就活ト
レンドなど

数理・IMI事務室(W1-D-520)



【システム生命科学府】

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況

実施なし



【医学部（医学科・生命科学学科）】

【医学系学府】

【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2年10月21日(水) 16:40～18:10
就職活動スタート＆
自己分析講座

３年生（放射・検査） 遠隔講義 （株）マイナビ 就職活動スタート＆自己分析講座 学務課保健学学生係

令和2年11月4日(水) 13:00～14:30 選考対策講座 ３年生（放射・検査） 遠隔講義 （株）マイナビ 選考対策講座 学務課保健学学生係

令和3年1月7日(木) 13:00～14:30 実習＆就職活動マナー講座 ３年生（看護） 遠隔講義 （株）マイナビ 実習＆就職活動マナー講座 学務課保健学学生係

令和3年3月25日(木) 13:00～14:30 選考対策講座 ３年生（看護） 遠隔講義 （株）マイナビ 選考対策講座 学務課保健学学生係

令和3年1月12日(火) 16:40～18:10 学生のためのマナー講習会 ３年生（放射・検査） 遠隔講義
（株）インターナショナル
エア　アカデミー

学生のためのマナー講習会 学務課保健学学生係

令和3年1月19日(火) 16:40～18:10 面接マナー講座 ３年生（放射・検査） 遠隔講義
（株）インターナショナル
エア　アカデミー

面接マナー講座 学務課保健学学生係

令和3年3月26日(金) 10:30～12:00 学生のためのマナー講習会 3年生（看護） 遠隔講義
（株）インターナショナル
エア　アカデミー

学生のためのマナー講習会 学務課保健学学生係

令和3年3月26日(金) 13:00～14:30 面接マナー講座 3年生（看護） 遠隔講義
（株）インターナショナル
エア　アカデミー

面接マナー講座 学務課保健学学生係

令和2年11月11日（水） 16:40～18:10
医療人に必要なマナーと
患者接遇

３年生（放射・検査） 遠隔講義 ビジネスマナー講師 医療人に必要なマナーと患者接遇 学務課保健学学生係

令和3年1月8日(金) 13:00～14:30
医療人に必要なマナーと
患者接遇

３年生（看護） 遠隔講義 ビジネスマナー講師 医療人に必要なマナーと患者接遇 学務課保健学学生係

日時

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況

実施なし

実施なし



【歯学部（府）】

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況

実施なし



【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3年2月4日（木） 9:00～16:20 薬系企業フォーラム 主に修士１年生 オンライン
旭化成（株）・宇部興産（株）・科研製薬（株）・熊
本県庁・十全化学（株）・大正製薬（株）・田辺三菱
製薬（株）・日本新薬（株）・福岡市役所

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

教務委員会　尾﨑先生

令和3年2月5日（金） 9:00～16:20 薬系企業フォーラム 主に修士２年生 オンライン

ニプロ（株）・大塚製薬（株）・ノバルティスファー
マ（株）・JSR（株）・塩野義製薬（株）・ナード研
究所 ・べーリンガーインゲルハイム シミック
（株）・特許庁

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

教務委員会　尾﨑先生

日時

令和２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】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3年1月21日(木) 18:30～21:00 松遙会九州支部講演会・懇親会 主に学部3年生・修士1年生 オンライン 建築学科OB・OG
講演会：OB2名による講演会
懇親会：分野・部門別に分かれての学生・OBの座
談会

建築

令和2年3月1日(日)以降
（令和2年4月以降も随
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
またはオンライン

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

電情・シス情

令和2年10月～令和2年11
月

進路説明会 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
またはオンライン

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

電情・シス情

令和3年1月～令和3年3月 学生面談 主に学部3年生・修士1年生 オンライン 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

