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2018年度工学部卒業者・工学系大学院
修了者の就職先一覧掲載

全部
見せます！

過去10年間の
平均就職率

工学系就職先TOP15│工学系学生の約30％が下記に就職！！

※人数は就職者数

・パナソニック　
・住友電気工業

・村田製作所

・KDDI
・トヨタ自動車

・日産自動車
・北海道庁

・本田技研工業 ・NTTデータ
・NTTドコモ

・キヤノン
・古河電気工業

・小松製作所
・大成建設

・東芝メモリ

4位 5位 7位新日鐵住金

北海道電力

10人

10位 15位 各6人各7人

各8人

日立製作所 三菱電機１位 ２位 3位
19人 18人 12人

各9人
・富士通　・札幌市役所



2018年度工学部卒業者・工学系大学院修了者の就職先一覧

応用理工系学科

情報エレクトロニクス学科

応用化学コース

応用マテリアル工学コース

情報理工学コース

電気制御システムコース

機械情報コース

社会基盤学コース

建築都市コース

環境工学コース

資源循環システムコース

電気電子工学コース

生体情報コース

メディアネットワークコース

教育研究機関

官公庁

教育研究機関

その他

官公庁

教育研究機関

機械知能工学科

民間企業

教育研究機関

官公庁

旭化成、味の素（2）、ADEKA、アドバンテスト、出光興産（2）、AGC、NOK、OCC、大塚化学、オリエンタル酵母工業、花王（3）、キリン（2）、クラレ、
グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、神戸製鋼所（2）、小林製薬、JSR、シスメックス、資生堂、信越化学工業、新日鐵住金、住友化学、住友金属鉱山、住友電気工業、
住友ベークライト、DIC、帝人（2）、デンソー、東芝デバイス&ストレージ、東芝メモリ、東ソー（3）、東レ（3）、凸版印刷、豊田合成、豊田自動織機、トヨタ自動車、日亜化学工業、
日本コーンスターチ、日本エア・リキード、日本ガイシ（2）、日本テキサス・インスツルメンツ、日本特殊陶業、ノリタケカンパニーリミテド、日立製作所、日野自動車、ブリヂストン、
古河電気工業（2）、北海道住電精密、三井化学（2）、三菱ケミカルエンジニアリング、三菱電機、ムラタ、村田製作所、UACJ、ユニチカ、楽天（2）、LIXIL

警察庁科学警察研究所、北海道庁

ケンブリッジ大学、ETH Zurich（スイス連邦工科大学チューリッヒ校）、電力中央研究所、北海道大学化学反応創成研究拠点

日本中央競馬会

民間企業

応用理工学コース
NTTデータ（2）、キヤノン、京セラ、シーエスアイ、資生堂、シャープ、スズキ、住友電気工業、大日本印刷、デンソー、東京エレクトロン、東芝、東芝メモリ（2）、
ニコン、西日本電信電話、日本航空電子工業（2）、日本総合システム、日本電産、野村総合研究所、パナソニック、日立製作所（3）、日立造船、ファナック、富士通（2）、
古河電気工業、北海道NSソリューションズ、北海道電力（3）、毎日新聞社、三菱電機、ミネベアミツミ、村田製作所（4）、ユー・エス・イー

札幌市役所、横浜市役所

東京大学

東京23区清掃一部事務組合

民間企業

環境社会工学科

民間企業

官公庁

NAP建築設計事務所、NTT都市開発、NTTファシリティーズ、大林組、オンデーズ、鹿島建設、久米設計、構造計画研究所、コニシ、JFEエンジニアリング、清水建設（4）、
大成建設（4）、大和リース、竹中工務店、テクノプロ・コンストラクション、東北電力、戸田建設、日建設計、日本設計、長谷工コーポレーション、パナソニックエコシステムズ、
東日本旅客鉄道、日立製作所、ファミリー、北海道電力、北海道旅客鉄道、前田建設工業、ミサワホーム、みずほフィナンシャルグループ、山下設計、ランドブレイン

北海道庁

民間企業

官公庁

民間企業

官公庁

その他

アクセンチュア（2）、荏原製作所、NTTデータ、コスモエネルギーホールディングス、小松製作所（2）、ZEALS、JFEミネラル、JIG-SAW、新日鐵住金（4）、住友金属鉱山（2）、
住友商事（2）、Seven Rich Accounting、大成建設、太平洋コンサルタント、千代田化工建設、東電設計（2）、DOWAホールディングス（2）、Nikkan、日本原燃、
日本工営、日本製紙、ビー・ユー・ジーDMG森精機、フジタ、北海道ガス、レバレジーズ

