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工芸科学部
課程 就職先名称

朝日インテック株式会社
株式会社アルペン
株式会社エムアンドエムフーズ
株式会社川島織物セルコン
株式会社クランディム
株式会社ジーニー
日本農産工業株式会社
株式会社パソナグループ
ひかりのくに株式会社
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

課程 就職先名称
株式会社アッドワン
大塚製薬株式会社
株式会社タイキ
日東薬品工業株式会社
扶桑化学工業株式会社
マツダ株式会社
ユニバーサルコンピューター株式会社
株式会社レタス

課程 就職先名称
エス・エス・アルミ株式会社
学校法人神戸弘陵学園
株式会社サーバーワークス
太陽工業株式会社
日ポリ化工株式会社 
村瀬炉工業株式会社

課程 就職先名称
株式会社きんでん
日本光電工業株式会社
株式会社日本総研情報サービス
日本電産株式会社
パーソルＡＶＣテクノロジー株式会社
三和電子機器株式会社
株式会社ワールドインテック 

電子システム工学課程

高分子機能工学課程
物質工学課程

令和2年度卒業者　就職先一覧

応用生物学課程

生体分子工学課程
生体分子応用化学課程
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工芸科学部

令和2年度卒業者　就職先一覧

課程 就職先名称
アルファテック・ソリューションズ株式会社
株式会社ウイルテック
ソフトバンク株式会社
株式会社ダイフク
日本システムウエア株式会社
株式会社野村総合研究所
パーソルＲ＆Ｄ株式会社
株式会社日立情報通信エンジニアリング
株式会社富士通システムズウェブテクノロジー
株式会社ブライセン
ヤフー株式会社
株式会社ルーデル
和歌山県

課程 就職先名称
国土交通省近畿地方整備局
株式会社シーサー
トヨタ自動車株式会社
株式会社豊田自動織機
長津工業株式会社
本田技研工業株式会社
三菱電線工業株式会社
株式会社ヤクルト本社
安田工業株式会社

情報工学課程

機械システム工学課程
機械工学課程
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工芸科学部

令和2年度卒業者　就職先一覧

課程 就職先名称
アイテック阪急阪神株式会社
AOI TYO Holdings株式会社
株式会社あかがね
アサヒ飲料株式会社
株式会社アズ
株式会社ヴィス
株式会社カインズ
京セラコミュニケーションシステム株式会社
国土交通省
株式会社コスモスイニシア
株式会社大広九州
大黒天物産株式会社
ツインバード工業株式会社
株式会社ディー・サイン
株式会社ＤＥ－ＳＩＧＮグループ
株式会社トーセ
凸版印刷株式会社
株式会社阪急阪神百貨店
株式会社船井総合研究所
株式会社ポケモンセンター
ユニ・チャーム株式会社
株式会社ＬＩＸＩＬ
レイス株式会社

デザイン経営工学課程
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工芸科学部

令和2年度卒業者　就職先一覧

課程 就職先名称
株式会社アートリフォーム
株式会社合田工務店
株式会社アウトソーシングテクノロジー
株式会社ＡＲＯＵＮＤ
株式会社ＩＤＯＭ
株式会社ヴィック
大阪市
大津市
株式会社大林組
株式会社オープンハウス・ディベロップメント
株式会社上設計
川西市
株式会社木の家専門店谷口工務店
クツワ株式会社
株式会社コスモスモア
御所市
後藤木材株式会社
一般社団法人コロガロウ
株式会社島津ビジネスシステムズ
スターツコーポレーション株式会社
住友林業株式会社
株式会社ゼネラルアサヒ
高木金属株式会社
高松建設株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社ＴＳエンジニアリング
東急不動産株式会社
株式会社永田工務店
株式会社林建設
株式会社ハヤシ工務店
株式会社日比谷アメニス
不二建設株式会社
株式会社不動産ＳＨＯＰナカジツ
株式会社MACオフィス
三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社
文部科学省