電情・シス情

令和2年1月～終了時期未
定

就職相談
主に学部3・4年生・修士1・2年
生

各専攻で指定する部屋またはオ
ンライン

キャリアコンサルタント キャリアコンサルタントによる個別相談
システム情報教務事務
室

電情・シス情

令和2年12月17日(木) 13:00～14:00 就職説明会 修士1年生 オンライン（teams） 就職担当教員 就職活動のガイダンス 化工

令和3年1月6日(水) 13:00～14:00 就職説明会 学部3年生 オンライン（teams） 就職担当教員 就職活動のガイダンス 化工

令和3年2月4日(木) 14:00～16:00 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

オンライン（teams） 花王(株)、東レ(株) 卒業生を招いて講演会 化工

令和3年2月5日(金) 10:00～19:00 就職相談個人面談 学部3年生・修士1年生 オンライン（teams） 就職担当教員 就職活動支援、相談 化工

機能所属学生（学部3・4年生・修
士1・2年生・博士2・3年生）

機能所属学生のみ閲覧可能な就職サイトを部門内
で運営、活用している

機能

令和2年10月29日(木) 15:00～17:00 就職説明会 修士1年生・博士2年生
総合学習プラザ工学部　第5・6
講義室

就職活動を始めるに当たって、その流れ、方法等
の具体的な内容を就職担当教授より対象者全員へ
詳細な説明を行った。

分子

令和2年12月18日(金) 16:40～17:40 就職説明会 主に修士1年生・学部3年生 オンライン
就職担当教授
田中將己

就職の流れや、推薦書発行についての説明 材料工学部門 材工

随時 随時 個別相談 主に修士2年生・学部4年生 W4-647，メール，電話
就職担当教授
田中將己

個別相談
就職担当教授
田中將己

材工

令和2年6月12日(金) 17:00～ 官庁事前面談の相談会 主に学部3年生・修士1年生 ウエスト2号館1009号室 官庁の事前面談に関する説明会,相談会 土木

日時

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況



令和2年7月13日（月）、
15日（水）、16日
（木）、17日（金）

10:30～
13:00～
14:50～
16:40～

国家公務員試験2次試験対策ゼミ 主に学部3年生・修士1年生 ウエスト2号館910号室
国家公務員試験1次試験受験者を対象に行う対策
ゼミ

土木

令和2年10月15日（木）、
22日（木）、29日（木）

13:30～14:00
17:00～18:00
15:00～15:30
16:00～16:50
17:00～17:50
13:00～14:00

国土交通省の業務説明会 主に学部3年生・修士1年生 オンライン（ライブ配信） 国土交通省の業務説明会 土木

令和2年12月17日(木) 17:00～18:30 公務員試験対策ゼミ 主に学部3年生・修士1年生 オンライン（ライブ配信） 公務員試験対策ゼミ 土木

令和3年1月21日(木) 14:50～16:20 地方公務員（土木系）の職業説明会 主に学部3年生・修士1年生 ウエスト2号館319 講義室 大分県庁,宮崎県庁 地方公務員（土木系）の職業説明会 土木

令和3年2月18日(木) 15:00～ JR4社合同キャリア支援講座 主に学部3年生・修士1年生 オンライン（ライブ配信） JR系4社 業界説明会 土木

令和3年2月22日(月) 13:00～15:00 NEXCO3社合同企業説明会 主に学部3年生・修士1年生 オンライン（ライブ配信） NEXCO系3社 業界説明会 土木

令和3年3月8日（月）～11
日（木）、15日（月）～
19日（金）、22日
（月）、23日（火）、25
日（木）、26日（金）

10:00～12:00
13:00～15:00
15:00～17:00

個別企業説明会 主に学部3年生・修士1年生 ウエスト2号館 各社、別添資料参照 会社説明会 土木

令和2年12月8日(火) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン ツネイシ クラフト 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和2年12月9日(水) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン （株）新来島どっく 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和2年12月10日(木) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 戸田建設（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和2年12月10日(木) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 三井海洋開発（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和2年12月14日(月) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 常石造船（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和2年12月14日(月) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 海技研 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋



