
大学院進大学院進学学

5252.6.6

情報通信情報通信情報通信信信業業業業

313131311.4.44.44

情報通信情報通信情報通信情報通信報通報通信信業業業業

2121212121.9.9.99.99

製造業製造業造業業業業業業業業

7.7.7.1111111111

製製製造製造製造製造業造業製造業業業

777.7.7.777 88888888

卸売業卸売業卸売業卸売業売業売業売業売業

7.7.7.7 1111111

マスコミマスコミココ

1.1.11 4444
建設業建設業建設業設

1.1.11.4444

卸売業卸売業卸売業卸売業卸卸売業売 1.1.1.1.11 666666
公務員公務員公務員公務員公務 1.1.1.11.1.66666

公務員公務員

小売業小売業

2.2.2.9999

3.3.33.3.3 11111
運輸業運輸業運輸運輸業運輸業業333.3.3.33.1111111

大学院進大学院進大学院進大学院進学学学学

30303030.0.0.00

大学院進大学院進大学院進大大学院進大大学院進大学院進学学学学学

4343434343.8.8.8.8.8

大学院進大学院学院進院進学学学

54545454.1.1
製造業製造業製造業業

1414141 .9.9.999

卸売業卸売業卸売業売業売業業業業業444.4 1111

小売業小売業小売業5.5.5.4444444

公務員公務員 4.4.4 111

運輸業運輸業運輸業運輸業

1.1.11 4444
建設業建設業設建設業1.1.44

教育・公教育・公教育・公公益・益・益・
その他のその他のその他のそ サービスサービサービス業業業

12121221 .2.222

公務員公務員公務員務員公務務

1.1.1.1 33333

101000.3.3.3.33
製造業造業

12121112.8.888

情報通信情情報通信報通信情 業業業 2.2.2.2..66666
小売業小売業小売業小 22.2.22 666

卸売卸売業卸卸売業業

7.7.7.777 7777

● 22020201212122年度年度年度度内定内定内定先業先業先業業種種種種種

燃費効燃費効燃費燃費効燃 率の良率の良率の良いクルいクルいクルク マの開マの開の開マの開マの開発に携発に携発に携発に携に わってわってわってわっててわっていますいますいますいますますす。実現。実現。実現。実現すすすす
るためるためるためには多には多には多くの技くの技くの技術課題術課題術課題術課題を解決を解決を解決解決を解決を解 する必する必する必する必する必る必要があ要があ要があがあ要 ありますりますりますりますりますりまま が、がが、が、
お客様お客様客様に喜んに喜んに喜んでいたでいたでいたただくただくただくたくただだくため日々め日々め日々め日々日め チャレチャレチャレチャレチャレンジしンジしンジしンジしンジしン 、取り、取り、取り取取取 組ん組ん組ん組ん組
でいまでいまでいいます。研す。研す。研究室で究室で究室で室で究 培った培った培ったったっ 『自分『自分自分自分自自分で目標で目標で目標で目標目 を見つを見つを見つ見つ見を け、実け、実け、実け 実け 実実行す行す行す行行す
る力』る力』る力る力』力 がチャがチャがチャレンジレンジレンジレンジの源にの源にの源ににになってなってなってなってなっなっていますいますいますいますいます。。。

「安「安全で全で誰が誰が運転運転してしても燃も燃費よ費よく走く走れる」
そんそんなクなクルマルマの実の実現を現をめざめざしてしていまい す。す

の進の進の進進進路路路路路路人人間間シシスステテムム工工学学科科人人間間シシスス

燃燃燃燃燃
るるるる
おおおおお
ででででででで
るるるるるるるるる

日産自動車(株)
奥平啓太さん
2004年学部卒業
2006年前期課程修了

close up!

