
令和３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4年2月15日（火） 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 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

・就職活動について

共創学生係

日時



令和３年度　部局独自の就職支援取組状況

【文学部・人文科学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

令和3年11月24日（水） 17:00～18:00 九州大学文学部　就職支援セミナー
九州大学文学部、九州大学大学院人

文科学府学生及び同卒業（修了）者
Microsoft Teamsによるオンライン 福岡県青少年育成県民会議会長

就職セミナー

人事の現場担当者がコロナ禍の時代の就

活ポイントについて話す。

九州大学文学部・

同窓会

令和3年12月1日（水） 17:00～18:00 九州大学文学部　就職支援セミナー
九州大学文学部、九州大学大学院人

文科学府学生及び同卒業（修了）者
Microsoft Teamsによるオンライン 福岡市

企業紹介& フリートーク

担当者による企業紹介のあと、参加者と

フリートークを行う。

九州大学文学部・

同窓会

令和3年12月1日（水） 18:00～19:00 九州大学文学部　就職支援セミナー
九州大学文学部、九州大学大学院人

文科学府学生及び同卒業（修了）者
Microsoft Teamsによるオンライン 九州電力

企業紹介& フリートーク

担当者による企業紹介のあと、参加者と

フリートークを行う。

九州大学文学部・

同窓会

令和3年12月8日（水） 17:00～18:00 九州大学文学部　就職支援セミナー
九州大学文学部、九州大学大学院人

文科学府学生及び同卒業（修了）者
Microsoft Teamsによるオンライン 明治安田生命

企業紹介& フリートーク

担当者による企業紹介のあと、参加者と

フリートークを行う。

九州大学文学部・

同窓会

令和3年12月8日（水） 18:00～19:00 九州大学文学部　就職支援セミナー
九州大学文学部、九州大学大学院人

文科学府学生及び同卒業（修了）者
Microsoft Teamsによるオンライン 福岡銀行

企業紹介& フリートーク

担当者による企業紹介のあと、参加者と

フリートークを行う。

九州大学文学部・

同窓会

令和3年12月15日（水） 17:00～18:00 九州大学文学部　就職支援セミナー
九州大学文学部、九州大学大学院人

文科学府学生及び同卒業（修了）者
Microsoft Teamsによるオンライン 福岡県

企業紹介& フリートーク

担当者による企業紹介のあと、参加者と

フリートークを行う。

九州大学文学部・

同窓会

令和3年12月15日（水） 18:00～19:00 九州大学文学部　就職支援セミナー
九州大学文学部、九州大学大学院人

文科学府学生及び同卒業（修了）者
Microsoft Teamsによるオンライン 西日本新聞社

企業紹介& フリートーク

担当者による企業紹介のあと、参加者と

フリートークを行う。

九州大学文学部・

同窓会

令和3年12月22日（水） 18:00～19:00 九州大学文学部　就職支援セミナー
九州大学文学部、九州大学大学院人

文科学府学生及び同卒業（修了）者
Microsoft Teamsによるオンライン (株)麻生

企業紹介& フリートーク

担当者による企業紹介のあと、参加者と

フリートークを行う。

九州大学文学部・

同窓会

【地球社会統合科学府】

実施なし

日時



令和３年度　部局独自の就職支援取組状況

【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3年6月10日（木） 16:40〜18:10
 令和3年度第1回教育学部

キャリア研究セミナー

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）

オンライン 株式会社J2コーポレーション

第1回「教育業界で新規事業を創造(イノベーションする」セミナー概要:新規事

業をイノベーションしてきた視点 での資料を基にマーケティングから教育コン

テンツの構築、販売促進までのストーリーとイノベーション視点をお 伝えしま

す。ECCではプロフィールにもありますようにキッズインワールドと個別指導

塾ベストワンを創設しま した。両方共で総額40億規模になります。「教育」を

仕事にすることの魅力ややり甲斐、イノベーション人材を育 てる際に考えてき

たこと、をざっくばらんにお話します。

教育学部　教授

木村拓也

令和3年6月24日（木） 16:40〜18:10
 令和3年度第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）

オンライン JICA

第2回「開発途上国の「国創り」という仕事」セミナー概要:国際協力機構

(JICA)は、日本の政府開発援助(ODA)を一 元的に実施する機関とし て、世界約

150の国・地域に対し、教育、保健医療、都市開発、環境保全、平和構築 等、

様々な分野での課題解決に取り組んでいます。⺠間企業も世界各地で様々な事

業を展開 する中JICAのような公的機 関が担う役割、JICAの開発途上国の課題

解決への取り組 み、 開発途上国を舞台にした仕事の醍醐味・キャリアパス 等

について、講師のタイやフィリ ピンでの海外駐在経験等も交え、ざっくばらん

にお話します。

教育学部　教授

木村拓也

【人間環境科学府】

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3年4月8日（木） 15:00〜15:30 進路ガイダンス 修士課程・専門職学位課程1/2年 イースト館1階E-B112
人間環境学府実践臨床心理学専

攻長

臨床心理士・公認心理師受験に向けて/修了生の進路先/公務員試験に向けて/就

職先の探し方/博士後期課程進学に向けて

実践臨床心理学

専攻専攻長

令和3年11月2日（火） 14:00~15:00

2023卒向け就活イベント

（株）IHI　オンライン座談

会

主に学部3年生・修士1年生 オンライン IHI 知るカフェのサービス「Online Meet UP」を利用した少人数制の座談会
実践臨床心理学

専攻専攻長

令和3年9月19日（日） 13:00〜16:00
 「心理学の多様なキャリア

パス：近道？回り道？」
学部1-4年生・修士1-2年生 オンライン

肥前精神医療センター臨床研究

部客員研究員

大阪大学人間科学研究科助教

日本大学経済学部専任講師

産業能率大学准教授

公開シンポジウム
実践臨床心理学

専攻専攻長

日時

日時



令和３年度　部局独自の就職支援取組状況

【法学部（府）】
実施なし

【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3年4月11日（日） 16:00～17:30

法科大学院新入生のための

キャリアガイダンス

（福岡大学法科大学院との共催）

法科大学院新入生 オンライン(ZOOM)
株式会社CFO本部

就活の基本とキャリアデザイン 法科大学院事務室

令和3年4月21日（水） 18:30～30:30 出前講座 法科大学院生・修了生 オンライン(ZOOM)
弁護士２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3年6月3日（木） 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

弁護士３名
事務所説明会 法科大学院事務室

令和3年6月25日（金） 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３名
事務所説明会 法科大学院事務室

令和3年11月2日（火） 14:0～17:15 九州大学LSガイダンス

ＬＳ卒業生であり，

かつ，令和３年司法試験合格者

九州大学ＬＳ在学生

福岡高等検察庁1階

会議室
教官３名 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

(司法研修所検察教官室)

令和3年11月29日（月）

参加者ゼロのため開催中止
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(Webex)

法テラス

弁護士１名

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4年2月8日（火） 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

日時



令和３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３年度　部局独自の就職支援取組状況

【文系全体】

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5月27日（木） 12:10～12:50 インターンシップ直前期講座 文系学部3年生・院1年生 オンライン(ZOOM) 株式会社リクルート 参加までの流れやプログラムの選び方を解説
九州大学　人文社会科学系事務部

学生課　学務支援係

令和3年5月28日（金） 12:10～12:50 インターンシップ直前期講座 文系学部3年生・院1年生 オンライン(ZOOM) 株式会社リクルート 自己分析・企業研究の重要なハウツーを解説
九州大学　人文社会科学系事務部

学生課　学務支援係

日時



令和３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

令和3年5月19日（水）

令和3年5月26日（水）
10:00～11:00

WEB会社説明会＆先輩との懇

談会
主に学部4年生・修士2年生 ＷＥＢ開催 日立ハイテクフィールディング WEB会社説明会＆先輩との懇談会 不明

希望に合わせて

随時開催
企業個別説明会 主に学部4年生・修士2年生 ＷＥＢ開催 システムサービス 会社説明 システムサービス採用担当

令和3年12月17日

（金）
11:00～15:30 OB,OG就活相談会 主に学部3年生・修士1年生

ウエスト1号館

D314講義室
NEC(日本電気株式会社)

ICT業界の概観/働き方ご紹介（10分程度）、社員1名

対 学生数名での相談会（20分程度）
NEC(日本電気株式会社)