令和2年12月16日(水) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 川崎重工業（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和2年12月17日(木) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 今治造船（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和2年12月18日(金) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン JMU（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和2年12月18日(金) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 川崎汽船（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和2年12月22日(火) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 大島造船所（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月6日(水) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 日本郵船（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月7日(木) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン マツダ（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月8日(金) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 今治造船（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月8日(金) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 住友重機械工業（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月12日(火) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン （株）名村造船所 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月12日(火) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン SSK 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月13日(水) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 大島造船所（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月13日(水) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 日本海事協会 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月14日(木) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 常石造船（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月14日(木) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン ツネイシクラフト 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月15日(金) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン 川崎重工業（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋



令和3年1月18日(月) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン （株）IHIインフラシステム 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月18日(月) 10:30～18:00 進路指導面談 修士2年生 オンライン
就職担当教員・海洋システム工
学部門長

各自の進路希望の聞き取り及びそれらに対する就
職活動への助言

就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月20日(水) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン （株）神戸製鋼所 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月21日(木) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン JMU（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月21日(木) 13:00～17:00 進路指導面談 学部4年生 オンライン
就職担当教員・海洋システム工
学部門長

各自の進路希望の聞き取り及びそれらに対する就
職活動への助言

就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月22日(金) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン （株）新来島どっく 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月22日(金) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン （株）日立製作所 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月27日(水) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン ヤマハ発動機（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月28日(木) 17:10～17:40 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン ヤマハ発動機（株） 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年1月29日(金) 16:30～17:00 業界セミナー 学部2年生～博士学生まで オンライン （株）サノヤス造船 会社、業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和2年10月18日(日) 17:00～18:30 冬季インターン説明会 主に修士1年生・学部3年生 ウエスト2号館322号室 東洋エンジニアリング（株） 冬季インターン説明会
地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和2年11月13日(金) 16:45～ 会社説明会 主に修士1年生・学部3年生 オンライン DOWAホールディングス（株） 大学OB・OGが学生目線で会社・仕事内容を紹介
地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和2年11月27日(金) 16:45～ 第2回　会社説明会 主に修士1年生・学部3年生 オンライン DOWAホールディングス（株） 大学OB・OGが学生目線で会社・仕事内容を紹介
地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和2年11月30日(月) 16:00～17:00 ＪＸ金属株式会社　ＯＢＯＧ説明会 主に修士1年生・学部3年生 オンライン ＪＸ金属（株） オンラインでのOBOG社員の研究室訪問
地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和2年12月14日(月) 16:30～18:00
第1回　資源部門（鉱⼭・地熱）セミ
ナー

主に修士1年生・学部3年生 オンライン 三菱マテリアル（株）
会社概要、資源系事業・業務概要の説明、参加社
員のキャリア・パス紹介、質疑応答

地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和2年12月15日(火) 17:00～19:00 事業紹介セミナー 主に修士1年生・学部3年生 オンライン JOGMEC Webセミナー
地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源



令和2年12月18日(金) 16:45～ 第3回　会社説明会 主に修士1年生・学部3年生 オンライン DOWAホールディングス（株） 大学OB・OGが学生目線で会社・仕事内容を紹介
地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和2年12月18日(金) 16:30～18:00
第2回　資源部門(鉱⼭・地熱）セミ
ナー

主に修士1年生・学部3年生 オンライン 三菱マテリアル（株）
会社概要、資源系事業・業務概要の説明、参加社
員のキャリア・パス紹介、質疑応答

地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和2年1月8日(水) 17:00～18:00 業界研究会 主に修士1年生・学部3年生 オンライン 日鉄鉱業（株）
会社概要、資源系事業・業務概要の説明、参加社
員のキャリア・パス紹介、質疑応答

地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和3年1月15日(金) 16:30～17:30 石油業界紹介セミナー 主に修士1年生・学部3年生 オンライン 石油資源開発（株）
探鉱技術者による大学で修得された知識や技能が
どのように石油開発業界で活用できるかの説明

地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和3年1月19日(火) 16:30～18:00
資源開発 事業紹介
（地熱・石油 ガス・石炭）

主に修士1年生・学部3年生 オンライン 出光興産（株）資源部門
出光興産 (株)の石油ガス・地熱炭開発事業説明、
開発現場の様子および技術者業務紹介

地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和3年1月26日(火) 16:30～17:30 オンライン業界研究セミナー 主に修士1年生・学部3年生 オンライン JFEミネラル（株） 事業紹介
地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和3年2月8日(月) 16:30～18:00
資源職種先輩社員とのオンライン座談
会

