
推薦希望者は必ず事前に就
職委員に連絡すること

整理
番号

会社名 本社 勤務予定地 募集職種等 特記事項 更新日

1 京セラ株式会社 京都 全国
総合職（各種プロダク

ト）
学校推薦(１名） 2021/11/1

2 ビジネスエンジニアリング株式会社 東京
全国（関西、中

部）

ITエンジニア、ITコンサルタン
ト、プロジェクトマネージャー

候補

3 三菱電機ITソリューションズ株式会社 東京 全国 システムエンジニア 学校推薦（1名）・自由応募 2021/12/1

4 株式会社NTTファシリティーズ 東京 全国
建築設計監理、保守

等その他

5
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリン

グ株式会社
熊本 全国 技術系、事務系 学校推薦

6 株式会社　国土技術コンサルタンツ 鹿児島 鹿児島 測量設計 2022/1/1

7 アイリスオーヤマ株式会社 東京 全国
エンジニア、製造、システ
ムエンジニア、デザイン

8 株式会社　大翔 鹿児島 鹿児島 都市環境設計 学生係訪問

9 高砂熱学工業株式会社 東京 全国、海外
施工管理、設計、研究開発、
総務、人事、営業、DX推進

10 同志社香里中学校・高等学校 大阪 大阪
中学（理科）、高校（理科）教
諭両方の免許取得者

週12時間程度担当できる方
（非常勤講師）22年卒

11 株式会社エイジェック（複数求人） 東京 全国 各種

12 株式会社　タマディック 東京 全国、海外
機械設計、電気電子設
計、生産技術、ソフトウェ

ア開発

13 株式会社ジャステック 東京 全国 システムエンジニア 自由応募、学校推薦 2022/2/15

14 株式会社日本トータル・システム 神奈川 本社・九州 システムエンジニア 詳細はwebサイト

15 株式会社マキテックサービス 愛知 各地
サービスエンジニア・

法人営業

16 株式会社富士テクノソリューションズ 神奈川
神奈川・名古屋
大阪　他

技術職
（機械系・情報系）

マイナビ23/当社HPより
エントリー

17 株式会社和晃地質コンサルタント 福岡 福岡
技術職（地質調査・建

設コンサル）
2022/3/1

18 株式会社エー・アンド・デイ 東京
東京・埼玉
各事業所

総合職 自由応募、推薦

19 ワクチノーバ株式会社 東京 日光市
製造・品質管理・研究
開発・検査業務

国家試験資格者優遇

20 凸版印刷株式会社 東京
東京
他

各種 自由応募、推薦

21 日産車体株式会社 神奈川
神奈川・栃木

福岡
ビジネス職・技術職

自由応募・学校推薦
ビジネス職（推薦枠なし）
技術職（推薦枠あり）

22 株式会社サンテク 福岡 東京・福岡
システムエンジニア・
カスタマエンジニア

自由応募、学校推薦

23 社会医療法人緑泉会米盛病院 鹿児島 鹿児島
事務総合職・
一般事務

応募締切4/4（月）

24 株式会社ダイキンアプライドシステムズ 東京
東京
他

技術職・営業職

25 アドソル日進 東京
東京・大阪
福岡

システムエンジニア

26 鹿児島医療生活協同組合 鹿児島 鹿児島
医療事務・社会福祉士業務・
運営・組合員活動支援

27 株式会社トッパンフォトマスク 東京 東京 技術職 自由応募、学校推薦

28 日立国際電気 東京 東京
システムエンジニア

他
自由応募、学校推薦

29 株式会社日立産業制御ソリューションズ 東京 東京
システムエンジニア

他
自由応募、学校推薦

30 株式会社MJC 宮崎
宮崎・東京・
大阪・福岡

ITエンジニア

31 株式会社九州タブチ 鹿児島 鹿児島 情報・品質・総務

32 博多港運株式会社 福岡 福岡 総合 随時

33 八洲開発株式会社 熊本 熊本 地質、土木技術者 随時

34 アドバンテック株式会社 全国 全国 研究・開発職/実験職 派遣、紹介、研修事業

35 徳島県職員（学芸員） 徳島 徳島 学芸員（動物） 生物PGより 2022/6

36 セントラルエンジニアリンググループ 神奈川 全国 技術職 ４社グループ採用有

37 千葉県立博物館 千葉 千葉 学芸員（自然系） 2022/8

38 学校法人津曲学園 鹿児島 鹿児島 教員（理科） 中学、高校専任教員

39 学校法人緑丘学園 茨城 茨城 中学、高校講師
水戸英宏中学校

EIKOデジタルクリエイティブ高等学
校

40 株式会社日立産業制御ソリューションズ 東京
東京・茨城・神

奈川
技術系 2022/9

41 凸版印刷株式会社 東京
東京
他

技術職 追加募集　自由応募のみ

42 社会医療法人緑泉会米盛病院 鹿児島 鹿児島 医療コンシェルジュ 2022/10

43 株式会社鹿児島環境測定分析センター 鹿児島 鹿児島 技術営業職

44 鹿児島市教育委員会 鹿児島 鹿児島 教員（小・中） 臨時的任用教員 2022/12

45 熊本県 熊本 熊本 博物館嘱託員
熊本県博物館ネットワークセ
ンター会計年度任用職員

2023/1

理学部に直接届いた求人票（令和５年３月卒業/修了生対象）


