
卒業生進路状況

2019.5.1 現在

2018年度卒業生進路状況

経営情報学部
機械工学科 電気電子工学科 コンピュータメディア工学科 経営情報学科

諏訪地域 5 10 9 9 33
北　  　信 4 4 10 1 19
中　  　信 2 2 7 6 17
東　  　信 6 2 3 4 15
南　  　信 3 1 2 6
合　　  計 20 19 31 20 90
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都道府県 工学部 合計

長野県

東京都

公立諏訪東京理科大学大学院 9
東京理科大学大学院大学院 1

都道府県別就職者数及び進学先一覧（学部卒業生）

※進学者は大学院進学者。

※その他決定者は就職または大学院以外の進路希望。
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ピポテ

		データの個数 / 氏名		列ラベル

		行ラベル		コンピュータメディア工学科		機械工学科		経営情報学科		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		電気電子工学科		電子システム工学科		総計

		北海道		1								1				2

		(空白)		1								1				2

		茨城県										1				1

		(空白)										1				1

		埼玉県				1		1		1		1				4

		(空白)				1		1		1		1				4

		東京都		12		2		7		1		2				24

		(空白)		12		2		7		1		2				24

		神奈川県		2						2						4

		(空白)		2						2						4

		石川県										1				1

		(空白)										1				1

		山梨県		3		1										4

		(空白)		3		1										4

		長野県		30		20		19		4		18		1		92

		諏訪地域		9		5		8		1		9		1		33

		中信		7		2		6				2				17

		東信		3		6		4		1		2				16

		南信		1		3						1				5

		北信		10		4		1		2		4				21

		静岡県		1		2										3

		(空白)		1		2										3

		愛知県		1		1										2

		(空白)		1		1										2

		大阪府		1				1								2

		(空白)		1				1								2

		徳島県										1				1

		(空白)										1				1

		福岡県										1				1

		(空白)										1				1

		沖縄県						1								1

		(空白)						1								1

		総計		51		27		29		8		26		1		142





Sheet3

						電子システム込み デンシ コ

		都道府県 トドウフケン		機械工学科		電気電子工学科		コンピュータメディア工学科		経営情報学科		合計 ゴウケイ						工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程

		長野県		20		19		30		19		92

		諏訪地域		5		10		9		8		33

		北信		4		4		10		1		21

		中信		2		2		7		6		17						1

		東信		6		2		3		4		16						1

		南信		3		1		1				5						2

		東京都		2		2		12		7		24

		埼玉県		1		1				1		4						4

		神奈川県						2				4						1

		山梨県		1				3				4

		静岡県		2				1				3						1

		北海道				1		1				2

		愛知県		1				1				2						2

		大阪府						1		1		2

		茨城県				1						1

		石川県				1						1

		徳島県				1						1

		福岡県				1						1

		沖縄県								1		1

		合計 ゴウケイ		27		26		51		29		134						8





2019.3卒生

		学籍番号		学科 ガッカ		氏名		進路状況		進路状況名		進路補足		審査		内々定(合格)日		決定先名称カナ		決定先名称		企業コード		本社郵便番号		就職先 シュウショク サキ		本社住所		勤務予定地・都道府県		勤務予定地・詳細		本社電話番号		業種コード		業種		事業内容		設立(西暦)		資本金(万円)		資本金その他		海外上場フラグ		国内上場フラグ		非上場フラグ		上場先コード		採用予定職種分類コード		採用予定職種分類		採用予定職種コード		採用予定職種		雇用形態コード		雇用形態		勤務予定地・都道府県コード						応募方法区分		応募方法		決定理由		エントリー社数		会社説明会訪問社数		内定社数		就職活動時期From		就職活動時期To		OB・OG訪問社数		OB・OG訪問人数		就活で大変だったこと		就活を通じて気づいたこと、学んだこと		後輩へのメッセージ		備考