国土交通省北海道運輸局

関西学院、産業技術総合研究所、日本原子力研究開発機構（2）、北海道公立学校

民間企業

官公庁

EIGHT、AIS北海道、JFEスチール（3）、JX金属（2）、新日鐵住金（4）、住友電気工業、大同特殊鋼（3）、東海旅客鉄道、東邦チタニウム、DOWAホールディングス、
トヨタ自動車北海道、トリパス、日産自動車、ニトリ、日本軽金属、パナソニック、日立建機、フジクラ、古河電気工業（2）、北海道ガス、三菱重工業、村田製作所、UACJ（2）、
ユナイトアンドグロウ

札幌市役所

日本原子力研究開発機構

民間企業

官公庁

教育研究機関

その他

井上特殊鋼、HBA、SCSK、NTTコミュニケーションズ、NTTコムウェア、NTTデータ、グリー（2）、KDDI（2）、コーエーテクモホールディングス、シーズ・ラボ、ダイキン工業、
ダイテック（2）、テクノフェイス、デンソーITソリューションズ、西日本電信電話、日鉄ソリューションズ（2）、日本アイ・ビー・エム、日本電信電話（NTT研究所）、
パーソルプロセス&テクノロジー、パナソニック、ビー・ユー・ジーDMG森精機、日立製作所、富士通（2）、フューチャーアーキテクト、ヤフー（3）、LITALICO

長野市役所、北海道警察情報通信部

民間企業

官公庁

iD、アクセンチュア、アルトナー、SMBC日興証券、NTTデータ、NTTデータMSE、NTTドコモ（2）、オリンパス、川崎重工業、キヤノンメディカルシステムズ、
コナミホールディングス、シーズ・ラボ、島津製作所、新日鉄住金ソリューションズ、ソニー、大日本住友製薬、TIS、トリドールジャパン、日本製鉄、野村総合研究所、
ビー・ユー・ジーDMG森精機、東日本旅客鉄道、日立製作所（3）、丸紅、三菱電機

石川工業高等専門学校、長崎日本大学中学・高等学校

民間企業

教育研究機関

IBJ、NTTドコモ（4）、オー・エル・エム・デジタル、キヤノン（3）、KDDI（4）、DNPデジタルソリューションズ、日鉄ソリューションズ（2）、日本電信電話（2）、日本放送協会、
Pioneer DJ、パナソニック、ビー・ユー・ジーDMG森精機、日立システムズ、日立製作所、富士通、北海道電力、三菱電機、ヤフー（2）、リコー、Loco Partners民間企業

アズビル、SAPジャパン、NTTコミュニケーションズ、LGエレクトロニクス、NYK Business Systems、オークマ、関西電力、KDDI、ジャパンテクニカルソフトウェア、
新菱冷熱工業、電源開発、東京電力ホールディングス、豊田合成、日産自動車、日鉄ソリューションズ、日本信号、日立製作所、富士通、本田技研工業（3）、
三菱スペース・ソフトウェア、三菱電機（2）、安川電機、リコーITソリューションズ

鉄道総合技術研究所、名古屋工業大学、山口大学

民間企業

教育研究機関

NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、キヤノン、小松製作所、シャープ、ジャパンテクニカルソフトウェア、新日鉄住金エンジニアリング、住友電気工業（2）、ソシオネクスト、
タッチスポット、テクノプロエンジニアリング社、デンソー、東海旅客鉄道、東芝メモリ（2）、豊嶋運送、トヨタ自動車、豊田通商、日産自動車、
日本アイビーエム・ソリューション・サービス、日本製鉄、日本電信電話（NTT研究所）、日本無線、パーソルR&D、日立製作所（3）、富士通、富士電機、古河電気工業、
北海道電力（3）、本田技研工業、三菱電機、ミネベアミツミ、村田製作所（2）、横河電機、ルネサスエレクトロニクス

札幌市役所

民間企業

〔参考〕 2018年度卒業・修了者数
●工学部卒業者／710名（うち就職者109名）
●大学院工学院修士課程修了者／391名（うち就職者330名）、博士後期課程修了者／51名（うち就職者30名）
●大学院情報科学研究科修士課程修了者／190名（うち就職者156名）、博士後期課程修了者／38名（うち就職者30名）
●大学院総合化学院（工学系）修士課程修了者／74名（うち就職者62名）、博士後期課程修了者／14名（うち就職者13名） 

