
2022年3月卒業（修了）予定者　学校推薦求人等一覧 2021/3/4現在

番号 求　人　元 宛先 対象課程 職種 推薦人数 応募期限 備考

1 住友化学工業株式会社
自然環境論コース、
数理情報環境論コース

博士課程 技術系総合職 記載なし 記載なし 推薦に関する記載なし

2 NECネッツエスアイ株式会社
環境数理科学プログラ
ム、数理情報環境論コー
ス

学士、修士
技術職（システム設計・構築、運用・保守、通信工事・
施工、ソフトウェア開発）

同一学科より2名 随時 学校推薦

3 三井化学株式会社 衣環境学研究室
博士後期課

程
研究開発（基礎研究・開発研究） 記載なし 2020/12/6 推薦応募または自由応募

4 株式会社ジャステック 人間環境学科 学士、修士 システムエンジニア 記載なし 記載なし 学校・教授推薦または自由応募

5 日東電工株式会社 自然環境論コース
学士、修士、

博士
技術系職種：研究開発、プロセス開発、生産技術等
事務系職種：営業、企画、調達、ロジスティクス等

記載なし 記載なし 学校推薦・教授推薦または自由応募

6 株式会社　クレハ 自然環境論コース
学士、修士、

博士
施術・研究・製造職系：研究開発、プロセス開発等
事務・営業職系：営業、経営企画、経理・財務等

同時期に応募は
1学科2名程度まで

2021/7/31 自由応募、推薦

7 日本特殊陶業株式会社 自然環境論コース 学士、修士 技術系総合職 記載なし 記載なし 学校推薦

8 クミ化成株式会社 記載なし 学士、修士 総合職（生産、生産技術、設計、研究開発、品質搬入） 記載なし 随時 推薦に関する記載なし

9 NTTテクノクロス株式会社 環境数理科学プログラム 学士、修士 開発・技術系、営業系、業務系 記載なし
採用予定数
になり次第

推薦に関する記載なし

10 三井金属鉱業株式会社 自然環境論コース
学部、修士、

博士
研究開発、商品開発、生産技術、製造、品質管理、製
造装置の設計・開発、営業、人事・総務等

記載なし
3月以降　随

時
学校推薦・自由応募　※事務系は自由
応募

11 新日本空調株式会社
自然環境論コース、
環境自然科学プログラム

学部、院 専門職（総合職）のみ：技術系、事務・営業系 記載なし 記載なし 推薦応募、自由応募



12 東芝プラントシステム株式会社
自然環境論コース、
環境自然科学プログラム

大学、修士
プラントの基本計画・設計業務、施工管理業務、総務、
経理、国内外プラントに関する受注業務等

記載なし
2月以降応募

書類受付
推薦応募および自由応募

13 株式会社ジェイテクト 自然環境論コース
大学、大学院
（前期、後期）

人事、経理、総務、法務、営業、調達、生産管理、事業
計画、研究開発、設計開発、生産技術、品質管理等

3月19日
4月16日
5月14日

大学推薦、自由応募

14
DOWAホールディングス株式会
社

自然環境論コース、
環境自然プログラム

修士了
学部卒

技術系/研究開発、製造・生産技術科発、プラント設
計・保守、生産管理、品質管理　　　事務系/企画、営
業、経理、人事、労務、総務、法務

記載なし 記載なし
学科推薦（技術系応募のみ受付）、自由
応募

15 日揮グローバル株式会社
自然環境論コース、
環境自然プログラム

修士、大学

海外のオイル＆ガス、インフラ分野の各種プロジェクト
に関わるプロセス・制御・配管・機器・土木・建築・電
気・システム等の設計、調達、品質管理、建設管理、
試運転等

記載なし 記載なし
「推薦状は面接通過後に正式に提出」と
の記載

16 日揮株式会社
自然環境論コース、
環境自然プログラム

修士、大学

国内のインフラ、エネルギー、ヘルスケア、ライフサイ
エンス、原子力などの各種プロジェクトに関わるプロセ
ス・制御・配管・機器・土木・建設・電機・システム等の
設計、調達等