主に修士1年生・学部3年生 オンライン JX金属（株）
非鉄金属業界、ＪＸ金属会社説明、資源職種社員
の業務紹介＆懇談会（質疑応答）

地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和3年2月16日(火) 14:00～16:00 石油・天然ガス業界勉強会（第1回） 主に修士1年生・学部3年生 オンライン JX石油開発（株）
会社概要/E&P事業の概略について、技術系社員
との座談会（質疑応答）

地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和3年2月17日（水）～
19日（金）

インターンシップ 主に修士1年生・学部3年生 オンライン JX石油開発（株） エネルギー資源開発の紹介、グループワーク
地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和3年2月18日(木)
13:00～15:00
15:30～17:30

day職場見学会 主に修士1年生・学部3年生 オンライン 住友大阪セメント（株） 営業、採鉱技術者幅広い人材による座談会
地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和3年2月24日(水) 10:00～12:00 九大OB座談会 主に修士1年生・学部3年生 オンライン JFEエンジニアリング（株）
九大資源出身のリクルータによるオンライン座談
会

地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和3年3月1日(月) 16:00～17:30 石油・天然ガス業界勉強会（第2回） 主に修士1年生・学部3年生 オンライン JX石油開発（株）
会社概要/E&P事業の概略について、技術系社員
との座談会（質疑応答）

地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和3年3月15日(月) 15:30～17:00 オンライン会社説明会 主に修士1年生・学部3年生 オンライン 伊勢化学工業（株）
資源・鉱物地質系学生への鉱⼭開発・供給ルート
の確立・生産方式の開発などの説明

地球資源システム工学
部門　藤光康宏教授

資源

令和2年11月24日(火)
エネルギー量子工学専攻
就職説明会を開催しない代わりとし
て、資料をメール配信

主に修士1年生・博士2年生 メールにて 専攻長主催
エネ量としての流れを説明
希望調書配付

エネ

令和2年12月11日(金) 12:10～(短時間)
エネルギー科学科
就職説明会

主に学部3年生 オンライン 学科長主催
エネ科としての流れを説明
希望調書配付

エネ

令和3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・博士2年生の面談
希望者

オンライン 専攻長主催 希望調書に基づき個別面談を実施 エネ



令和2年11月26日(木) 11:00～12:00
修士向け 就活スタートアップ
ガイダンス

修士1年生 オンライン リクルートキャリア
就活環境の変化・理系学生に企業が
求めること・今からできる準備

機械系事務室 機械

令和2年11月27日(金) 15:30～16:30
学部向け 就活スタートアップ
ガイダンス

学部3年生 オンライン リクルートキャリア
理系の進路選択・学部卒と院卒による違い
今からできる準備

機械系事務室 機械

令和3年1月21日(木) 17:00～18:00 企業研究と自己分析 修士1年生・学部3年生 オンライン リクルートキャリア
企業研究のポイントおよびワークシートを
利用した自己分析

機械系事務室 機械

令和3年1月22日(金) 17:00～18:00 企業研究と自己分析 修士1年生・学部3年生 オンライン リクルートキャリア
企業研究のポイントおよびワークシートを
利用した自己分析

機械系事務室 機械

令和3年1～2月 16:30～18:00 各社OB・OG訪問、会社説明会 学部3年生・修士1年生 オンライン 各社リクルーター 会社説明会 航空

令和3年2月24日(水) 14:00～15:00 就職説明会 学部3年生・修士1年生 オンライン 就職担当教授 学校推薦について 航空



【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

令和2年6月5日（金） 18:30～19:30 デザイン・クリエイティブ研究会 全学年 オンライン（Zoom） パナソニック（株） デザイン・クリエイティブ研究会
芸術工学部