デザイン・建築学課程
先端科学技術課程
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専攻 就職先名称
株式会社アイレックス
株式会社医学生物学研究所
エイツーヘルスケア株式会社
ＮＴＴテクノクロス株式会社
キオクシア株式会社
株式会社コーセー
コニシ株式会社
学校法人常翔学園
SMART INGREDIENTS COMPANY LIMITED																		
ダイニック株式会社
大陽日酸株式会社
タカラベルモント株式会社
宝ホールディングス株式会社
ＷＤＢエウレカ株式会社
月島食品工業株式会社
トヨタテクニカルディベロップメント株式会社
ＮＩＳＳＨＡ株式会社
日清食品ホールディングス株式会社
ニッタ株式会社
一般財団法人日本食品分析センター
株式会社丸島アクアシステム
三菱製紙株式会社

工芸科学研究科博士前期課程

応用生物学専攻

令和2年度修了者　就職先一覧
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工芸科学研究科博士前期課程
令和2年度修了者　就職先一覧

専攻 就職先名称
因幡電機産業株式会社
岩谷産業株式会社
ＡＧＣテクノグラス株式会社
オー・ジー株式会社
関西ペイント株式会社
株式会社キーエンス
京セラ株式会社
京セラドキュメントソリューションズ株式会社
興和株式会社
株式会社ＧＳユアサ
ジーエルサイエンス株式会社
シャープディスプレイテクノロジー株式会社
住友精化株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社ダスキン
ニチコン株式会社
日本碍子株式会社
日本製鉄株式会社
日本電気硝子株式会社
日本特殊陶業株式会社
株式会社ニューフレアテクノロジー
パナソニック株式会社
福田金属箔粉工業株式会社
株式会社船井総合研究所
Politecnico di Torino
マイクロンメモリジャパン合同会社
ユニチカ株式会社
株式会社ＬＩＸＩＬ
ローム株式会社

材料創製化学専攻
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工芸科学研究科博士前期課程
令和2年度修了者　就職先一覧

専攻 就職先名称
荒川化学工業株式会社
株式会社ＮＴＴファシリティーズ関西
京セラ株式会社
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
小林製薬株式会社
三洋化成工業株式会社
住友ゴム工業株式会社
ダイキン工業株式会社
ダイハツ工業株式会社
太陽誘電株式会社
東京計装株式会社
ＴＯＴＯ株式会社
ニチコン草津株式会社
ＮＩＳＳＨＡ株式会社
日東電工株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
一般財団法人日本食品分析センター
パナソニック株式会社
株式会社ビジョン・コンサルティング
株式会社福井村田製作所
マイクロンメモリジャパンＦａｂ１５労働組合
ローム株式会社

材料制御化学専攻
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工芸科学研究科博士前期課程
令和2年度修了者　就職先一覧

専攻 就職先名称
アイカ工業株式会社
関西酵素株式会社
互応化学工業株式会社
第一工業製薬株式会社
ダイキン工業株式会社
東京応化工業株式会社
東洋合成工業株式会社
東洋紡株式会社
ニッタ株式会社
日東電工株式会社
日本インシュレーション株式会社
株式会社日本触媒
日本ゼオン株式会社
富士紡ホールディングス株式会社
三菱瓦斯化学株式会社
横浜ゴム株式会社

専攻 就職先名称
アークレイ株式会社
アイテック阪急阪神株式会社
旭化成株式会社
出光興産株式会社
小野薬品工業株式会社
株式会社カネカ
カンケンテクノ株式会社
株式会社関電エネルギーソリューション
京都薬品工業株式会社
株式会社住化分析センター
積水メディカル株式会社
ダイキン工業株式会社
凸版印刷株式会社
日亜化学工業株式会社
ニチコン株式会社
日産自動車株式会社
日清紡ケミカル株式会社
ニッタ株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
日本製薬株式会社
パシフィックコンサルタンツ株式会社
株式会社日吉
株式会社松風
丸紅株式会社
株式会社ミズホ
三菱電機株式会社
株式会社安川メカトレック
ユニ・チャーム株式会社
株式会社ワイエムシィ