記載なし 記載なし
「推薦状は面接通過後に正式に提出」と
の記載

17 株式会社　GSユアサ 自然環境論コース 修士、大学 総合職

各学科2名（修士、
学部合計）※2名以
上については要相

談

記載なし 推薦応募および自由応募

18
キオクシア株式会社（旧東芝メ
モリ株式会社）

自然環境論コース、環境
自然プログラム、環境数
理科学プログラム

博士・修士・
学部

技術系総合職（製品・デバイス技術開発、プロセス・
パッケージ技術開発、システムソフトウェア、回路設計
技術開発、顧客技術対応・評価解析技術開発）

若干名 記載なし 学校推薦

19
AGC株式会社（旧旭硝子株式
会社）

自然環境論コース、
環境自然プログラム

博士、修士、
学部

技術系総合職（開発（研究、生産プロセス開発、商品
開発）、製造エンジニア、設備設計開発・プラントエンジ
ニア、情報システム、知的財産、技術営業、環境安
全、等

記載なし 記載なし 自由応募制

20 日鉄鉱業株式会社
自然環境論コース、
環境自然プログラム

修士、大学
技術系（資源開発職、プラントエンジニア職、研究開発
/設計職、技術営業職）、事務職（営業/経理/総務/人
事）

記載なし 要問合せ ・推薦応募（技術系のみ）　・自由応募

21
ビジネスエンジニアリング株式
会社

人間発達専攻、人間環
境学専攻、発達コミュニ
ティ学科、環境共生学科

博士、修士、
大学

ITコンサルタント、ITエンジニア、プロジェクトマネー
ジャー候補、営業、経営管理部門

記載なし 記載なし 学校推薦または自由応募

22 新菱冷熱工業株式会社
鶴甲第2キャンパス、環
境自然科学プログラム

修士、学部 総合職技術系、総合職事務系 記載なし 記載なし 自由応募のみ

23 太平洋セメント株式会社
自然環境論コース、
環境自然プログラム

大学、大学院 総合職、エリア職 記載なし

総合職
2021/3/23

エリア職
2021/04/05

・推薦応募、自由応募

24 株式会社　ニコン 数理情報環境論コース 大学、大学院
研究開発（光学技術開発、数理解析、材料・要素技術
開発）、製品開発・設計、生産管理・調達など

記載なし 記載なし
推薦応募（ジョブマッチングへの参加必
須）



25 株式会社　リコー 自然環境論コース 修士、学部
研究、設計開発、ＳＥ、生産技術、調達、品質、社内Ｉ
Ｔ、知的財産、その他多数

記載なし 記載なし
・学校推薦 　※総合コース（自由応募）で
の採用数は全社で若干名、同時併願不
可）

26 JNC株式会社 環境自然科学プログラム
博士、修士、

学士

経営企画、総務、法務、人事、経理、財務、システム、
営業、製造、研究開発、生産技術開発、エンジニアリン
グ等

記載なし 記載なし ・自由応募および推薦応募

27 アズビル株式会社

自然環境論コース、環境
自然プログラム、数理情
報環境論コース、環境数
理科学プログラム

学部、院
理工系/技術系総合職（研究開発、製品開発、セール
スエンジニア、システムエンジニア、フィールドエンジニ
ア他）

各１名 記載なし
・推薦枠は状況に応じて調整可能。志望
者が多い場合は相談

28 日立造船株式会社 自然環境論コース 学士、修士 営業、経理、財務、人事、資材調達、法務、安全等 2名

土木・建設系
2/12、

それ以外
3/12

・3名以上については相談
・第2次締切：土木・建設系3/26、その他
4/16

29 株式会社大真空

電気系・電子系・物理系・
化学系・物質系・機械系・
情報系のいずれかを専
攻

学部、院 技術系総合職 記載なし 充足まで随時
・推薦応募
・自由応募（マイナビ3/1～）

30 昭和電工株式会社 自然環境論コース
博士前期・
博士後期

技術系
貴専攻推薦希望人

数2名
記載なし

・自由応募
・推薦応募（同研究室からは原則1名）

31
株式会社NTTファシリティズ、
株式会社NTTファシリティーズ
関西

人間発達環境学研究科 修士、学部
建設設計・監理、設備設計・監理、保守・維持管理、
ファシリティマネジメント・不動産、営業、スタッフ部門
等

記載なし 記載なし ・推薦応募、自由応募

32 ブラザー工業株式会社
人間発達環境学研究
科、自然環境論コース

学部、修士、
博士

技術系総合職（開発設計、研究開発、生産技術、品質
管理、知的財産等）

記載なし 記載なし ・学校推薦

33 富士通株式会社 人間環境学専攻 学士・修士
ソリューション＆サービスエンジニア、ソフト開発、ハー
ド開発、研究

2名
募集定員にな

り次第
・学校推薦

34 東京エレクトロン株式会社 環境数理科学プログラム
博士、修士、

学部
装置開発/設計/要素研究、フィールドエンジニア、製
造エンジニア、セールスエンジニア

記載なし 記載なし ・学校推薦/自由応募

35 株式会社　東芝
人間環境学専攻、人間
環境学科

学部、修士、
博士

技術系※（株）東芝、東芝エネルギーシステムズ、東芝
インフラシステムズ（株）、東芝デバイス＆ストレージ
（株）、東芝デジタルｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株）

修士課程修了見込
者もしくは学部卒業

見込み者1名
締切無し ・学校推薦（リエゾン制度）、自由応募

36 株式会社　アドヴィックス 自然環境論コース 学士、修士
技術系総合職（機械設計、制御ロジック開発、電気電
子回路設計、車輛適合、生産技術、品質管理、品質保
証など）