令和4年1月21日（金） 14:30～15:30 オンラインOB訪問 主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 三菱スペース・ソフトウエア OBによるオンラインOB訪問
三菱スペース・ソフトウエ

ア

令和4年1月20日（木）

令和4年1月24日（月）

令和4年1月25日（火）

13:00～13:50

14:00～14:50
OBOG交流会 主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 日産自動車株式会社 OBOG交流会 日産自動車株式会社

令和4年1月28日（金）
11:00～12:00

17:00～18:00
OB・OG交流会 主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 NEC(日本電気株式会社)

NEC オンラインOB・OG交流会

NECの事業の紹介,九大OB・OG社員の仕事紹介,Q&A,

今後のイベントのお知らせ

NEC(日本電気株式会社)

令和4年2月8日（火）

令和4年3月3日（木）
13:00～15:00 リクルーター主催セミナー 主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 パナソニック株式会社

会社や仕事内容についての紹介、各ブースに分かれて、

各事業会社のリクルーターとの懇談会
パナソニック株式会社

令和4年1月26日（水） 17:00～18:00

九大理系女子学生向け九大

OGとのオンラインイベント

企画

主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 日産自動車株式会社
九大理系女子学生向け九大OGとのオンラインイベント

企画
日産自動車株式会社

令和4年2月18日（金） 15:00～16:00 OB・OG仕事紹介セミナー 主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 株式会社ブリヂストン
・現在の仕事内容、自身の就職活動を振り返ってのアド

バイス、質疑応答　など
株式会社ブリヂストン

令和4年2月11日（金）

令和4年2月19日（土）
13:00～14:30 OBOG懇談会 主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 (株)日立製作所

イントロダクション（当日の流れ等）、.日立の会社概

要、自己紹介 (ＯＢ.ＯＧ)、座談会
(株)日立製作所

令和4年2月7日（月）

令和4年2月21日（月）

令和4年2月25日（金）

18:00～19:30

15:00～17:00

13:30～15:30

OBOGによる業界セミナー 主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 三菱電機株式会社
総合電機メーカー業界概要(当社事業内容中心)、技術系

業務概要、就職活動お悩み相談：15分程度
三菱電機株式会社

令和4年2月18日（金）
11:00～12:00

17:00～18:00
OB・OG交流会 主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 NEC(日本電気株式会社)

NECの紹介、就活の概要説明とアドバイス、OB・OGと

の交流会、今後のイベントのお知らせ
NEC(日本電気株式会社)

令和4年3月5日（土）

令和4年3月6日（日）
9:30～12:30

第1回　物理・地惑学生向け

Zoom懇談会
主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 (株)日立製作所

学生の皆様からご自身の「志望分野、職種、研究内容

等」をお話し頂くのと、それを踏まえた懇談
(株)日立製作所

令和4年3月7日（月）

令和4年3月9日（月）

令和4年3月25日（金）

13:30～15:00

15:00～17:00

15:00～17:00

九大OB技術者による会社説

明会
主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 三菱電機株式会社

三菱電機の概要，採用についての説明(20分)、各拠点紹

介、質疑応答、個別相談対応
三菱電機株式会社

日時

物

理

学

科

物

理

学

専

攻



令和4年3月4日（金） 14:30～17:30 オンライン座談会 主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 日産自動車株式会社

若手社員・就活相談、ざっくばらん部屋(給料事情な

ど、飲み会のような雰囲気)、業務紹介部屋(部署を迷う

人の相談や、業務の紹介)、リケジョ部屋(福利厚生など

が聞ける女子会)

日産自動車株式会社

令和4年3月12日（土）

令和4年3月13日（日）
9:30～12:30

第2回　物理・地惑学生向け

Zoom懇談会
主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 (株)日立製作所

学生の皆様からご自身の「志望分野(マッチング先)、職

種、研究内容　等」をお話し頂くのと、それを踏まえた

懇談 

(株)日立製作所

令和4年3月30日（水） 13:30～14:30 OBOG交流会 主に学部3年生・修士1年生 ＷＥＢ開催 日産自動車株式会社

選考プロセスの詳細説明（推薦・自由・必要な資格（英

語）・面接内容・日程など）、各部署の簡単な業務内容

の説明、 理学・材料系出身学生の活躍例

日産自動車株式会社

令和3年10月1日（金） 15:00～17:30 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
情報理学コース

教務事務室

令和3年11月8日（月）
13:00～

14:30

第2回進路説明会・

第1回就職セミナー
主に学部４年生 オンライン

進路指導担当教授・

キャリアコンサルタント
進路指導担当教授による就職・進学に関する説明会

情報理学コース

教務事務室

令和3年12月17日、20

日、22日

9:00～

17:00
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

情報理学コース

教務事務室

令和3年11月～

令和4年6月末

随時 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
情報学部門

主任秘書

令和4年2月18日、

21日、24日、25日

9:00～

16:00
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

情報学部門

主任秘書

令和4年3月1日以降 随時 企業説明会 主に学部３年生 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

情報理学コース

教務事務室

令和3年10月29日(金) 12:15～12:45 就職説明会 主に学部3年生・修士1年生 W1-B314講義室 就職担当教員　中野教授
資料をもとに2023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。
中野教授

令和3年11月22日(月) 15:15～17:00 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 W1-A919化学会議室 日本製鉄株式会社
卒業生2名が来学し、対面での会社説明・質疑応答を行

う。
中野教授

令和3年12月10日(金) 15:00～ 業務説明会 主に学部3年生・修士1年生 W1-A1011情報学習プラザ 原子力規制庁
卒業生1名が来学し、対面での会社説明・質疑応答を行

う。
中野教授

令和3年12月15日(水)　　令和4年1月26日(水)　　令和4年2月7日(月)13:30～15:00 WEB会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 WEB 日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 卒業生による会社説明、質疑応答などをZoomで行う。 中野教授

令和3年12月15日(水) 15:30～17:00 オンライン母校訪問 主に学部3年生・修士1年生 WEB 日鉄テクノロジー株式会社 卒業生による会社説明、質疑応答などをZoomで行う。 中野教授

令和3年12月16日(木)

令和4年1月7日(金)

令和4年2月9日(水)

13:00～

15:00～

16:00～

オンラインOB訪問会 主に学部3年生・修士1年生 WEB 株式会社日本触媒 卒業生による会社説明、質疑応答などをZoomで行う。 中野教授
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令和3年12月17日(金) 14:00～15:00 オンライン説明会 主に学部3年生・修士1年生 WEB JX金属株式会社
卒業生による会社説明、質疑応答などをMicrosoft

Teamsで行う。
中野教授

令和3年12月20日(月) 13:00～13:50 業務説明会 主に学部3年生・修士1年生 WEB 特許庁
卒業生による特許庁の業務説明、質疑応答などを

Microsoft Teamsで行う。
中野教授

令和3年12月21日(火) 13:30～14:30 OB訪問相談会 主に学部3年生・修士1年生 W1-B315講義室 三菱ケミカル株式会社
卒業生1名が来学し、対面での会社説明・質疑応答を行

う。
中野教授

令和4年1月13日(木) 13:00～14:00 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 WEB JSR株式会社
卒業生による会社説明、質疑応答などをMicrosoft

Teamsで行う。
中野教授

令和4年1月18日(火) 14:00～15:00 OBによるWEB研究室訪問 主に学部3年生・修士1年生 WEB 三菱マテリアル株式会社
卒業生による会社説明、質疑応答などをMicrosoft

Teamsで行う。
中野教授

令和4年1月24日(月) 15:00～16:00 会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 WEB
東洋インキSCホールディングス株

式会社
卒業生による会社説明、質疑応答などをZoomで行う。 中野教授

令和4年1月28日(金) 14:00～16:00 就職セミナー 主に学部3年生・修士1年生 WEB エヌ・イーケムキャット株式会社 卒業生による会社説明、質疑応答などをZoomで行う。 中野教授

令和4年2月1日(火) 16:00～17:00 オンラインOB訪問会 主に学部3年生・修士1年生 WEB JFEケミカル株式会社
卒業生による会社説明、質疑応答などをMicrosoft

Teamsで行う。
中野教授

令和4年2月2日(水)　　　令和4年2月9日(水)　　令和4年2月18日（金）　　令和4年2月22日（火）10:00～11:00～13:00～14:00～15:00～16:00～会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 WEB 明成化学工業株式会社
卒業生による会社説明、質疑応答などをオンラインで行

