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到着日 会社名 備考

2022/9/6
一般財団法人 エンジニアリング協会
（ENAA）

エンジニアリングシンポジウム2022（10/19）へのご招待

2022/8/13 NPO法人 国際留学生協会（IFSA） ＜ニトリ中国現地法人＞8/17現地社員座談会と8/29会社説明会のご案内

2022/6/22 NPO法人 国際留学生協会（IFSA） ＜ニトリ中国現地法人＞6/30留学生先輩社員座談会のご案内

2022/5/11 日経クロステック 無料購読のお知らせ

2022/4/13 NPO法人 国際留学生協会（IFSA） ＜ニトリ中国現地法人＞幹部候補選考解禁・LIVE会社説明会兼質問会

2022/3/10 大和証券 プログラミングコンテスト開催のお知らせ

2022/3/7 リオン 会社研究セミナー

2022/3/3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 採用案内とリーフレット

2022/2/24 パナソニック リクルーター主催セミナー

2022/2/21 NPO法人 国際留学生協会（IFSA） ＜アーカイブ動画公開中！＞2月15日外国人留学生企業研究フォーラム

2022/2/14 ジャステック
一般社団法人 福岡県情報サービス産業協会（FISA）主催
「23卒予定者向けオンライン合同企業説明会」

2022/2/7 IDAJ 会社説明会・WEBインターンシップ

2022/2/7 IDAJ オンライン・東京工業大学様向け OB懇談会

2022/2/3 パーソルR&D 企業研究セミナー

2022/2/2 NPO法人 国際留学生協会（IFSA） 外国人留学生企業研究フォーラム

2022/2/2 ユー・エス・イー IT業界を学ぶWEBセミナー

2022/2/2 UTグループ 理系女子限定 1day インターンシップ

2022/2/2 UTグループ 1dayインターンシップ

2022/2/2 アルプス技研 ものづくり業界を知るインターンシップ

2022/2/2 日鉄ステンレス 工場見学会

2022/2/2 日鉄ステンレス 冬季業界研究会

2022/2/2
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究
センター

就職説明会

2022/2/1 アカリク 各種イベント・サービス

2022/2/1 ギガフォトン 東工大webキャリアガイダンス

2022/1/31 パナソニック リクルーター主催セミナー

2022/1/27 IDAJ 会社説明会・WEBインターンシップ

2022/1/24 シンポー情報システム オンラインイベントのご案内

2022/1/20 ASIA Link 理系留学生 求人説明会

2022/1/20 AGC 会社説明会

2022/1/19 住友大阪セメント 各種イベント・マイページコンテンツのご案内

2022/1/17 JR東海 電気・情報セミナー 東工大OBによる業務紹介

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/22.02.02-アルプス技研.pdf
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/22.02.02-日鉄ステンレス2.pdf
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http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/22.01.20-AGC.png
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/22.01.19-住友大阪セメント.pdf
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/inside/other/misc/22.01.17-JR東海.pdf


到着日 会社名 備考

2022/1/12 日本アイ・ビー・エム 東京基礎研究所 Open House

2022/1/7 TDK 1day仕事体験

2022/1/5 守谷商会 機械商社のビジネスを学ぶ1day仕事体験コース（対面）

2021/12/24 ジャステック Web会社説明会

2021/12/24 パナソニックITS 冬季インターンシップ

2021/12/22 パーソルR&D 冬季 1day インターンシップ

2021/12/22 読売新聞社 メディアエンジニア職 説明会

2021/12/17 アルプス技研 ものづくり業界を知るインターンシップ

2021/12/15 DOWAホールディングス 技術系インターンシップ

2021/12/14 ロート製薬 留学生対象 "INSIGHT INTO ROHTO LIFE"