物質合成化学専攻

機能物質化学専攻



9/16

工芸科学研究科博士前期課程
令和2年度修了者　就職先一覧

専攻 就職先名称
アークレイ株式会社
株式会社アドバンテスト
ウエスタンデジタル合同会社
株式会社ＮＨＫテクノロジーズ
沖電気工業株式会社
株式会社オプテージ
オムロン株式会社
川崎重工業株式会社
キオクシア株式会社
キャタピラージャパン合同会社
キヤノン株式会社
ＫＤＤＩ株式会社
シーシーエス株式会社
株式会社島津製作所
住友電気工業株式会社
株式会社ソシオネクスト
ソニー株式会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
ダイキン工業株式会社
ダイハツ工業株式会社
株式会社椿本チエイン
株式会社デンソー
株式会社デンソーテンテクノロジ
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社
東京エレクトロンＦＥ株式会社
東レエンジニアリング株式会社
日本電産株式会社
パーソルＡＶＣテクノロジー株式会社
パナソニック株式会社
阪急阪神ホールディングス株式会社
株式会社日立製作所
本田技研工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社山岡製作所
株式会社ＲＩＳＵ
ルネサスエレクトロニクス株式会社
ローム株式会社

電子システム工学専攻
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工芸科学研究科博士前期課程
令和2年度修了者　就職先一覧

専攻 就職先名称
アークレイ株式会社
アイテック阪急阪神株式会社
株式会社アックス
アルテリア・ネットワークス株式会社
株式会社アルファシステムズ
株式会社イシダ
ＳＣＳＫ株式会社
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
エムスリー株式会社
株式会社オプテージ
オムロンソフトウェア株式会社
株式会社カプコン
関西電力株式会社
キーエンスソフトウェア株式会社
ジェイアール東海情報システム株式会社
株式会社シノプス
株式会社島津製作所
株式会社ジャステック
ソニー株式会社
株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ
日本電気株式会社
株式会社野村総合研究所
パーソルＲ＆Ｄ株式会社
パナソニック株式会社
パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社
パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社
バンドー化学株式会社
日立造船株式会社
古野電気株式会社
株式会社ブレインパッド
株式会社堀場製作所
三菱電機株式会社
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
株式会社メルカリ
メルコ・パワー・システムズ株式会社
株式会社ユーワークス

情報工学専攻
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工芸科学研究科博士前期課程
令和2年度修了者　就職先一覧

専攻 就職先名称
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
大阪車輛工業株式会社
大阪府
川崎重工業株式会社
関西電力株式会社
京セラ株式会社
株式会社クボタ
株式会社ＧＳユアサ
株式会社ダイフク
株式会社デンソーテン
東レ株式会社
凸版印刷株式会社
トヨタ自動車株式会社
株式会社中北製作所
西日本高速道路株式会社
ニチコン株式会社
日揮株式会社
日本航空株式会社
日本テキサス・インスツルメンツ合同会社
日本電産株式会社
株式会社堀場製作所
マツダ株式会社
三菱電機株式会社
三和ハイドロテック株式会社
村田機械株式会社
株式会社メイテック
株式会社モリタ製作所
株式会社ユニテツク

機械物理学専攻
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工芸科学研究科博士前期課程
令和2年度修了者　就職先一覧

専攻
アークレイ株式会社
旭化成株式会社
株式会社アルトナー
ＳＭＣ株式会社
株式会社小松製作所
株式会社ＧＳユアサ
株式会社島津製作所
シャープ株式会社
住友電気工業株式会社
セイコーエプソン株式会社
ダイハツ工業株式会社
株式会社ダイフク
株式会社椿本チエイン
株式会社デンロコーポレーション
日揮グローバル株式会社
日産自動車株式会社
日新電機株式会社
株式会社日本自動調節器製作所
日本精工株式会社
任天堂株式会社
パナソニック株式会社
バンドー化学株式会社
株式会社マキタ
三菱電機株式会社
村田機械株式会社
ヤマハ発動機株式会社
株式会社ＬＩＸＩＬ

機械設計学専攻
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工芸科学研究科博士前期課程
令和2年度修了者　就職先一覧

専攻 就職先名称
アイリスオーヤマ株式会社
株式会社イトーキ
株式会社Ａ．Ｃ．Ｏ．
株式会社オープン・エー
株式会社オカムラ
株式会社グッドパッチ
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
株式会社コバヤシ
株式会社Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ
有限会社Ｊａ．Ｚｏｏｏ
株式会社秀光
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
株式会社千代田ラフト
株式会社電通
日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社
日光精器株式会社
日本電気株式会社
一般財団法人日本品質保証機構
日本放送協会
有限会社ｎｅｎｄｏ
ＨＩ　ＮＹ　ｄｅｓｉｇｎ　日本支店
パナソニック株式会社
武漢依讯会社
富士ゼロックス株式会社
フリー株式会社
株式会社分福
株式会社メンバーズ
株式会社安井建築設計事務所
ローランド株式会社
株式会社ロフトワーク