う。
中野教授

令和4年2月24日(木) 13:00～14:00 オンライン座談会 主に学部3年生・修士1年生 WEB 武田薬品工業株式会社
卒業生による会社説明、質疑応答などをMicrosoft

Teamsで行う。
中野教授

令和4年2月25日(金)
13:00～

15:00～
会社説明会 主に学部3年生・修士1年生 WEB 大日本印刷株式会社

卒業生による会社説明、質疑応答などをMicrosoft

Teamsで行う。
中野教授

随時 WEB説明会 学部4年生、修士2年生 オンライン（Zoom） 株式会社エイジェック 会社説明会 株式会社エイジェック

随時 WEB説明会 学部4年生、修士2年生 オンライン モラブ阪神工業 会社説明会 モラブ阪神工業

8/28，29 11:00-18:00 化学系企業 学部3年生、修士1年生 オンライン（Zoom）

旭化成、住友金属鉱山、日油、キャ

タラー、日本ペイントホールディン

グス、日産化学、大陽ホールディン

グス、DIC,日本新薬ｌコーセー

会社説明会

随時 会社説明会 学部3，4年、修士1.2.年 オンライン 株式会社リバネス 会社説明会 株式会社リバネス
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9/30 13:30-15:00 会社説明会 学部3年生、修士1年生 コスモエネルギーホールディングス 会社説明会

10/13.14.15.18.19 16:00-20:10
OB.OGによるオンライン説明

会
オンライン 会社説明会

10/31.31 11:00-18:00 会社説明会 学部3年生、修士1年生 オンライン（Zoom）

日本曹達、宇部興産、東ソー、信越

化学工業、花王、BASFジャパン、

富士フィルムほか

会社説明会

随時 会社説明会 学部4年生、修士2年生 オンライン 株式会社IADJ 会社説明会 株式会社IADJ

10/23.30 会社説明会 オンライン
東京電力ホールディングス、関西電

力、中部電力、電源開発、ほか
会社説明会

11/8 17:00 会社説明会 学部3年生、修士1年生 対面 JOGMEC 会社説明会 JOGMEC

12/14 オンライン交流会 オンライン トヨタ自動車九州 オンライン交流会 トヨタ自動車九州

12/15 16:00-17:30 説明会 オンライン（Webex） 農林水産省 地質系学生への説明会 農林水産省

1/14、1/28 13:00-15:20 OB訪問 オンライン 太平洋セメント株式会社 地質系学生の方へ業務紹介 太平洋セメント株式会社

1/20.24.25 OBOG交流会 オンライン（Teams） 日産自動車 OBOG交流会 日産自動車

2/24.3/15 13:00-14:30 会社説明会 オンライン（Zoom） 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

1/28
11:00-

17:00-
OBOG交流会 学部3年生、修士1年生 オンライン NEC OBOG交流会 NEC

2/11，2/19 13:00-14:30 OBOG座談会 学部3年生、修士1年生 オンライン（Zoom） 日立製作所 OBOG座談会 日立製作所

3/1 14:00-16:00 会社説明会 オンライン（Zoom） 情報通信研究機構 会社説明会 情報通信研究機構
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2021/10/28 15:00-16:00 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、 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

【システム生命科学府】
実施なし



令和３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3年9月27日（月） 13:30～15:00 実習＆就活マナー講座 3年生（看護） 遠隔講義 （株）マイナビ 実習＆就活マナー講座 学務課保健学学生係

令和3年9月28日（火） 13:30～15:00 ストレス耐性を身につけるには 3年生（看護） 遠隔講義 （株）マイナビ ストレス耐性を身につけるには 学務課保健学学生係

令和3年9月29日（水） 13:30～15:00 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

令和3年10月20日（水） 16:40～18:10 自己分析講座 3年生（放射・検査） 遠隔講義 （株）マイナビ 自己分析講座 学務課保健学学生係

令和3年10月27日（水） 16:40～18:10 エントリーシート講座 3年生（放射・検査） 遠隔講義 （株）マイナビ エントリーシート講座 学務課保健学学生係

令和3年11月10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11月24日（水） 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12月1日（水） 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4年3月23日（水） 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4年3月23日（水） 13:30～15:00 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

日時



令和３年度　部局独自の就職支援取組状況

【歯学部（府）】
実施なし



令和３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3年12月14日（火） 10:00～13:00 薬系企業フォーラム 修士1年生・学部5.6年生
コラボステーションⅠ

視聴覚ホール
シミック・十全化学・日本新薬・塩野義製薬

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

尾崎省吾先生

令和4年1月14日（金） 9:00～16:00 薬系企業フォーラム 修士1年生・学部5.6年生
コラボステーションⅠ

視聴覚ホール

旭化成・ノバルティスファーマ・科研製薬・ナード研

究所・熊本県庁・田辺三菱製薬・JSR・ニプロ

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

尾崎省吾先生

令和4年2月4日（金） 9:00～13:00 薬系企業フォーラム 修士1年生・学部5.6年生
コラボステーションⅠ

視聴覚ホール
大正製薬・福岡市役所・大塚製薬・特許庁・宇部興産

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

尾崎省吾先生

日時



令和３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3月1日以降

(令和3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 オンラインにて実施

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

電情・シス情

教務事務室
電情・シス情

令和3年10月～令和3年11月 進路説明会 主に学部3年生・修士1年生 オンラインにて実施 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
電情・シス情

教務事務室
電情・シス情

令和3年12月～令和4年3月 学生面談 主に学部3年生・修士1年生 オンラインにて実施 進路指導担当教授 進路指導担当教授による個別面談
電情・シス情

教務事務室
電情・シス情

令和3年11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

各キャリアコンサル

タント
電情・シス情

令和3年12月3日(金) 15:15～17:15 就職説明会 主に学部3年生・修士1年生
ウエスト4号館2Ｆ

工学部中講義室

令和3年度就職担当教授

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 主に学部4年生・修士2年生 W4-643，メール，電話
令和4年度就職担当教授

宗藤伸治
個別相談

令和4年度就職担当

教授　宗藤伸治
材工

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3年10月1日(金) 15:00～17:00 就職説明会 修士1年生・博士2年生 西講義棟　第2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3年12月16日(木) 13:00～14:00 就職説明会 修士1年生 teamsを用いたオンライン 就職担当教員 就職活動のガイダンス 化工

令和4年1月5日(水) 13:00～14:00 就職説明会 学部3年生 teamsを用いたオンライン 就職担当教員 就職活動のガイダンス 化工

令和4年1月14日(金) 16:30～17:30 就職説明会 学部3年生 teamsを用いたオンライン 就職担当教員 就職活動のガイダンス 化工

令和4年2月3日(木) 15:00～17:00
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
teamsを用いたオンライン 三菱ｹﾐｶﾙ(株)、ニプロ(株) 卒業生を招いて講演会 化工

令和4年2月4日(金) 13:30～18:00 就職相談個人面談 学部3年生・修士1年生 teamsを用いたオンライン 就職担当教員 就職活動支援、相談 化工

令和3年4月23日(金)
12:00～12:50

16:40～17:20

機械系学生向け

就活スタートアップガイダン

ス

学部3年生・修士1年生 オンライン リクルートキャリア社

・現在の就職環境

・理系学生に企業が求めること

・今からできる準備

工学部機械系事務室 機械

日時



令和3年5月7日(金)
12:00～12:50

16:40～17:20

機械系学生向け

インターンシップ準備講座
学部3年生・修士1年生 オンライン リクルートキャリア社

インターンシップ選考準備

　ES・WEB面接対策など
工学部機械系事務室 機械

令和3年10月28日(木) 16:30～18:00
機械系学生向け

就活スタートアップ講座
学部3年生・修士1年生 オンライン リクルートキャリア社

進路選択や今後の流れ

企業研究のポイント等
工学部機械系事務室 機械

令和3年11月4日(木) 13:00～13:40 進路説明会 学部3年生 オンライン 就職担当教授
進路選択や今後の流れ

推薦応募について
工学部機械系事務室 機械

令和3年11月8日(月) 16:40～17:20 進路説明会
修士1年生・

受講希望の博士学生
オンライン 就職担当教授

進路選択や今後の流れ

推薦応募について
工学部機械系事務室 機械

令和3年11月12日(金) 16:30～18:00
機械系学生向け

ES対策講座
学部3年生・修士1年生 オンライン リクルートキャリア社

各種設問のポイント

OpenESの活用法について
工学部機械系事務室 機械

令和4年1月～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 オンライン会場 各社リクルーター 会社説明会 航空

