
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


