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到着日 会社名 備考

2022/1/26 神奈川県 合同就職面接会

2022/1/20 横浜市 WEB合同就職面接会 job LIVE ヨコハマ

2021/12/7 NPO法人 国際留学生協会（IFSA） 【ニトリ中国現地法人】幹部候補2021年度最終選考ご案内

2021/10/29 プロトソリューション 1dayインターンシップ

2021/10/11 大和証券 プログラミングコンテスト開催のお知らせ

2021/9/13 Connect Job 【SEGA Corp.】新卒◆総合職/研究開発職　ほか

2021/8/17 Connect Job 【Team Lab/チームラボ】エンジニア向け会社説明会＆1Day選考会

2021/8/4 NPO法人 国際留学生協会（IFSA） 【ニトリ中国現地法人】幹部候補選考・LIVE会社説明会兼先輩謝金座談会

2021/7/29 中外製薬 ポスドク対象　製薬会社のお仕事紹介セミナー

2021/7/6 NPO法人 国際留学生協会（IFSA） 【ニトリ中国現地法人】幹部候補選考・LIVE会社説明会兼面接官質問会

2021/7/5 オプトキャリア 就活サポートサービス

2021/3/1 リコー 東工大学生向けOBOG相談会

2021/2/17 イーソル WEB会社説明会

2021/2/19 リオン 会社研究セミナー

2021/2/12 富士通×富士通Japan 理系学生限定 DX最新プロジェクト事例＆DX仕事紹介

2021/2/4 パナソニック 東大・東工大合同 パナソニックOB・OG主催セミナー

2021/2/3 住友大阪セメント 座談会・1day職場見学会

2021/1/29 日鉄ステンレス WEB工場見学会

2021/1/29 日鉄ステンレス WEB業界研究会

2021/1/28 NTTドコモ OB訪問会、オープンハウス

2021/1/22 アルプス技研 ものづくり業界を知る 1day 仕事体験

2021/1/22 三菱スペース・ソフトウエア 1day 仕事体験

2021/1/20 日立Astemo キャリアセミナー

2021/1/19 アドソル日進 シリーズ型インターンシップ

2021/1/14 ギガフォトン 東工大webキャリアガイダンス

2021/1/13 アイリスオーヤマ 理系学生限定 家電分析2daysインターン

2021/1/13 読売新聞社 メディアエンジニア職　説明会

2021/1/12 JR東海 Short Internship（電気・システム系統）

2021/1/12 JR東海　（※12/18の差替え版）
東工大OB訪問（電気・システム系統）、社員懇談会
⇒（緊急事態宣言発令をうけ、開催方法をWEBとするなど全面的に見直し）

2021/1/6 守谷商会 機械商社のビジネスを学ぶ仕事体験コース

2021/1/6 オークマ 業界研究セミナ

そのほかの就職関係情報
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http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/22.01.26-神奈川県.pdf
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/22.01.20-横浜市.pdf
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.12.07-ニトリ中国.pdf
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.10.29-プロトソリューション.pdf
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.10.11-大和証券.pdf
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.09.13-ConnectJob.pdf
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.08.16-ConnectJob.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.08.04-ニトリ中国.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.07.29-中外製薬.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.07.06-ニトリ中国.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.07.05-オプトキャリア.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.03.01-リコー.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.02.17-イーソル.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.02.19-リオン.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.02.12-富士通×富士通Japan.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.02.04-パナソニック.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.02.03-住友大阪セメント.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.29-日鉄ステンレス2.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.29-日鉄ステンレス1.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.28-NTTドコモ.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.22-アルプス技研.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.22-三菱スペース・ソフトウエア.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.20-日立Astemo.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.19-アドソル日進.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.14-ギガフォトン.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.13-アイリスオーヤマ_misc.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.13-読売新聞社.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.12-JR東海2.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.12-JR東海.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.12-JR東海.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.06-守谷商会.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/21.01.06-オークマ.pdf#


到着日 会社名 備考

2020/12/24 鹿島建設 【1day仕事体験】環境系コースのご案内

2020/12/24 パーソルR&D 【理系限定】秋冬インターンシップ開催のご案内

2020/12/23 FITEC インターンシップ2021

2020/12/23 アドバンテスト 1day仕事研究／2daysインターンシップ

2020/12/21 東芝 オンライン部門別セミナー

2020/12/18 JR東海　（※1/12差替え版を参照）
東工大OB訪問（電気・システム系統）
⇒（緊急事態宣言発令をうけ、開催方法をWEBとするなど全面的に見直し）

2020/12/17 日置電機 WEB 1day インターンシップ

2020/12/11 新菱冷熱工業 2daysインターンシップ

2020/12/11 Connect Job 留学生向け セイコーエプソンのインターンシップ選考会

2020/12/10 アドソル日進 シリーズ型インターンシップ

2020/12/10 DOWAホールディングス 技術系インターンシップ

2020/12/10 ヒロセ電機 1day仕事体験

2020/12/2 アカリク LINE株式会社採用説明会

2020/12/2 JFEエンジニアリング 電気・情報系　仕事理解セミナー

2020/12/2 ローム 会社見学会

2020/12/2 新日本空調 業界・企業研究プログラム

2020/12/1 東邦チタニウム 冬季インターンシップ

2020/11/27 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 女子大学院生・ポスドクのための産総研所内紹介と在職女性研究者との懇談会

2020/11/27 NTTテクノクロス 秋冬インターンシップ

2020/11/27 Connect Job 留学生限定選考会

2020/11/25 クレハ 1day 業界研究・自己分析

2020/11/20 日立建機日本 1day仕事体験

2020/11/17 アンリツ 冬季インターンシップ

2020/11/13 SEMIジャパン 半導体業界研究 合同企業説明会

2020/11/12 キヤノン オンラインアカデミアのご案内

2020/11/10 アカリク LINE株式会社新卒エンジニア採用説明会

2020/11/10 IDAJ インターンシップ、会社説明会

2020/11/9 鹿島建設 【1day仕事体験】環境系コースのご案内

2020/11/9 キヤノン 情報発信ページ「i-web meets」のご案内（リンク先）

2020/11/9 公益財団法人 日本アクチュアリー会 アクチュアリーセミナーのご案内（zoomによるリモート開催）

2020/11/6 旭化成 博士後期課程対象 特別オンラインセミナー「博士の活躍教えます」

2020/11/4 東京精密 1day仕事研究

2020/11/4 ミツトヨ 【理系対象】オンラインインターンシップ

2020/11/4 富士通アドバンストエンジニアリング オンラインインターンシップ／セミナー2

http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/20.12.24-鹿島建設.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/20.12.24-パーソルR&D.pdf#
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/20.12.23-FITEC.pdf#
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到着日 会社名 備考

2020/10/29 読売新聞社 インターンシップ 読売 College

2020/8/6 住友生命 アクチュアリーインターンシップ
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http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/20.08.06-住友生命.pdf#