令和3年12月3日(金) 14:30～14:50
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12月14日(火) 13:00～

量子物理工学専攻/エネル

ギー量子工学専攻

就職説明会

主に修士1年生・博士2年生 W2-821号室 専攻長主催
量子物理/エネ量としての流れを説明

希望調書配付
エネ

令和4年1月末～2月中 10:00～18:00

量子物理工学専攻/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 or 対面　等 専攻長主催 希望調書に基づき個別面談を実施 エネ

令和4年1月14日(金)～4月

26日(火)
就職相談会・説明会 主に修士1年生 エネ量ゼミ室他 専攻長等主催

エネ量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：原子燃料工業、アルバック・ファイ、グロー

バル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

エネ

令和4年1月31日, 2月1日 13:00～17:00 進路面談 修士1年生 ウエスト2号館6階614－1 教員・学生 進路相談、面談 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月3日(木) 13:00～17:00 進路面談 学部3年生 ウエスト2号館6階614－2 教員・学生 進路相談、面談 就職担当　後藤教授 海洋



令和3年12月9日(木) 13:00～15:30 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館3階321講義室 大島造船株式会社 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月9日(木) 13:00～15:30 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館3階320講義室 常石造船株式会社 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月9日(木) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館7階737号室 株式会社名村造船所 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月9日(木) 13:00～17:30 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館6階614-2 株式会社新来島サノヤス造船 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月9日(木) 13:00～17:30 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館7階736号室 株式会社JMUアムテック 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月9日(木) 13:00～17:30 就職向け業界説明会 学生全般 海上技術安全研究所 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月9日(木) 13:00～17:30 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館6階614－1 今治造船株式会社 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月16日(木) 15:40～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館7階737号室 ジャパンマリンユナイテッド 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月16日(木) 15:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館3階320講義室 一般財団法人日本海事協会 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月16日(木) 15:40～17:30 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館3階321講義室 国土交通省 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月16日(木) 13:00～17:30 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館7階737号室 川崎汽船株式会社 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月16日(木) 13:00～15:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館6階614－1 福岡造船株式会社 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月16日(木) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館6階614-2 新来島ドック 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月6日(木) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館3階320講義室 川崎重工業 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月6日(木) 13:00～17:30 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館7階737号室 神戸製鋼所 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋



令和4年1月6日(木) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館7階737号室 日本サルベージ 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月13日(木) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館3階320講義室 ヤマハ発動機 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月13日(木) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館6階614－2 浅川造船 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月13日(木) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館7階737号室 日産自動車 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月13日(木) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館3階321講義室 コスモエコパワー 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月13日(木) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館7階737号室 関西設計 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月2日(水) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館3階320講義室 川崎重工業 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月2日(水) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館3階321講義室 大島造船所 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月2日(水) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館6階614－2 常石造船株式会社 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月4日(金) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館6階614－2 新来島サノヤス造船 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月4日(金) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館6階614－1 今治造船株式会社 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月4日(金) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館7階737号室 名村造船 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月4日(金) 13:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 ウエスト2号館7階737号室 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11月13日(土) 10:30～17:10 海事産業説明会 学生全般 オンライン 日本船舶海洋工学会 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月6日(月) 16:30～17:00 日立キャリアセミナー 学生全般 オンライン 株式会社日立製作所 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋



令和3年12月16日, 23日 10:00～15:30 OB/OGオンライン説明会 学生全般 オンライン 三菱重工グループ 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年12月27日,

令和4年1月17日
10:30～18:00

国土交通省海事系技術職員

WEB説明会
学生全般 オンライン 九州運輸局海上安全環境部 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月14日(金) 16:30～17:00 日立キャリアセミナー 学生全般 オンライン 株式会社日立製作所 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月26日(水) 17:00～18:00
九大理系女子学生向けイベン

ト
学生全般 オンライン 日産自動車 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月21日, 2月17日 16:30～17:30 神戸製鋼所機械系OB懇談会 学生全般 オンライン 神戸製鋼所 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月25日(火) 17:00～18:00 就職向け業界説明会 学生全般 オンライン 住友重機械工業株式会社 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年1月20(木), 21日(金) 17:30～19:00 OB懇談会 学生全般 オンライン HONDA 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月2日(水) 13:00～15:30 就職向け業界説明会 学生全般 Zoom 大島造船株式会社 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月4日(金) 17:10～18:30 就職向け業界説明会 学生全般 Zoom 日本郵船 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月8日(火) 17:00～18:00 就職向け業界説明会 学生全般 Zoom 常石造船株式会社 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月16日(水) 16:30～17:30 就職向け業界説明会 学生全般 Zoom 新来島サノヤス造船 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月18日(金) 16:30～17:30 就職向け業界説明会 学生全般 Zoom 新来島サノヤス造船 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月21日(月) 16:30～17:30 就職向け業界説明会 学生全般 Zoom 新来島サノヤス造船 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月7日, 8日 10:00～19:10 就職向け業界説明会 学生全般 オンライン 日立グループ合同セミナー 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年2月12日(土) 10:00～17:00 就職向け業界説明会 学生全般 オンライン 海洋開発業界セミナー 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋



令和4年2月22日, 3月24日 10:00～15:50 生産技術開発セミナー 学生全般 オンライン 日産自動車 会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年3月14, 15, 16日 13:00～17:00 オンライン採用説明会 学生全般 オンライン
国立研究開発法人日本原子力

研究開発機構
会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和4年3月10日(木) 11:00～12:00 zoom懇談会 学生全般 オンライン
国立研究開発法人日本原子力

研究開発機構
会社・業務紹介等 就職担当　後藤教授 海洋

令和3年6月15日(火) 12:00～13:30 進路選択ガイダンス 学部3年生 WEB 株式会社リクルート
・就職活動の準備について

・就職環境から考える修士卒と博士卒のキャリアパス

地球資源システム工

学部門事務室
資源

令和3年6月16日(水) 12:00～13:30 進路選択ガイダンス 修士1年生 WEB 株式会社リクルート
・就職活動の準備について

・就職環境から考える修士卒と博士卒のキャリアパス

地球資源システム工

学部門事務室
資源

令和3年11月19日(金) 16:30～17:30 業界セミナー 学部・修士・博士学生 ウェスト2号館603-1号室 JFミネラル株式会社 専攻ＯＢによる業務紹介等
ＪＦＥミネラル(株)

人事部
資源

令和3年11月29日(月) 16:30～17:30 会社説明会 学部・修士・博士学生 ウェスト2号館517号室
住友大阪セメント株式会社

人事部
会社概要説明、鉱産品事業概要説明、質疑応答

住友大阪セメント株

式会社　人事部
資源

令和4年1月14日(月) 16:30～17:30 石油業界紹介セミナー 学部・修士・博士学生 WEB
JAPEX石油資源開発株式会社

技術本部技術企画部

・石油開発事業の紹介

・地質学・地球物理学を応用した業務の説明

JAPEX石油資源開発

株式会社　技術本部

技術企画部

資源

令和4年1月25, 26日

2月4, 7, 9～11, 14～18, 21

～25日

15:00～

16:00～

金属資源ビジネスに関するセ

ミナー
修士・博士学生 WEB

三菱商事株式会社

金属資源本部付 戦略企画室
金属資源ビジネスに関するセミナー

三菱商事株式会社

金属資源本部付 戦略

企画室

資源

令和3年4月28日(水) 15:30~17:00
国家公務員試験面接・小論文

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 国家公務員試験受験者を対象に行う対策ゼミ 松田　泰治 土木

令和3年5月14, 17, 18日

10:30～

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318，319号室

オンライン
国家公務員試験1次試験受験者を対象に行う対策ゼミ 松田　泰治 土木

令和3年5月24日(月) 17:00～
国家公務員試験2次試験面

接・政策課題討議ゼミ
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 松田　泰治 土木

令和4年2月21日(月) 13:00~15:00 高速道路業界説明会 主に学部3年生・修士1年生 ウエスト３号館８１６号室 NEXCOグループ 業界説明会 安福　規之 土木

令和4年2月22日(火) 13:00~16:00
鉄道業界（JR)キャリア支援

講座
主に学部3年生・修士1年生 ウエスト３号館８１６号室 JR東日本 業界説明会 安福　規之 土木

令和4年3月7日(月)9日(水),

10日(木),3月14日(月)～18

日(金),25日(金)