※工学系大学院とは、大学院工学院・大学院総合化学院（工学系）・大学院情報科学研究科のことです。
※各コースに対応する大学院修了者も含めて集計しています。
※（　）内は2名以上就職した場合の人数です。　
※民間企業には一部独立行政法人等が含まれています。

旭化成ホームズ、伊豆箱根鉄道、大林組、鹿島建設（2）、共和電業、コマツカスタマーサポート、五洋建設、JXTGエネルギー、JFEエンジニアリング、全日本空輸（2）、
DIRインフォメーションシステムズ、電源開発、電通、ドーピー建設工業、豊田通商、西日本旅客鉄道、日本工営、東日本電信電話、東日本旅客鉄道、日立製作所、
八千代エンジニヤリング、ゆうちょ銀行、リクルートキャリア（2）

神奈川県庁、環境省、厚生労働省北海道労働局、国土交通省、札幌市役所、防衛省、北海道庁（2）、横浜市役所

機械システムコース
IHI、アクセンチュア、いすゞ 自動車、AGC、花王、川崎重工業（3）、キヤノン、キヤノン電子、クボタ（2）、小松製作所、JFEスチール、ジェイテクト、新明和工業、住友化学、
住友重機械工業、住友商事、セイコーエプソン、ソニー、ソフトバンク、大日本印刷、東京ガス、東京電力ホールディングス、東芝エネルギーシステムズ、東芝メモリ、TOTO、
トヨタ自動車（4）、トヨタ自動車北海道、日産自動車、日本航空、日本製鋼所、パナソニック（2）、ビー・ユー・ジーDMG森精機、東日本旅客鉄道、日立製作所（2）、富士通、
ブラザー工業、ブリヂストン、北海道瓦斯、北海道電力、本田技研工業、三菱ケミカルエンジニアリング、三菱重工業、三菱電機（3）

海上保安庁、北海道庁

北海道立総合研究機構

民間企業

官公庁

教育研究機関

国土政策学コース
大林組、建設技術研究所、小松製作所、佐藤工業、首都高速道路、大成建設、大和証券、中国電力、東北電力、ドーコン（2）、豊田通商、中日本高速道路、
西日本旅客鉄道（2）、日産自動車（2）、ニトリ、日本アイ・ビー・エム、日本工営（2）、パシフィックコンサルタンツ、東日本高速道路（2）、フジタ、フューチャーアーキテクト、
北電総合設計、北海道NSソリューションズ、北海道電力、北海道旅客鉄道、マイクロンメモリジャパン、三井住友建設、三菱地所、三菱総合研究所

神奈川県庁、国土交通省（2）、札幌市役所（2）、東京都庁、北海道庁（2）

民間企業

官公庁

教育研究機関

IHI、旭化成、NTN、京セラ、小松製作所、JFEエンジニアリング、シャープ、新日鉄住金、シンフォニアテクノロジー、Sky、住友重機械工業、住友電気工業（3）、TPR、電源開発、
東海旅客鉄道、東芝デバイス&ストレージ、東レ、トヨタ自動車、トヨタ自動車北海道、ニコン、日産自動車、日本原燃、パナソニック（2）、日立オートモーティブシステムズ、
日立オムロンターミナルソリューションズ、日立建機、日立ジョンソンコントロールズ空調、日野自動車（2）、富士通、富士電機、ブリヂストン、北海道電力、本田技研工業（2）、
牧野フライス製作所、三井金属鉱業、三菱重工業（3）、三菱商事、三菱電機（5）、ユニプレス

原子力規制庁

東京都立産業技術研究センター、日本原子力研究開発機構

いであ、NTTファシリティーズ、荏原製作所（2）、オルガノ、川崎重工業、三祐コンサルタンツ、新日鉄住金エンジニアリング、水道機工、住友重機械工業、ダイキン工業（2）、
中部電力、月島機械、東京ガスエンジニアリングソリューションズ、東京設計事務所、東芝、ドーコン（2）、TOTO、日立製作所（2）、日立造船（2）、フソウ、北海道電力、
三菱重工エンジニアリング、三菱電機、明電舎、メタウォーター、UTテクノロジー、リブ・コンサルティング

川越市役所、原子力規制委員会（環境省外局）、札幌市役所（3）、千葉市役所、名古屋市役所、防衛省

ホクレン農業協同組合連合会



就職活動を終えて 学生インタビュー

北海道大学工学部
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資料請求
https://www.eng.hokudai.ac.jp/delivery/

