
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