10:00~17:00 土木系個別就職説明会 主に学部3年生・修士1年生
ウエスト２号館３１８～３１

９号室
鹿島建設ほか97社 会社説明会 安福　規之 土木



令和３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

令和3年4月19日(月) 18:30～20:00 オンライン企業説明会（会社紹介）
2022.3 卒予定

学部 4 年生・修士 2 年生
オンライン 株式会社ホープ

ホープの「自治体ビジネス」について

仕事内容について

芸術工学部

学務課学生係

令和3年6月23日(火) 18:30～19:30 東芝のデザインオンライン説明会 全学年 Teams 東芝

東芝のデザイン活動としてプロダクト、

UX、サービス、UI など様々なデザイン事

例を紹介

芸術工学部

学務課学生係

令和3年6月24日(木) 18:30～20:00
商品開発職パーソナルケアコースオン

ライン　夏季インターンシップ説明会
全学年 Ｚｏｏｍ ユニ・チャーム株式会社

商品開発職パーソナルケアコースオンライ

ン　　夏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3年7月15日(木) 18:30～20:00 オンライン企業説明会（会社紹介）
2022.3 卒予定

学部 4 年生・修士 2 年生
Teams ヤマハ発動機 会社紹介・質疑応答

芸術工学部

学務課学生係

令和3年10月6日（水） 18:30～ ポートフォリオ相談会 全学年 Teams 株式会社日本設計 ポートフォリオ相談会
芸術工学部

学務課学生係

令和3年12月1日（水) 18:30～ 業界研究会 全学年 Teams 株式会社リコー
業界研究会　デザイン業務・職場環境など

を分かりやすく説明

芸術工学部

学務課学生係

令和3年12月6日（月） 18:30～19:30
大橋キャンパス/インターンシップ説明

会
全学年 Ｚｏｏｍ 株式会社博展

企業説明・具体的な仕事内容の紹介・イン

ターンシップ説明会

芸術工学部

学務課学生係

令和3年12月7日（火） 18:30～19:30
JR西日本（建築）インターンシップ説

明会
全学年 Ｚｏｏｍ 西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本） JR西日本（建築）インターンシップ説明会

芸術工学部

学務課学生係

令和3年12月14日（火） 18:30～19:30
東芝のデザイン インターンシップ説明

会
全学年 Teams 株式会社東芝

東芝のデザイン活動としてプロダクト、

UX、サービス、UI など様々なデザイン事

例を紹介

芸術工学部

学務課学生係

令和3年12月20日（月） 18:30～

富士フイルム株式会社　デザインセン

ター　大橋キャンパス「インターン

シップ説明会」

学部3年生・修士1年生 Ｚｏｏｍ 富士フイルム株式会社

富士フイルム/富士フイルムビジネスイノ

ベーション合同デザイン研究会　事前説明

会

芸術工学部

学務課学生係

令和3年12月23日（木) 18:30～ 芸工生限定！オンライン会社説明会
2022.3 卒予定

学部 4 年生・修士 2 年生
Ｚｏｏｍ 岡家具工業株式会社 芸工生限定！オンライン会社説明会

芸術工学部

学務課学生係

令和4年2月15日（火） 18:30～20:00
NHKオンラインセミナー 音響デザイ

ナーの仕事とは
全学年 Teams NHKデザインセンター 音響デザイナーの仕事について説明

芸術工学部

学務課学生係

令和4年2月16日（水） 13:00～14:00 NTT研究所　業界研究セミナー 全学年 WebＥＸ NTT研究所 NTT研究所　業界研究セミナー
芸術工学部

学務課学生係

令和4年2月17日（木） 18:30～19:30
芸工卒業生がオンライン母校訪問を行

います
全学年 Teams 大日本印刷株式会社

芸工卒業生が会社概要や仕事内容、就職活

動の体験談などを紹介

芸術工学部

学務課学生係

日時



令和4年3月2日（水） 16:00～17:00 オンライン会社説明会 2023.3卒見込者 Ｚｏｏｍ タカラベルモント株式会社 オンライン会社説明会
工業設計学科

迫坪先生

令和4年3月3日（木） 13:00～15:00
パナソニックグループ　リクルーター

主催セミナー
2023.3卒見込者 Teams パナソニック株式会社 芸工生対象　会社紹介、卒業生の体験談

芸術工学部

学務課学生係

令和4年3月7日（月） 13:30～15:00 大橋キャンパス　企業説明会 2023.3卒見込者 Teams 株式会社プレック研究所 企業説明会
芸術工学部

学務課学生係

令和4年3月31日（木） 18:30～19:30 WEB学内説明会 2023.3卒見込者 オンライン 成友興業株式会社 WEB学内説明会
芸術工学部

学務課学生係



令和３年度　部局独自の就職支援取組状況

【総合理工学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

令和3年11月11日(木)・

12日(金)
16:40-19:00

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 Web対応 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

令和3年11月22日(月) 17:00～19:00 専攻・メジャー就職説明会 修士1年・博士2年生 オンライン（Zoom） 就職担当による説明会 藤野先生・橋爪先生

令和3年12月2日(木) 13:30～15:00 OB・OG座談会 修士1年・博士2年生 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

令和3年12月3日(金) 15:00～17:00 OB・OG座談会 修士1年・博士2年生 オンライン（Zoom） （株）デンソー OB・OGによる業務紹介

令和3年12月9日(木) 15:00～16:30 OB訪問 修士1年・博士2年生 オンライン（Zoom） DOWAホールディングス（株） OBによる業務紹介

令和3年12月9日(木) 16:00～17:00 OB・OG座談会 修士1年・博士2年生 オンライン（Teams） 帝人（株） OB・OGによる業務紹介

令和3年12月16日(木) 10:00～12:00 OB・OG座談会 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱重工業グループ OB・OGによる業務紹介

令和3年12月16日(木) 13:30～15:30 OB・OG座談会 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱重工業グループ OB・OGによる業務紹介

令和3年12月17日(金) 15:00～17:00 OB・OG座談会 修士1年・博士2年生 オンライン（Zoom） （株）デンソー OB・OGによる業務紹介

令和3年12月17日(金) 16:00～17:00 OB座談会 修士1年・博士2年生 オンライン（Zoom） 住友大阪セメント（株） OBによる業務紹介

令和3年12月22日(水) 15:00～16:30 OB訪問 修士1年・博士2年生 総理工共通第二講義室 東洋鋼鈑（株） OBによる業務紹介

令和3年12月23日(木) 10:00～12:00 OB・OG座談会 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱重工業グループ OB・OGによる業務紹介

令和3年12月23日(木) 13:30～15:30 OB・OG座談会 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱重工業グループ OB・OGによる業務紹介

令和4年1月11日(火) 10:00～12:00 OB・OG座談会 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱重工業グループ OB・OGによる業務紹介

日時



令和4年1月11日(火) 13:30～15:30 OB・OG座談会 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱重工業グループ OB・OGによる業務紹介

令和4年1月13日(木) 15:00～16:00 OB訪問 修士1年・博士2年生 オンライン（Teams） 三井金属鉱業（株） OBによる業務紹介

令和4年1月14日(金) 15:00～17:00 OB・OG座談会 修士1年・博士2年生 オンライン（Zoom） （株）デンソー OB・OGによる業務紹介

令和4年1月17日(月) 10:00～12:00 OB・OG座談会 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱重工業グループ OB・OGによる業務紹介

令和4年1月17日(月) 13:30～15:30 OB・OG座談会 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱重工業グループ OB・OGによる業務紹介

令和4年1月21日(金) 10:00～12:00 OB・OG座談会 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱重工業グループ OB・OGによる業務紹介

令和4年1月21日(金) 13:30～15:30 OB・OG座談会 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱重工業グループ OB・OGによる業務紹介

令和4年1月21日(金) 15:00～17:00 OB・OG座談会 修士1年・博士2年生 総理工共通第一講義室 （株）神戸製鋼所 OB・OGによる業務紹介

令和4年1月24日(月) 16:00～18:00 OB・OGにる業界セミナー 修士1年 オンライン（Zoom） 太陽誘電（株） OB・OGによる業務紹介

令和4年2月7日(月) 18:00～19:30 OB・OGにる業界セミナー 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱電機（株） OB・OGによる業務紹介