北大工学部のことをもっと知りたい！ という方は、
以下のサイトから資料請求してください。

自分に合った職種・企業選びを、　　　　　　　　
幅広い就職活動が可能な工学部で実現！　

キヤノン株式会社 知的財産法務本部　渋谷 恭平さん　エントリーシート提出数：4件
2017年3月　工学部 応用理系工学科 応用物理工学コース 卒業
2019年3月　工学院 応用物理学専攻 修士課程 修了

修士1年の夏に参加した“知的財産”に関するインターン
シップがきっかけで、現在の仕事に興味を持ちました。知
財職では、様々な技術に広く触れることができるため、自
分にとって最適な職種でした。この経験から、情報を収集
する範囲を限定せず、就活の幅を狭めない事をお勧めし
ます。企業と自分とがどれだけマッチしているかが、内定へ
と近づく重要なポイントであると思います。工学部では、
OB・OGの先輩から情報を収集する機会も多くあり、就活
を有利に進める大きな助けとなりました。　　　　　

インターンシップでの最終
報告会の様子

インターンシップの経験と充実した
研究活動で、第一志望の企業に内定。

ソニー株式会社　榊 飛翔さん　エントリーシート提出数：3~4件
2016年3月　工学部 情報エレクトロニクス学科 生体情報コース 卒業
2018年3月　情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 修士課程 修了

修士1年の冬に企業のインターンシップに参加しました。
職場に身を置き業務に携わることで、社会人の自分をより
具体的にイメージできる貴重な機会となりました。また、選
考や実習を通じて、日々の研究活動で課題を乗り越えた
り、学会で成果を発表したりする経験は、専門を問わず生
かすことができると感じました。第一志望から内定をいただ
き、これまでを振り返ると、研究活動の充実が就活を有利
に進められる要因であると思います。

工学部で学んだ人材は、
様々な分野で必要とされている！！

東芝エネルギーシステムズ株式会社　北原 直人さん　エントリーシート提出数：5件
2017年3月　工学部 機械知能工学科 機械システムコース 卒業
2019年3月　工学院 エネルギー環境システム専攻 修士課程 修了

工学部で学んだ人材は、一見関係ない分野も含めて
様々な業界から必要とされています。また、北大工学部は
多くのOBが、企業から就職活動のサポートに来てくれま
す。そのため、例え自分の専門と直結しない業界でも不利
という印象はありませんでした。特に、研究を進める上での
苦労や、研究成果の国内外での発表は、自身の専門を
問わず就職活動やその後の社会人生活でも活きる大き
な経験でした。北大工学部はそんな経験を得られる豊か
な環境が整っています。

修論を終えた後の
卒業旅行

多くの経験を通して、
将来の可能性を広げることができます

三菱地所株式会社 都市開発二部　池田 愛子さん　エントリーシート提出数：20件程度
2017年3月　工学部 環境社会工学科 国土政策学コース 卒業
2019年3月　工学院 北方圏環境政策工学専攻 修士課程 修了

就職先を考えるにあたり工学部は大変恵まれた環境です。
様 な々分野において基礎研究から実証実験までの幅広い経
験ができ、この強みは将来を考える際の選択肢が増えること
にも繋がります。私は、専門分野に絞らず多くの方の話を聞
いたうえで就職先を決定しました。分野をまたいだ豊富な知見
をお持ちの先生方や多方面で活躍されている先輩方は大変
頼りになる心強い存在です。専門領域が思いがけない分野
と結びつく可能性も多くあるため、先入観を持ちすぎず視野を
広く持って、自らが納得できる就職活動をしてください。

関係者のみなさんと仲通り
イベントに出かけました。

97％以上！ 不況に強い！！ 安定した就職率の高さ！！
■  就職に強い工学部！

■  工学部の就職支援体制

北海道大学工学部・工学系大学院の就職率は
常に97％以上！景気に左右されず、安定した就
職率の高さを誇っています。工学部では、社会
で役立つ高度な専門知識が身につけられること
に加えて、学科・コースごとに就職担当教員が配
置され、就職支援体制がしっかりしていることも
その理由の１つです。皆さんも、工学部で専門
知識を身に付け、社会に貢献してみませんか？

工学部・工学系大学院では工学系の学生に特
化した多彩な就職対策セミナーや学内合同説
明会のほか、各学科・コースにおいても独自にセ
ミナーや就職指導ガイダンス等を実施していま
す。約６割の学生が大学推薦制度を利用して就
職活動を行うため、エントリーシートの提出数や
面接回数が少なく、就職活動期間が比較的短
いのが工学系の特徴です。研究と就職活動を
両立しやすい環境が整っています。  

■工学系の就職率の推移

※修士課程修了者の就職率
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