●● 202002012121212年度年度年度年度内定内定内定内定先業先業先業先業種種種種

単に「単に「単に「単に「ボタンボタンボタンボタンを押すを押すを押すを押すだけ」だけ」だけ」だけ」だけ」といっといっといっといっても、ても、ても、ても、用途に用途に用途に用途に合わせ合わせ合わせ合わせて製て製て製て製
品の特品の特品の特品の特性が異性が異性が異性が異なりまなりまなりまなります。よす。よす。よす。より使いり使い使いり使いり使いやすいやすいやすいいやすやすす 製品を製品を製品を品を製品 めざしめざしめざしめざし、店、店、店、店
頭で直頭で直頭で直頭で直直直頭 接伺っ接伺っ接伺っ接伺った意見た意見た意見た意見た を反映を反映を反映を反映映させるさせるさせるさせるせるなど、など、など、など、など、殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫殺 としてとしてとしてとしてとしてし のののの
効果は効果は効果は効果は効果効 もちろもちろもちろもちろち ん、補ん、補ん、補ん、補補、 助成分助成分助成分助成分分成 やボタやボタやボタやボタボ ンの細ンの細ンの細ンの細ンの細部設計部設計部設計部設計部設計部設計計にまでにまでにまでにまにまでにまでにまでこここここここ
だわっだわっだわっだわっだわっわっわ て製品て製品て製品て製品て製品て製品て の開発の開発の開発開の開発発や改良や改良や改良や改良に取りに取りに取りに取り組んで組んで組んで組んでいますいますいますいまいますす。。。

お客お客お客様視様視様視点で点で点 、使、使いやいやすさすさを追を 求した
スプスプスプレーレーレー式殺式殺式殺虫剤虫剤を開を開発！発！

化化化 学学学 科科

単単単単
品品品品
頭頭頭頭頭
効効効効効
だだだだだだ

大日本除蟲菊（株）
三好一史さん
2005年学部卒業
2007年前期課程修了

close up!

クラレレ
日本ペ日本本本 イントイ
住友ゴ住友ゴ住友住友住住 ム工業ム工業
シャーャシャシャーーシャ ププププ
小糸製小糸小糸製小糸糸製小 作所作所作所作所
再春館再春館再春館春館春館春館再春館製薬所製薬所製薬所製薬所
大塚製大塚製大塚製製大塚製薬工場薬工場薬工場薬工場薬工薬薬
ニチレニチレニチレニチレイフーイフーイフーイフーフ ズズズズズ

【主な【主な就職先就職先】】
（抜粋）抜粋）修了生含修了生含むむ

の進の進の進の進路路路路

の進の進の進進路路路路路

の進路

【主な就職先】
（抜粋）

●●● 20200121212年度年度年度内定内定内定定先業先業先業種種種種

研究職研 職といっといっても、ても、て ただ実ただ実験だけ験だけを行うを行うのではのではありまありまありまりまり せん。せん。せん。せん。せん。実実実実実
際に肌肌際 の上での上で試作品試作品の使用の使用感を確感を確かめ、かめ、科学の科学の科学の科学の力をど力をど力をど力をど力 のようのようのよう
に活かか活 せばおせばお客様に客様に満足し満足ししていたていただけるだけるだけけけ 製品づ製品づ製品づくりがくりがくりがくりく できるできるできるできるる
のかをかのか 考える考えるため、ため、感性も感性も必要と必要とされるされる仕事で仕事で仕事 す。い。いいす。いつか、つか、つか、つかつか、自自自自自
分の開分の開分の 発した発した商品が商品が店頭に店頭に並ぶこ並ぶことを楽とを楽楽楽しみにしみにみみ していしていして ます。ますます。

お客様の満足をめめざしざし、、
化粧品の新製製品研研究開究開発を発を行っ行っていていますますま 。。

生命科学科生生

研研
際
に
のの
分分

(株)コーセー
丹羽めぐみさん
2009年学部卒業
2011年前期課程修了

close up!