令和4年2月10日(木) 17:00～19:00 専攻・メジャー就職説明会 修士1年・博士2年生 オンライン（Zoom） 就職担当による説明会 藤野先生・橋爪先生

令和4年2月21日(月) 13:30～15:30 OB・OGにる業界セミナー 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱電機（株） OB・OGによる業務紹介

令和4年2月25日(金) 13:30～15:30 OB・OGにる業界セミナー 修士1年 オンライン（Zoom） 三菱電機（株） OB・OGによる業務紹介

随時 講義後 インターンシップ案内 修士1年生 Teams・Zoom インターンシップ担当者・OB/OG インターンシップ案内、会社概要
化学・物質理工学

メジャー事務室

令和3年8月19日(木)～

令和4年3月24日(木)
講義後 会社説明会（各種） 修士1年生 Teams・Zoom 会社説明会担当者・OB/OG OB/OGによる業務紹介

化学・物質理工学

メジャー事務室



令和3年11月26日(金) 18:30～19:30 第１回メジャー就職説明会 修士1年生 総理工A棟112講義室 就職担当 就職担当による説明会 薮下･宮脇

令和4年2月1日(火) 18:30～19:00 第２回メジャー就職説明会 修士1年生 Teams 就職担当 就職担当による説明会(推薦応募について) 薮下･宮脇

令和4年2月4日(金) 進路希望調査 修士1年生 メール 就職担当 進路アンケート
化学・物質理工学

メジャー事務室

随時 随時 就職相談（個別） 修士1年生 対面・Zoom・電話等 就職担当 就職相談
化学・物質理工学

メジャー事務室

随時 講義後 インターンシップ案内 修士1年生 Teams・Zoom インターンシップ担当者・OB/OG インターンシップ案内、会社概要
デバイス理工学

メジャー事務室

令和3年8月19日(木)～

令和4年3月24日(木)
講義後 会社説明会(各種） 修士1年生 Teams・Zoom 会社説明会担当者・OB/OG OB/OGによる業務紹介

デバイス理工学

メジャー事務室

令和4年1月27日(木) 17:00～18:00 メジャー就職説明会 修士1年生 総理工2番 就職担当 就職担当による説明会
デバイス理工学

メジャー事務室

令和4年2月4日(金) 進路希望調査 修士1年生 メール 就職担当 進路アンケート
デバイス理工学

メジャー事務室

令和4年2月18日(金) 15:00～ 就職面談（個別） 修士1年生 Zoom 就職担当 個別就職相談
デバイス理工学

メジャー事務室

随時 随時 就職相談（個別） 修士1年生 対面・Zoom・電話等 就職担当 就職相談
デバイス理工学

メジャー事務室

令和3年10月15日(金) 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 進路ガイダンス
プラズマ・量子理工学

メジャー事務室

令和4年1月11日(火)〆 第1回進路調査 専攻修士一年生・博士二年生 メール 就職担当教授
「進路調査票」の提出により、就職担当教

授が確認

プラズマ・量子理工学

メジャー事務室

令和4年2月14日(月)〆 第1回進路調査 専攻修士一年生・博士二年生 メール 就職担当教授
第一回「進路調査票」の見直し提出によ

り、就職担当教授が確認

プラズマ・量子理工学

メジャー事務室

令和4年1月24日(月)～

年1月31日(月)
進路面談 専攻修士一年生・博士二年生

総理工H棟2階

非常勤講師室
就職担当教授 学生との個人面談（1人約20分）

プラズマ・量子理工学

メジャー事務室

随時(許容期間内) 求人依頼企業対応 就職担当教授 対面、Zoom、メール等
求人依頼企業

就職担当教授

求人・採用に関する説明、大学規則の確認

の連絡　面談等

プラズマ・量子理工学

メジャー事務室



随時(許容期間内) 求人依頼企業求人票対応 専攻修士一年生・博士二年生 郵便物・メール等

求人依頼企業

就職担当教授

メジャー事務室

求人・採用に関する説明、大学規則の確認

の連絡　面談等

プラズマ・量子理工学

メジャー事務室

令和3年5月10日(月)～

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
主にメジャー修士１年生、就

活博士学生
Teams、Zoom、対面 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

機械・システム

メジャー事務室

令和3年6月21日(月)～

令和3年11月30日

講義終了後等、

講義に支障のな

い時間

座談会・相談会（各企業）
主にメジャー修士１年生、就

活博士学生
Teams、Zoom、対面 旧専攻卒業生もしくは企業の担当者 卒業生による相談会・質疑応答

機械・システム

メジャー事務室

令和3年12月1日～

令和4年8月17日(水)

講義終了後等、

講義に支障のな

い時間

座談会・相談会・会社説明会（各企業）
主にメジャー修士１年生、就

活博士学生
Teams、Zoom、対面

旧専攻卒業生の会社説明会担当者もしく

は企業の担当者

各企業担当者による会社紹介・業務内容・

質疑応答

機械・システム

メジャー事務室

令和3年11月18日(木) 13:00～15:00 メジャー就職ガイダンス メジャー修士1年生 総理工２番 メジャー就職担当教授 就職ガイダンス
機械・システム

メジャー事務室

令和3年12月20日(月) 進路希望調査 メジャー修士1年生 メジャー就職担当教授 就職・進学および就職希望先の確認
機械・システム

メジャー事務室

令和4年1月11日(火) 10:30～14:10 就職指導個別面談 メジャー修士1年生
就職担当教授室

（F棟401室）
メジャー就職担当教授

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）

機械・システム

メジャー事務室

令和4年1月12日(水) 9:30～16:20 就職指導個別面談 メジャー修士1年生
就職担当教授室

（F棟401室）
メジャー就職担当教授

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）

機械・システム

メジャー事務室

令和4年1月14日(金) 9:30～11:50 就職指導個別面談 メジャー修士1年生
就職担当教授室

（F棟401室）
メジャー就職担当教授

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）

機械・システム

メジャー事務室

令和4年1月
就職担当教授の

空き時間
就職指導個別面談

就職担当教授の研究室

所属修士1年生

就職担当教授室

（F棟401室）
メジャー就職担当教授

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）

機械・システム

メジャー事務室

令和4年1月～
就職担当教授の

空き時間
就職指導個別面談

留学より帰国した修士1年

生、入国後の留学生

就職担当教授室

（F棟401室）
メジャー就職担当教授

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）

機械・システム

メジャー事務室

随時
就職担当教授の

空き時間
就職相談 メジャー修士1（2）年生

就職担当教授室

（F棟401室）
メジャー就職担当教授 就職相談

機械・システム

メジャー事務室

随時 随時 就職面談（個別） 修士1年生・M2G30 対面、zoom、電話等 就職担当教員 個別就職相談
地球環境理工学

メジャー事務室

令和3年11月17日(水) 14:00～15:00 OB訪問 主に修士一年生・M2G３０ オンライン（Teams） 日鉄エンジニアリング OB訪問・業界説明会
地球環境理工学

メジャー事務室

令和3年11月30日(火) 15:00～ 地球メジャー就職説明会 主に修士一年生・M2G３０ オンライン（ZOOM） 就職担当教員
今年度の求人スケジュールや専攻での就職