学務課学生係

令和2年6月16日（火） 18:30～19:45 オンライン説明会 全学年 オンライン（Teams ） （株）東芝 オンライン説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和2年6月25日（木） 18:30～20:00 企業説明会 全学年 オンライン（Teams） （株）日立製作所 企業説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和2年7月9日（木） 18:30～20:00 Suzuki Design 説明会 全学年 オンライン（Teams ） スズキ（株） 説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和2年7月13日（月） 18:30～20:00 マツダ（株）インターンシップ説明会 全学年 オンライン（Teams ） マツダ（株） インターンシップ説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和2年9月8日(火) 13:00～ 業界研究 全学年 ワークショップルーム （株）リコー 業界研究
工業設計学科

平井先生

令和2年11月17日（火) 18:30～19:30 クリエイティブ本部 会社紹介 全学年 オンライン（Teams ） ヤマハ発動機（株） クリエイティブ本部 会社紹介
工業設計学科

迫坪先生

令和2年11月19日(木) 18:30～20:00
商品開発職パーソナルケアコース冬季
インターンシップ説明会

全学年 講義室512 ユニ・チャーム（株）
商品開発職パーソナルケアコース冬季
インターンシップ説明会

芸術工学部
学務課学生係

令和2年11月25日(水) 18:30～ ポートフォリオ相談会 全学年 オンライン（Teams ） （株）日本設計 ポートフォリオ相談会
芸術工学部

学務課学生係

令和2年12月4日（金） 18:30～ 会社説明会 全学年 シアタールーム （株）リコー 会社説明会
工業設計学科

平井先生

令和2年12月8日（火） 18:30～19:30 企業説明会 全学年 オンライン（Teams ） 三菱電機（株） 企業説明会
芸術工学部

学務課学生係

日時

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況



2020年12月10日(木) 18:30～ 企業セミナー 全学年 オンライン（Teams ） ソニー（株） 企業セミナー
工業設計学科

平井先生

令和2年12月15日（火) 18:30:～19:30
CPS X デザイン部 大橋キャンパス 企
業説明会

全学年 オンライン（Teams ） （株）東芝 企業説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和2年12月16日（水） 18:30～ 企業説明会 第1回目 全学年 オンライン（Teams ） 大日本印刷（株） 企業説明会 第1回目
芸術工学部

学務課学生係

令和2年12月18日（金) 18:30～20:30
OB/OGキャリア紹介座談会(オーディ
オ向け)

全学年 オンライン（Teams ） ソニー（株）
OB/OGキャリア紹介座談会(オーディ
オ向け)

音響設計学科
若宮先生

令和2年12月23日
（水）

18:00～ 2020業界研究RICOH 全学年 オンライン（Teams ） （株）リコー 2020業界研究RICOH
工業設計学科

平井先生

令和2年12月24日（木） 18:30～20:00 企業説明会 全学年 オンライン（Zoom） （株）オカムラ　 企業説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和3年1月12日（火） 18:30～20:00 JR西日本仕事説明会 全学年 オンライン（Zoom） 西日本旅客鉄道（株） 仕事説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和3年1月13日（水） 18:30～20:00 大橋キャンパス学内個別説明会 全学年 オンライン（Teams ） （株）フジタ 学内個別説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和3年1月19日（火） 18:30～19:30
OBOGによる自動車業界研究WEBセ
ミナー

全学年 オンライン（Zoom） スズキ（株） 自動車業界研究WEBセミナー
芸術工学部

学務課学生係

令和3年1月21日（木） 18:30～20:00 企業説明会 第2回目 全学年 オンライン（Teams ） 大日本印刷（株） 企業説明会 第2回目
芸術工学部

学務課学生係

令和3年2月16日(火) 15:00～16:00 業界研究セミナー 全学年 Cisco Webex Meetings
NTT研究所 （日本電信電
話（株））

業界研究セミナー
芸術工学部

学務課学生係

令和3年3月17日（水） 14:00～ 大橋キャンパス会社説明会 全学年 対面512 ホシデン九州（株） 会社説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和3年3月18日（木） 13:00～ 芸術工学部生向け企業説明会 全学年 オンライン （株）ホープ 芸術工学部生向け企業説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和3年3月25日（木) 18:30～20:00 オンライン企業説明会 全学年 オンライン（Zoom）
（株）ミックウェア・
（株）データブロード　2
社合同