2021/12/13 Connect Job サイボウズ セールス職/システムコンサルティング職 選考会＆説明会イベント

2021/12/8 FITEC インターンシップ

2021/12/8 ヒロセ電機 1day仕事体験

2021/12/7 東京医科歯科大 仕事研究会－花王株式会社－

2021/12/3 アンリツ 冬季インターンシップ

2021/12/3 新日本空調 業界・企業研究プログラム

2021/12/2
一般社団法人神戸大学工学振興会(ＫＴＣ)
（協力：東京工業大学 蔵前工業会）

理系女子学生対象・就職ガイダンス（オンライン）
「リケジョのきらりと光る優良企業2021」のご案内

2021/12/1 シンポー情報システム オンラインイベントのご案内

2021/11/26 チームラボ オンライン説明会

2021/11/26 パーソルR&D 冬季 1day インターンシップ

2021/11/26 Connect Job Zeals 説明会・座談会

2021/11/26 Connect Job コンチネンタル・ジャパン 選考会＆説明会

2021/11/24 クレハ 1day 業界研究・自己分析

2021/11/24 リオン モノづくりがわかる！1DAY仕事体験

2021/11/24 アルプス技研 ものづくり業界を知るインターンシップ

2021/11/17 岡山村田製作所 モノづくりがわかる！1DAY仕事体験

2021/11/17 キヤノン キヤノンの技術と戦略を体感する冬期1day仕事体験

2021/11/17 アルファシステムズ 2Daysインターンシップ

2021/11/17 日産化学 研究職限定 キャリアマッチングLIVE

2021/11/17 ウエスタンデジタル 1day オンラインプログラム

2021/11/12 IDAJ 1day仕事体験、WEBインターンシップ

2021/11/9 パソナ 理工系外国人留学生向け アズビル募集開始のお知らせ

2021/11/4 パーソルR&D 冬季 1day インターンシップ

2021/11/2 NPO法人 国際留学生協会（IFSA） 留学生向け ニトリホールディングス主催『留学生就活公益講座』2
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到着日 会社名 備考

2021/11/2 日経クロステック 無料購読のお知らせ

2021/11/1 キヤノン キヤノン お知らせスライド

2021/11/1 キヤノン キヤノン オンラインアカデミア

2021/10/29 JR東海 Winter Internship（電気・システム系統）

2021/10/29 プロトソリューション 1dayインターンシップ

2021/10/28 Connect Job 留学生向け Sansan 選考会

2021/10/27 アルファシステムズ 2Daysインターンシップ

2021/10/27 東京精密 冬季1day仕事研究

2021/10/21 アルプス技研 ものづくり業界を知るインターンシップ

2021/10/18 モルガン・スタンレー 東工大生向け オンライン企業説明会

2021/10/15 IDAJ 1day仕事体験、WEB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

2021/10/6 アルファシステムズ 2Daysインターンシップ

2021/10/6 日本製鉄 WINTER INTERNSHIP

2021/10/6 読売新聞社 読売College DX推進職コース／ミニインターンシップ「DX トーク」

2021/10/6 読売新聞社 読売College メディアエンジニアコース

2021/10/6 東レ 機電系WEBインターンシップ

2021/10/6 東レ 化工系WEBインターンシップ

2021/10/6 東レ 化学系WEBインターンシップ

2021/9/30 シンポ―情報システム オンラインイベント3件ご案内

2021/9/29 鹿島建設 WEBセミナー「1day仕事体験（環境系コース）」第1回

2021/9/22 アルプス技研 ものづくり業界を知るインターンシップ

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

2021/9/8 リオン 秋季1dayワークショップ

2021/9/2 日立産業制御ソリューションズ 夏季インターンシップ

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

2021/7/27 アルファシステムズ 2Daysインターンシップ

2021/7/14 アンリツ 夏季インターンシップ

2021/7/7 リオン 夏季1dayワークショップ

2021/7/5 オプトキャリア 就活サポートサービス

2021/6/25 富士通グループ 富士通グループインターンシップ

2021/6/24 FITEC 1日体験インターンシップ

2021/6/22 積水化学工業 夏季インターンシップ

2021/6/9 日立産業制御ソリューションズ 夏季インターンシップ3
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到着日 会社名 備考

2021/6/7 サポーターズ ソニー×サイバーエージェント2社合同サマーインターン説明会

2021/5/28 SEMIジャパン 半導体業界インターンシップ オンライン合同説明会

2021/5/26 東京精密 1day 仕事体験

2021/5/25 アクロクエストテクノロジー 1day ワークショップ

2021/5/19 IDAJ 1day仕事体験、WEBインターンシップ
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