上限なし
3月10日、4月
8日、以降は

個別連絡

・学校推薦
・自由応募も可



37 TIS株式会社 環境数理科学プログラム 大学、修士 システムエンジニア職、営業職、コンサル職
各学部学科　若干

名

・学校推薦（SE職）
・自由応募（SE職、営業職、コンサル職）
・学部・研究科不問、留学採用あり

38 株式会社　カネカ 自然環境論コース 大学、大学院
研究職、エンジニアリング職、製造技術、ＩＴエンジニア
職

制限なし
（複数名推薦可）

①3月18日
②4月8日

③5月11日

・推薦応募（自由応募への変更は不可）
・自由応募（推薦応募への変更可）応募
締切①3月8日②3月30日③5月11日

39 シャープ株式会社
数理情報環境論コース、
環境数理科学プログラム

修士、大学 エンジニア 1名 記載なし ・推薦

40 東レ株式会社 自然環境論コース
学部、修士、

博士
研究開発職、技術開発・商品開発職、生産技術職 記載なし

①3月21日
②4月11日
③5月9日

・推薦応募
・自由応募（推薦応募に切替可）

41
三菱ケミカルエンジニアリング
株式会社

自然環境路コース、環境
自然科学プログラム

学部、修士、
博士

プラントエンジニアリング・プロジェクトマネジメント、設
備管理・メンテナンス業務、営業、調達、経理、総務・
人事

記載なし 記載なし
・推薦応募
・一般応募

42 株式会社　クラレ
自然環境論コース、環境
自然科学プログラム

修士、学部 設備管理・設計、場内発電設備、化学製品生産管理 記載なし 記載なし
・事業所採用（FLコース）
・募集形態不問

43 矢崎総業株式会社 環境共生学科
博士、修士、

大学

総合職（理系：研究、開発、設計、生産技術、品質管
理、情報システム他、文系：営業、企画、財務、法務、
調達、原価企画、生産管理他）

記載なし 2021/5/31
・学校推薦応募は選考前に事前にメール
に連絡
・締切後の応募については相談

44 住友大阪セメント株式会社
自然環境論コース、環境
自然科学プログラム、環
境数理科学プログラム

博士、修士、
大学

技術系総合職（生産管理、品質管理、設備・総合エン
ジニアリング、研究開発、技術営業等）、事務系総合
職（営業、総務、法務、人事、企画、経理、物流、資材
調達等）

制限無し
※推薦形態は不問

記載なし
・推薦応募
・自由応募・・後付推薦（内々定承諾の際
に推薦書提出）

45 株式会社　福井村田製作所 数理情報環境論コース 修士、学士

商品開発・回路設計、材料開発（有機・無機）、製造技
術、生産設備開発・制御、プロセス開発、分析・評価技
術、品質保証、工程設計・原価企画（ＩＥ）、情報システ
ムなど

専攻・学科の
修士・学士合わせ

て　　若干名
記載なし

・同一専攻・学科からの複数名の応募も
可

46 株式会社　出雲村田製作所
自然環境論コース、数理
情報環境論コース

修士、学士
商品開発、製造技術、品質管理、生産技術、生産シス
テム設計（ＩＥ）、商品技術、情報システム、製造管理監
督、環境管理など

修士、または学士
いずれか1名

記載なし
・応募希望者が左記求人数を上回る場
合は事前に相談。

47 村田機械株式会社
数理情報環境論コース、
環境数理科学プログラム

大学、院
研究開発、開発・設計、建築設計、生産技術・管理、工
事（施工・管理）、技術サービス、知的財産・特許（IP）
等

各学科1～2名 2021/6/2
・左記以上の希望者がだた場合は相談
・自由応募からの途中切替も可能（早目
の相談）

48 YKK　AP株式会社
国際人間科学部、
環境自然科学プログラム

修士、学部
技術系/生産技術・商品開発技術・要素技術・情報シ
ステム技術・試験評価技術・施工技術・海外技術要員
等

学科/専攻　1名 2021/6/30
・推薦依頼数を超える応募を希望する場
合は要問合せ

49 コニカミノルタ株式会社 環境数理科学プログラム
博士、修士、

学士
技術系：研究、開発、生産技術、システムエンジニアな
ど

複数名可

第1回3月17
日　第2回4月
2日　第3回4

月20日

・別途自由応募プロセスも有



50 ローレルバンクマシン株式会社 環境数理科学プログラム 学部、修士 機械設計職、電気設計職、ソフトウェア設計職 若干名 記載なし ・推薦応募/自由応募可

51 日立建機株式会社 環境数理科学プログラム 学士
エンジニアリング系職種（研究、開発設計、生産技術、
開発試験・品質保証、プロダクトサポート

環境数理科学プロ
グラム1名（学士）

2021年9月末
・推薦依頼数は目安、超える場合は要相
談　　・自由応募も実施（ビジネスマネジ
メント系職種は自由応募のみ）