企業説明会
芸術工学部

学務課学生係



【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

令和2年12月21日（月）
令和2年12月22日（火）
令和2年12月23日（水）

13:00～19:30
13:00～19:30
13:00～18:00

研究職限定
キャリアマッチングLIVE

修士1年、博士2年 オンライン
日産化学株式会社
人事部　採用チーム

研究領域ごとに詳細な研究・
仕事内容やキャリアについての説明

酒井教授

令和3年2月9日（火） 13:30～14:30
（株）JA西日本くみあい飼料
OG会社説明会

学部3年生、修士1年生 オンライン
（株）JA西日本くみあい飼料
採用

会社概要、品質管理課の業務説明、
質疑応答など

古屋教授

令和3年2月20日（土） 14:00～14:30 （株）坂元醸造　会社説明会 学部3年生、修士1年生 オンライン （株）坂元醸造 歴史・製法や各部署の紹介 竹川教授

令和2年12月3日（木） 13:00～16:30 インターンシップ 主に学部3年生・修士1年生
ウエスト5号館
330講義室

日本ピュアフード（株）
会社説明・筆記選考・工場ツアー（オンライン）
・商品試作体験など

令和2年11月 就職模擬面接 修士1年生
修士1年生を対象に就職模擬面接の受講希望者を
募ったが、希望者がいなかったため実施しなかっ
た。

日時

令和２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2年11月10日（水）・11日（木）
九州大学大学院 総合理工学府 WEB業
界・企業研究セミナー

総理工　・修士１年生 オンライン 申し出のあった企業担当者 企業担当者による業務紹介
筑紫地区事務部教務課学生支
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

令和2年11月20日（金）
13:00～14:30
15:00～16:30

西日本旅客鉄道(株) 総理工　・修士１年生 JR西日本 OB/OG OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和2年11月5日(木)　 15:00～16:00 日鉄エンジニアリング（株） 総理工　・修士１年生
日鉄エンジニアリング（株）
OB/OG

OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和2年12月10日(木) 15:00～16:30　　　　　 ヤマハ発動機(株) 総理工　・修士１年生 ヤマハ発動機（株）OB/OG OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和2年12月14日（月） 10:00～11:00 トヨタ自動車九州（株） 総理工　・修士１年生
トヨタ自動車九州（株）
OB/OG

OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和2年12月16日(水) 14:15～15:45 マツダ（株） 総理工　・修士１年生 マツダ（株）OB/OG OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和2年12月18日（金） 15:00～17:00 日鉄ケミカル＆マテリアル(株) 総理工　・修士１年生
日鉄ケミカル＆マテリアル
（株）　OB/OG

OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和2年12月21日（月） 15:00～16:00 トヨタ自動車九州（株） 総理工　・修士１年生女子
トヨタ自動車九州（株）
OB/OG

OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和2年12月22日(火) 15:00～16:00 三菱ケミカル(株) 総理工　・修士１年生 三菱ケミカル（株）OB/OG OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和2年12月22日(火） 16:00～17:00 日本製鉄(株) 総理工　・修士１年生 日本製鉄(株)　OB/OG OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和2年12月24日(木) 15:00～16:30　　　　　 ヤマハ発動機（株） 総理工　・修士１年生 ヤマハ発動機（株）OB/OG OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和3年1月19日(金) 16:30～18:00 日産自動車（株） 総理工　・修士１年生女子 日産自動車（株）OB/OG OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

日時

日時

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況



令和3年1月20日（水） 18:00～18:40 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 量子プロセス専攻事務室

令和3年1月22日(金) 16:00～17:00 JFEエンジニアリング（株） 総理工　・修士１年生
JFEエンジニアリング（株）
OB/OG

OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和3年2月9日（火） 16:00～17:00 (株)神戸製鋼所 総理工　・修士１年生 (株)神戸製鋼所 OB/OG OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和3年3月3日（水） 9:15～9:45 マツダ（株） 総理工　・修士１年生 マツダ（株） OB/OG OB/OGによる業務紹介 量子プロセス専攻事務室