デザイン学専攻
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工芸科学研究科博士前期課程
令和2年度修了者　就職先一覧

専攻 就職先名称
株式会社ＩＡＯ竹田設計
株式会社ＩＮＡ新建築研究所
浅井謙建築研究所株式会社
Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ合同会社
1－1 Architects一級建築士事務所
株式会社イリア
株式会社イン・エクスデザイン
NECファシリティーズ株式会社
株式会社ＮＴＴファシリティーズ
NTT都市開発株式会社
鹿島建設株式会社
株式会社木の家専門店谷口工務店
京セラコミュニケーションシステム株式会社
公立大学法人京都市立芸術大学
京都府
株式会社熊谷組
一般財団法人今日庵
株式会社再生建築研究所
株式会社ＪＲ東日本建築設計
株式会社シオ建築設計事務所
清水建設株式会社
有限会社スキーマ建築計画
合同会社SEIKI DESIGN STUDIO
積水ハウス株式会社
株式会社錢高組
大成建設株式会社
大東建託株式会社
東京都
株式会社東畑建築事務所
独立行政法人都市再生機構
株式会社日建設計
日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社
日鉄物産システム建築株式会社
株式会社日本設計
有限会社ハートビートプラン
株式会社長谷工コーポレーション
阪神高速道路株式会社
株式会社ヒャッカ
株式会社フィールドフォー・デザインオフィス
株式会社藤木工務店
不二建設株式会社
株式会社プランテック総合計画事務所
公益財団法人文化財建造物保存技術協会
抱月工業株式会社
有限会社堀部安嗣建築設計事務所
前田建設工業株式会社
有限会社マル・アーキテクチャ
株式会社三菱地所設計
三菱地所コミュニティ株式会社
株式会社安井建築設計事務所
株式会社矢野青山建築設計事務所
レガサルト株式会社
三井不動産株式会社

建築学専攻
京都工芸繊維大学・チェン
マイ大学国際連携建築学専

攻
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工芸科学研究科博士前期課程
令和2年度修了者　就職先一覧

専攻 就職先名称
株式会社ＮＴＴドコモ
株式会社ＯｐＥＬ．
花王株式会社
鹿島建設株式会社
京セラ株式会社
株式会社ジェイテクト
システムズ・デザイン株式会社
株式会社システムブイ
株式会社ＳＵＢＡＲＵ
住友ゴム工業株式会社
住友電装株式会社
セイコー化工機株式会社
積水化学工業株式会社
ダイキン工業株式会社
ＴＩＳ株式会社
株式会社テイエルブイ
株式会社ディスコ
日本碍子株式会社
日本電気株式会社
株式会社日立建機ティエラ
三菱ケミカル株式会社
三菱電機株式会社
株式会社リブドゥコーポレーション
ロート製薬株式会社

専攻 就職先名称
大阪ガスリキッド株式会社
関西酵素株式会社
三洋製紙株式会社
シコー株式会社
株式会社福井村田製作所
株式会社八神製作所

バイオベースマテリアル学専攻

先端ファイブロ科学専攻
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専攻 就職先名称
学校法人藍野大学
旭化成株式会社
株式会社カイトアーキテクツ一級建築士事務所
Can Tho University
国立大学法人九州大学
一般財団法人今日庵
国立大学法人京都工芸繊維大学
国立大学法人京都大学
グリコ栄養食品株式会社
株式会社健康再生研究所
株式会社ＫＥＭＰ
積水化学工業株式会社
浙江理工大学
摂南大学
Sun Yat-sen University
帝塚山中学校・高等学校
東京医療保健大学
東ソー株式会社
東洋紡株式会社
株式会社東レリサーチセンター
凸版印刷株式会社
ナカライテスク株式会社
日産化学株式会社
日産自動車株式会社
日本たばこ産業株式会社
Hanoi Medical University
マツダ株式会社
University of Mauritius
株式会社山本製作所

令和2年度修了者　就職先一覧
工芸科学研究科博士後期課程

バイオテクノロジー専攻
物質・材料化学専攻

電子システム工学専攻
設計工学専攻

デザイン学専攻
建築学専攻

先端ファイブロ科学専攻
バイオベースマテリアル学専攻
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