ロートロートトロート製薬製薬製薬薬
武田薬武田薬武田薬田武田薬品工業品工業品工業工業
日本赤日本赤日本赤日本赤十字社十字社十字社十字社十十
旭化成旭化成旭化成化成旭化成グルーグルーグルーググループプププ
ライオライオイオライオンンン
ニプロプロニプロプロファーファーファーーママママ
森永乳森永乳森永乳森永乳業業業業
山崎製山崎製山崎製崎製パンパンパンパン

【主な【主なな就職先就職先就職先】】】
（抜粋）（抜粋）（ 修了生含修了生含修了生 むむむ

● 2012年度内定先業種種

ソーシソーシソーシャルメャルメャルメディアディアディアの発達の発達の発達やスマやスマやスマートフートフートフォンのォンのォンの浸透は浸透は浸透は、人々、人々
の生活の生活活を大きを大きを大 く変化く変化く変化させまさせまさせませました。した。たた 私はさ私はさ私はさ私はさまざままざままざままざまなメデなメデなメデなメディアやィアやィアや情情情
報を、報を、報を、企業の企業の企業のマーケマーケマーケティンティンティング活動グ活動グ活動に活かに活かに活かせないせないせないか、まか、まか、また、どた、どた、ど
んなキんなキんなキキャンペャンペャンペャンペーン戦ーン戦ーン戦ン戦戦略が組略が組略が組略が組めるかめるかめるかめる など、など、ど、など 企業と企業と企業と企業とパートパートパートナーとナーとナーと
なり、なり、りなり、なり 課題解課題解課課題解題解題課題解決に取決に取決に取決に取決に取り組んり組ん組んり組んり組んでいまでいまでいまでい す。す。す。す

最新最新テクテクテ ノロノロジージーやデやデジタジタルデルデータをもとにに、
コミコミコミュニュニュ ケーケーケ ショション戦ン戦ン戦略を略を立案立案。。

情情 報報 科科 学学 科

ソソソ
のの
報報報
んんんん
なな

(株)電通
友井香那さん
2009年学部卒業

close up!

オービオービオービオービックックックック
TISTISTISTIS
伊藤忠伊藤忠伊藤忠伊藤忠テクノテクノテクノテクノ
　ソリソリソ　ソリューシューシューションズョンズズン
日本総日本総本総日本 合研究合研究合研合 所所
富士通富士通富士通テンテンテン
NECNECNECN ソフトソフトソフトト
グローグローグローリーリーリー

【主な就職先】
（抜粋）修了生含む

本田技本田技本田技本田技田本 研工業研工業研工業研工業研工業業業業
島津製島津製島津製島津製津製作所作所作所作所作所
三菱電三菱電三菱電三菱電電機機機機機
ヤフーヤフーヤフーヤフーヤフ
グリーグリーグリーグリーー
KDDKDDKDDDIII
ワークワークワークワー スススス
アプ　アプアプ　アプ　アプリケーリケーリケーリケーケ ションションションションションズズズズズ

※物理学科卒業生

※円グラフの数値は小数点第２位で四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

金融業・金融業・保険業保険業2.2 777

金融業金融業・業・業・・保保保保険業険業業保

金融業・金融融 保険業

2.9

金融金融金融業・融業・融業・業・業・金金金金 業
保保保険保保険険業険業険業業保 業 6.6.6.66666666.66666666.66666 33333333333333333

2.2 99

教育・公教育・公公教育・公益益・益・・・益・益益・・・・・・益・・・・・・・・益益益益
その他サその他サその他ササービス業ービス業ービス業業業業業業業業業業業業業業業ス業業業業業業業業業業業業業業業ス業業業業ス業業業業ス業業ス業業業業業業ス業業ス業

1212222.9.9.9999.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

教育教育教育育育・育・公・公公公育 公教 益・益益・益益益益
その他サその他サ他ササその他ササその他サーービービス業ビス業ーー 業ービス業業ビス業業業業業業業業業

99999.9.9....44444

そのそその他のの他他の他のその サービサービーーーービビビスビスビスビスーービサービビスー 業業業業

11100011 .3.3333

小売業小売業小売業売業小売業

1.1.1.1.666建設業建設業建設業建設業設業
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