活動規定等についての説明

地球環境理工学

メジャー事務室



令和3年12月8日(水) 13:30～16:00 就職セミナー
主に修士一年生・M2G３０・

博士
G棟2階講義室 いであ株式会社 業界説明会

地球環境理工学

メジャー事務室

令和3年12月13日(月) 進路希望調査 主に修士一年生・M2G３０ メール 就職担当教員 進路についてのアンケート調査
地球環境理工学

メジャー事務室

令和3年12月17日(金) 16:00～17:00 鉄鋼業界説明会 主に修士一年生・M2G３０ G棟2階講義室
JFEスチール株式会社

OB３名
OB訪問・業界説明会

地球環境理工学

メジャー事務室

令和3年12月20日(月) 17:00～18:00 鉄鋼業界説明会 主に修士一年生・M2G３０ G棟2階講義室
JFEスチール株式会社

OB３名
OB訪問・業界説明会

地球環境理工学

メジャー事務室

令和3年12月24日(金) 16:00～17:00 鉄鋼業界説明会 主に修士一年生・M2G３０ G棟2階講義室
JFEスチール株式会社

OB３名
OB訪問・業界説明会

地球環境理工学

メジャー事務室

令和4年1月7日(金) 16:00～17:00 鉄鋼業界説明会 主に修士一年生・M2G３０ G棟2階講義室
JFEスチール株式会社

OB１名
OB訪問・業界説明会

地球環境理工学

メジャー事務室

令和4年1月21日(金) 16:00～17:00 鉄鋼業界説明会 主に修士一年生・M2G３０ オンライン
JFEスチール株式会社

OB１名
OB訪問・業界説明会

地球環境理工学

メジャー事務室

令和4年1月28日(金) 16:00～17:00 鉄鋼業界説明会 主に修士一年生・M2G３０ オンライン
JFEスチール株式会社

OB１名
OB訪問・業界説明会

地球環境理工学

メジャー事務室

令和4年3月3日(木) 13:00～15:00 リクルーター主催セミナー 主に修士一年生・M2G３０ オンライン（Teams）
パナソニック株式会社

OB１名
OB訪問

地球環境理工学

メジャー事務室



令和３年度　部局独自の就職支援取組状況

【農学部・生物資源環境科学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

令和3年8月8･11･14日

9月12･15･18日
不明 オンライン就活支援の案内 IUP1－3年生 オンライン Job Tree Japan

名古屋大学公認の

留学生サポートサービスである

オンライン就活支援の案内

不明

令和3年7月12日(月) 15:00～17:00 「森林・林業白書」説明会 主に学部3年生・修士1年生 オンライン 林野庁　担当者 林野庁の業務の説明 藤原

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式会社　人

事担当者

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
動物学　金子

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。

令和3年8月25日(水)

　　　 ～8月26日(木)

亀田製菓（株）

研究職インターンシップ
学部3年生・修士1年生 オンライン開催 （ZOOM） 亀田製菓(株)

グループワーク

　　・先輩社員交流、・会社概要紹介

　　・研究職の仕事紹介

亀田製菓株式会社

総務部人事チーム

令和3年11月12･19･26

日12月3･10日
(株)ニチレイ会社説明会 修士1年生 オンライン開催 (株)ニチレイ会社

会社案内、仕事内容や就職活動に関する説明、

質疑応答

(株)ニチレイグルー

プ

採用センター

令和3年12月6日(月) 10:00～15:00 修士学生面接練習会 修士1年生
ウエスト5号館

615号室

食料化学工学講座

教授・准教授
会社面接練習

教育コース長

立花教授

令和3年12月9･10日

令和3年12月23･24日

キユーピー（株）

研究開発インターンシップ
学部3年生・修士1年生 オンライン開催 （ZOOM） キユーピー株式会社 品質保証職説明会

キユーピー株式会社

人事部

令和4年2月3日(木) 14:00～15:30
キユーピー（株）

推薦コース説明会

学部3年生・修士1年生

博士2年生
オンライン開催 （ZOOM）

キユーピー株式会社研究開発本

部技術ソリューション研究所
会社紹介、質疑応答

キユーピー株式会社

人事部

令和4年2月10日(木) 16:00～17:00
日本食品分析センターオンライン企

業説明会
学部3年生・修士1年生 オンライン開催

一般財団法人　日本食品分析セ

ンター

分析業界について、日本食品分析センターの会

社概要の説明

日本食品分析セン

ター　総務人事部

令和4年2月16日(水) 16:00～17:00 （株）林原の企業セミナー 修士1年生 オンライン開催 （株）林原 食品素材部門 会社紹介、質疑応答
（株）林原

人事総務部人事課

令和4年2月21日(月)

　　 ～2月22日(火)

山崎製パン㈱

オンラインイベント
修士1年生 オンライン開催 山崎製パン（株） 生産技術職オンライン交流会

山崎製パン株式会社

人事本部 採用課

令和4年2月22日(火) 17:00～18:00
キッコーマン（株）会社技術系採用

説明会
学部3年生・修士1年生 オンライン開催 （ZOOM） キッコーマン（株）会社 会社説明、技術部門・選考方法・質疑応答

キッコーマン（株）

会社

日時



令和4年2月25日(金) 10:00～11:00 塩野義製薬（株）会社説明会 修士1年生 Microsoft Teams 会議
塩野義製薬（株）医薬研究セン

ター
会社概要説明、質疑応答当

塩野義製薬（株）医

薬研究センター

令和4年2月25日(金) 14:00～15:30
山崎製パン㈱

WEB研究職交流会
修士1年生 オンライン開催 山崎製パン（株）福岡工場

会社概要説明会・研究職説明、中央

研究所社員との座談会等

山崎製パン（株）

福岡工場

令和4年3月8日(火) 16:00～17:30
（株）ファーマフーズ会社

説明会
学部3年生・修士1年生 オンライン開催 （株）ファーマフーズ会社

会社紹介、オンラインラボツアー

先輩インタビュー、質疑応答

（株）ファーマフー

ズ会社　人事担当

令和4年3月15日(火) 14:00～16:00
島根県農学（農業・畜産）職員採用

オンライン（Zoom）説明会
学部3年生・修士1年生 オンライン開催 島根県農林水産部農業経営課

農学（農業・畜産）職の仕事紹介、採用試験の

概要、質疑応答

島根県農林水産部

農業経営課

令和4年1月26日(水) 15:00～17:00 農林水産省業務説明会 主に学部3年生・修士1年生 オンライン 農林水産省　人事担当者
農林水産省の業務説明（OB・OG講演会）

若手座談会

学生課→

農学分野就職担当教

員

令和3年10月14日(木) 13:00～15:00
農山村振興の仕事セミナー（地域お

こし協力隊の経験をふまえて）

学部3年生，4年生，修士1年生，

2年生
オンライン

（株）おおち山くじら代表取締

役

総務省・地域おこし協力隊を経て派遣先に移住

して起業した経験から，農山村振興の仕事とや

り甲斐などについてレクチャーとQ&A

食料農業政策学講座

令和4年2月9日(水) 17:00～18:00 研究職Web会社説明会 主に学部3年生 オンライン 協和発酵バイオ 採用事務局

・会社概要

・研究職の仕事概要

・会社の雰囲気

・募集要項　等

石野　良純　教授

令和4年2月10日(木)
9:30～10:30

13:00～14:00
研究職Web会社説明会 主に学部3年生 オンライン 協和発酵バイオ 採用事務局

・会社概要

・研究職の仕事概要

・会社の雰囲気

・募集要項　等

石野　良純　教授

令和4年2月14日(月)
13:00～14:00

17:00～18:00
研究職Web会社説明会 主に学部3年生 オンライン 協和発酵バイオ 採用事務局

・会社概要

・研究職の仕事概要

・会社の雰囲気

・募集要項　等

石野　良純　教授

令和3年11月30日 17:30～18:30 OBによる仕事紹介セミナー 主に修士１年・博士２年 オンライン （株）クレハ

・クレハの製品や技術の紹介

 ・OBによる「企業での研究の仕事」の紹介（主

に農薬関係）

・就職活動に向けて、皆さんへのアドバイス

中山教授

令和3年11月26日(金),

12月9日(木),22日(水),

令和4年1月11日(火),

17日(月),27日(木)

2月4日(金),16日(水)

12:30～17:00 1dayインターンシップ 主に修士１年・博士２年 オンライン （株）クレハ
学業界研究、自己分析ワーク、技術系社員との

交流・座談会
善藤准教授

令和3年12月8日(水),

14日(火),21日(水)

令和4年1月12日(水),18

日(火),25日(火)

13:00～16:00 Webインターンシップ 主に修士１年 オンライン
（株）アース環境サービス

総務人事部　採用担当者

（株）アース環境サービス独自の「総合環境衛

生管理」について

竹川教授

酒井教授



令和4年1月19日(水)

令和4年1月21日(金)

令和4年1月26日(水)