令和2年11月19日（木） 15:30～17:00 専攻就職説明会 修士１年および博士２年 オンライン（Teams） 就職担当による説明会

令和2年11月25日（水） 15:30～17:00 OB・OG訪問 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） DOWAホールディングス（株） OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和2年12月7日（月） 15:00～17:00 OB・OG座談会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） （株）デンソー OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和2年12月10日（木） 13:30～14:30 OB交流会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom）
（株）ノリタケカンパニーリミ
テド

OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和2年12月14日（月） 10:00～11:00 OB座談会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） トヨタ自動車九州（株） OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和2年12月16日（水） 16:30～17:30 OB訪問 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） 三井金属鉱業（株） OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和2年12月21日（月） 15:00～17:00 OB・OG座談会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） （株）デンソー OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和2年12月22日（火） AM OB・OG訪問 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） 三菱重工グループ OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和2年12月22日（火） PM OB・OG訪問 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） 三菱重工グループ OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和2年12月22日（火） 15:00～16:00 OB座談会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） トヨタ自動車九州（株） OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年1月12日（火） 15:00～17:00 OB・OG座談会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） （株）デンソー OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年1月20日（水） 13:00～14:00 OBセミナー 修士１年および博士２年 オンライン（Teams） 帝人（株） OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室



令和3年1月21日（木） 15:00～16:00 OB訪問会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） （株）神戸製鋼所 OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年1月21日（木） 15:30～17:00 OB訪問 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） 三菱電機（株） OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年1月22日（金） 15:00～16:30 OB・OG座談会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） 住友理工（株） OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年1月26日（火） 16:00～17:30 OB訪問 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） トヨタ車体（株） OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年1月28日（木） 15:00～16:00 OB訪問会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） （株）神戸製鋼所 OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年2月2日（火） 15:30～17:00 OB訪問 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） 三菱電機（株） OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年2月9日（火） 15:00～16:00 OB訪問会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） （株）神戸製鋼所 OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年2月12日（金） 15:00～16:00 OB座談会 修士１年および博士２年 オンライン（Zoom） ダイキン工業（株） OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年2月15日（月） 16:00～17:00 OB相談会 修士１年および博士２年 オンライン（Teams） （株）IHI OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和3年3月3日（水） 16:00～17:00 OB相談会 修士１年および博士２年 オンライン（Teams） （株）IHI OB・OGによる業務紹介 物質理工学専攻事務室

令和2年10月8日(木) 15:00～16:00 進路ガイダンス 専攻修士一年生・博士二年生 筑紫ホール 就職担当教授
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

先端エネルギー理工学専攻事
務室

1月中旬～下旬 13:00～17:00 個人進路面談（一回目） 専攻修士一年生・博士二年生 H棟2階　204号講師室 就職担当教授 学生との個人面談（1人20分）
先端エネルギー理工学専攻事
務室

2月随時
就職担当教授と調整した
時間帯

個人進路面談（二回目） 専攻修士一年生・博士二年生 H棟2階　204号講師室 就職担当教授 学生との個人面談（1人20分）
先端エネルギー理工学専攻事
務室

令和2年11月5日(木)　 14:00～15:00 企業訪問，会社説明 主に修士一年生 オンライン ウシオ電機（株）
就職担当教授への説明および
学生への業界の特徴・業務内容説明等

先端エネルギー理工学専攻事
務室

令和2年12月21日（月） 10:30～11:00 企業訪問，会社説明 主に修士一年生 オンライン （株）クボタ
就職担当教授への説明および
学生への業界の特徴・業務内容説明等

先端エネルギー理工学専攻事
務室

令和2年12月21日（月） 17:30～18:30 企業訪問，会社説明 主に修士一年生 オンライン 本田技研工業（株）
就職担当教授への説明および
学生への業界の特徴・業務内容説明等

先端エネルギー理工学専攻事
務室



令和2年12月22日(火) 16:00～16:30 企業訪問，会社説明 主に修士一年生 オンライン 三菱電機（株）
就職担当教授への説明および
学生への業界の特徴・業務内容説明等