13:00～16:00 冬季インターンシップ 主に修士１年 オンライン （株）三和酒類

<1/19・21>会社紹介(事業内容や歴史)、

若手社員交流会、グループワーク　等

<1/26>会社紹介、理系出身者による業務説明

若手社員交流会　等

竹川教授

令和3年12月21日 15:00～16:00 研究職説明会
修士・博士に在籍している学生

全員
ウエスト5号館223号室

一般社団法人

阪大微生物病研究会

次世代ワクチン開発研究部門

業務説明

就活情報

個別Q&A

中山教授

令和4年2月22日 17:00～18:00 会社説明会 主に修士１年 オンライン
（株）キッコーマン

人事採用担当者

① キッコーマンについて

② 技術部門について

③ 選考について

④ 質疑応答

竹川教授

令和4年3月19日 16:00～17:30
九州大学 学部・大学院生 限定

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

（株）ファーマフーズ

人事担当者

●会社紹介

●オンラインラボツアー

●先輩社員インタビュー

●Q&A

片倉教授

令和4年3月15日 14:00～16:00
島根県農学（農業・畜産）職員採用

オンライン説明会
主に学部3年生・修士1年生 オンライン

島根県農林水産部

農業経営課

農学（農業・畜産）職の仕事紹介、採用試験の

概要、質疑
善藤准教授

令和3年8月23日(月)

        ～8月27日(金)

山口県庁（林業職）夏休みインター

ンシップ
学部生・大学院生

山口県農林水産部 農林水産政策課 森林企

画課

山口県インターンシップ推進協

議会

・県庁各担当による業務内容の講義・実習

・治山事業や森林整備等の現場見学・業務体験

・若手職員との交流会など

佐藤先生

令和3年5月25日(火) 20:30～
 【女子学生さん向け】「森女ミー

ティング」
学部生・大学院生 ZOOM 全国林業改良普及協会

農林業の出版社４社程度が集まって、編集、営

業、編集以外の出版業務のアレコレをお話し

ます（話し手は男性も居ます）。題して！「知

りたい！出版業務大解体！」

主に、就職等をお考えの学生さん向けです。

溝上先生

令和3年7月26日～ 夏季インターンシップ 学部生・大学院生
オンライン型インターンシップ

※会社訪問等の調整可能

株式会社オリエンタルコンサル

タンツ インターンシップ担当

建設コンサルタントの仕事内容

業務体験もしくは問題解決のアプローチを模擬

体験

水野先生

令和3年7月12日(月) 15:00～17:00 森林・林業白書説明会 学部生・大学院生 オンライン（Zoom） 林野庁林政部企画課 藤原先生

令和3年10月24日(日) 10:00～
森林計画学会 若手が語るオンライン

フリートーク2021
主に学部2,3年生・修士1年生 オンライン（Zoom使用予定）

・高知県　梼原町役場

・住友林業㈱
業界で働く若手卒業生と話そう 溝上先生

令和3年12月8日(水) 9:30～10:20 熊本県庁職種別オンライン説明会 主に学部3年生・修士1年生 オンライン
熊本県　農林水産部　森林局

森林整備課　造林間伐班
溝上先生

令和3年12月15日(水)
16:00～

約1時間

王子ホールディングス株式会社　オ

ンライン説明会
学部生・大学院生 オンライン（Zoom） 卒業生 研究所の概要と研究事例の紹介 堤先生

令和3年12月17日(金) 13:00 - 14:30 株式会社麻生　会社説明会 主に学部3年生・修士1年生

ウエスト5号館　225 号講義室

（状況によりオンライン開催に変更する場

合もあり）

株式会社麻生 会社説明 一瀬先生



令和3年12月17日～ 10:00-15:00 冬季インターンシップ 主に学部3,4年生・修士1,2年生

オンライン・対面方式のハイブリッド型

※定員を超えて応募があった場合は書類選

考を実施します

株式会社オリエンタルコンサル

タンツ インターンシップ担当

①建設コンサルタント業界の説明

②座談会（先輩社員との交流）

③先輩社員を交えたグループワーク

水野先生

令和4年3月9日～11日 山口県庁(林業職)インターンシップ 主に学部3,4年生・修士1,2年生
山口県農林水産部 農林水産政策課 森林企

画課

山口県インターンシップ推進協

議会

・県庁各担当による業務内容の講義・実習

・治山事業や森林整備等の現場見学・業務体験

・若手職員との交流会など

佐藤先生

令和4年3月1日(火) 11:00～15:10
令和４年度和歌山県職員採用説明会

（Ⅰ種）
主に学部3年生・修士1年生

和歌山県民文化会館

フリートーク（オンライン）

和歌山県 農林水産部 森林・林業

局 林業振興課

・知事メッセージ

・Ⅰ種試験・資格免許職職員採用試験及び業務

等の概要説明

・職種別プログラム…フリートーク・職場見学

溝上先生

令和4年3月17日(木) 15:00～
山口県庁おしごとトーク　オンライ

ン
主に学部3年生・修士1年生 Cisco webex meetings 山口県人事委員会事務局

山口県庁で働いている職員とオン

ラインで交流する
佐藤先生

令和4年3月2日(水) 9:15-17:00
【（熊本県庁）情報提供】現場見学

バスツアー
主に学部3年生・修士1年生

◆木材市場、プレカット工場（熊本市）

◆治山工事現場（阿蘇市、南阿蘇村）

◆林業研究・研修センター（熊本市）

熊本県人事委員会事務局
林業技術職員が働く現場の雰囲気を肌で感じて

みませんか？
佐藤先生

令和4年3月3日～11日
福岡県職員採用ＷＥＢガイダンス等

の開催オンライン座談会
主に学部3年生・修士1年生 オンライン

福岡県農林水産部

　　林業振興課

各職種の業務内容や現役職員の体験談などを聞

く
溝上先生

令和4年3月19日(土) 13:30-15:35 佐賀県技術系お仕事ガイダンス2022 主に学部3年生・修士1年生 Webexによるオンライン 佐賀県　農林水産部　林業課
採用試験や林業職の紹介のほか、先輩職員との

グループトーク
溝上先生

令和3年4月21日(水) 13:30-14:30 熊本県庁WEB業務説明会

就職を考えている4年生を想定し

ていますが、興味がある3年生等

も参加可能

オンライン 熊本県農林水産部 生産経営局
　「本県の農業関係施策事例」や「本県職員の

魅力」等を記載

東江教授を通じ講座

事務へ周知依頼

令和3年5/29(土),

6/1(火),6/3(木),6/6(日)

平日

14:00,16:00

休日

9:00,10:30

オンライン業務説明会（門司植物防

疫所）

2021年度一般職（大卒程度）技

術系区分（農学、化学、林学）

受験者を主な対象としている

オンライン 門司植物防疫所福岡支所
植物防疫所の業務内容等の説明

質問等への回答

紙谷准教授を通じ講

座事務へ周知依頼

令和4年1月14日(金) 15:00-16:00
九大農学部OC・OGによるJTの会社

紹介（オンライン）案内
主に学部3年生・修士1年生 オンライン JT　R&D (研究開発)部門 会社紹介、仕事紹介、Q&A

昆虫ゲノム科学研究

室教員

令和4年1月26日(水) 16:00-18:00 農林水産省業務説明会 2022年度以降採用希望者 九大農学部ウエスト5号館328講義室
農林水産省　大臣官房秘書課

採用担当

九大OB・OG職員によるキャリア講演会＋座談

会

東江教授を通じ日程

照会（学生係より就

職担当教員へ伝達）

令和4年3月1日(火)-2日

(水)

11:00-12:30

13:30-15:00

15:45-17:15

人事院九州『官庁OPENゼミ2022』

門司植物防疫所より案内

国家公務員の技術系（試験区分

農学、化学、林学）を対象とし

た職場見学会

福岡空港

国際線旅客ターミナル

門司植物防疫所

福岡支所

福岡空港出張所

植物防疫所の仕事内容の紹介

検査現場、施設の見学

現場で働く植物防疫官との情報交換

古屋教授を通じ講座

事務室へ周知依頼

令和4年3月4日(金) 14:00-15:30
農林水産消費安全技術センターおよ

び門司植物防疫所の合同業務説明会
学年不問 オンライン

独立行政法人農林水産消費安全

技術センター福岡センター（専

門調査官）および農林水産省門

司植物防疫所（植物検疫官）

業務内容説明，フリートーク 園芸学研究室教員



令和３年度　部局独自の就職支援取組状況

【統合新領域学府】

イベント名 対象者 会場 講師・参加企業等 内容 問合窓口

令和4年1月19日(水) 14:00～16:20
オートモーティブサイエンス専攻

2023年3月修了生 就職説明会
修士１年・博士後期２年 総合学習プラザAMS１講義室 卒業生

2022年度の就職活動に関する説明及び卒業生の体

験談
統合新領域係

日時


	1.GS
	2.LT
	3.ED
	4.LA
	5.EC
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	8.MD
	9.DD
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	11.TE.IE
	12.DS
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