先端エネルギー理工学専攻事
務室

令和2年12月24日(木) 16:00～16:45 企業訪問，会社説明 主に修士一年生 オンライン JR東海
就職担当教授への説明および
学生への業界の特徴・業務内容説明等

先端エネルギー理工学専攻事
務室

令和2年12月25日(金) 13:00～13:45 企業訪問，会社説明 主に修士一年生 オンライン J-power
就職担当教授への説明および
学生への業界の特徴・業務内容説明等

先端エネルギー理工学専攻事
務室

令和3年1月20日（水） 14:00～16:30 企業訪問，会社説明 主に修士一年生 オンライン JFEスチール（株）
就職担当教授への説明および
学生への業界の特徴・業務内容説明等

先端エネルギー理工学専攻事
務室

令和3年1月21日(木) 17:00～18:00 企業訪問，会社説明 主に修士一年生 オンライン 東京エレクトロン（株）
就職担当教授への説明および
学生への業界の特徴・業務内容説明等

先端エネルギー理工学専攻事
務室

令和3年1月26日(火) 13:00～14:00 企業訪問，会社説明 主に修士一年生 オンライン （株）神戸製鋼所
就職担当教授への説明および
学生への業界の特徴・業務内容説明等

先端エネルギー理工学専攻事
務室

令和3年2月19日(金) 10:00～10:45 企業訪問，会社説明 主に修士一年生 オンライン 三菱重工業（株）
就職担当教授への説明および
学生への業界の特徴・業務内容説明等

先端エネルギー理工学専攻事
務室

随時
就職担当教授と調整した
時間帯

就職担当教授と
企業担当者との面談

主に修士一年生について オンライン 申し出のあった企業担当者 企業人事担当者と就職担当教授が面談 就職担当教授

令和2年10月5日（月）
～11月20日（金）

講義終了後等、講義に支
障のない時間

インターンシップ案内 主に専攻修士１年生 オンライン（Teams、Zoom） 総理工卒業生および人事担当者 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

令和2年10月5日（月）
～令和3年4月27日
（火）

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 オンライン（Teams、Zoom）
総理工・専攻卒の会社説明会担
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

令和2年11月26日（木） 13:00～15:00 専攻就職ガイダンス 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

令和3年1月7日（木） 13:00～17:00 就職指導個別面談 専攻修士1年生
就職担当教授室
（F棟202室）

専攻就職担当教授
就職面談（事前提出させている身上書にある就職希望先
企業の確認等々）

環エネ専攻事務室

令和3年1月8日（金） 13:00～14:00 就職指導個別面談 専攻修士1年生
就職担当教授室
（F棟202室）

専攻就職担当教授
就職面談（事前提出させている身上書にある就職希望先
企業の確認等々）

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 専攻修士１年生、博士３年 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

令和2年10月16日（金） 15:00～15:30 大海専攻就職説明会 専攻修士1年生・M１G30 オンライン（Zoom） 専攻就職担当教授（胡教授）
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の案内等

専攻事務室

令和2年12月3日（木） 進路希望調査 専攻修士1年生・M１G30 メール 専攻就職担当教授（胡教授） 進路についてのアンケート調査 専攻事務室



令和3年1月28日（木） 13：00～17：00 就職面談（個別） 専攻修士1年生・M１G30 オンライン（Zoom） 専攻就職担当教授（胡教授） 就職面談・進路希望調査 専攻事務室

令和3年2月2日（木） 10：00～17：00 就職面談（個別） 専攻修士1年生・M１G30 オンライン（Zoom） 専攻就職担当教授（胡教授） 就職面談・進路希望調査 専攻事務室

随時 随時 就職面談（個別） 専攻修士1年生・M１G30 対面、zoom、電話等
専攻就職担当教授（胡教授・杉
原教授）

個別就職相談 専攻事務室

随時 随時 会社説明会（各種） 専攻修士1年生・M１G30 オンライン（Zoom） 各企業担当者 会社および業務内容説明、質疑応答等 専攻事務室



【統合新領域学府】

令和２年度　部局独自の就職支援取組状況

実施なし
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