		GH17601		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		阿部京華		10		企業・団体等				未審査		20180313		ドコモ・テクノロジ		ドコモ・テクノロジ株式会社		305532		1070052		神奈川県				神奈川県		ドコモR&Dセンタ		03-5114-7971		801010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		移動通信に関わる技術開発業務<改行>■移動通信システムを構成するネットワーク装置や携帯端末の開発<改行>■移動通信システムを保守・監視する装置の開発<改行>■ネットワークサービスの開発やモバイルソリューションの提供<改行>■知的財産関連業務		200108		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1180		その他開発職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用		14						1		自由応募				3		2		1		20171206		20180604		0		0

		GH17602		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		越後谷怜		10		企業・団体等				未審査		20180803		モリタミヤタコウギョウ		モリタ宮田工業株式会社		336334		2538588		神奈川県				神奈川県		茅ヶ崎工場		0467-85-1211		10D060		製造業 セイゾウギョウ		消火器や、グループホームなどで導入が進められている消火設備など、防災関連製品を開発・製造・販売しております。また、使用されずに回収された消火器から、再利用消火薬剤の生成も進めています。		193401		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		14						1		自由応募		いままで学んできた防災に関する知識が活かせると感じたためです．		10		10		1		20180301		20180803		1		1		茅野と東京との往復で時間とお金がかかることと，夏の暑さが大変でした．		精神力を強くする必要があると学びました．		今後，就職活動がどのように変化していくかわかりませんが，行動していればなるようになると思います．

		GH17608		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		小林祐介		10		企業・団体等				未審査		20180509		ナカニホンハイウェイエンジニアリングトウキョウ		中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社		315665		1600023		東京都				東京都		東京、神奈川、静岡、山梨、長野		03-5339-1711		102040		学術研究、専門・技術サービス業 ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ ギョウ		【プロフィール】<改行>私たちはNEXCO中日本グループの一員として創設以来約40年の間、東名高速道路、中央自動車道などの安全で、安心・快適な走行を支えてきました。そして、安全で、安心・快適な道路の実現というミッションを遂行するため、道路保全から環境保全まで常に技術を磨き、さまざまな問題に取り組み、これを解決してきました。今、日本社会の成熟とともに“高速道路も建設から保全へ”といわれる時代となりましたが、そうした時代を担うべく、私たちは道路保全管理のプロフェッショナルとして長年にわたって培った技術と経験で社会を支え続けています。<改行>【事業内容】<改行>1．高速道路、これに準ずる道路ならびにこれらの道路の付帯、関連施設の計画、調査、設計、工事、試験、作業の業務<改行>2．前号の道路および施設の維持管理、施工管理等に関する業務<改行>3．建物ならびに建物の付帯、関連施設の設計、工事、管理に関する業務<改行>4．道路ならびに道路の付帯、関連施設で使用する橋梁、舗装、緑化、照明、通信トンネル諸設備等の資機材および電光標示板、道路標識、防護柵等の道路保安品ならびに作業用機材の開発、製造仕入れおよび販売に関する業務<改行>5．総合リース業<改行>6．コンピュータ情報処理サービスならびに情報処理データ、ソフトウェアおよび情報処理機器の開発、販売、リース、レンタルに関する業務。<改行>7．警備業法に基づく警備業務<改行>8．労働者派遣事業<改行>9．上記の業務に関連する業務		197209		9000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		13						1		自由応募		NEXCO中日本のグループ会社であり、雇用形態や社員教育がしっかりとしていると考えためこの会社に決定した.また、勤務予定地が東京、神奈川、静岡、山梨、長野と地元山梨の周辺で働けるというところも決定した要因の櫃である.		10		6		1		20180316		20180508		0		0		手書きの履歴書		自分自身と向き合ういい機会だったので、自分の考えや気持ちを整理できた.		面接では緊張しないということはないと思うのでしっかりというべきこと等を準備しておく.また、面接官の方と話す際にははっきりと伝える.

		GH17613		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		前島大佑		10		企業・団体等				未審査		20180614		ショーワ		株式会社ショーワ		7597		3618506		埼玉県				埼玉県		本社		048-554-8160		10A020		製造業 セイゾウギョウ		輸送用精密機能部品の製造、販売		193810		1269800				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		11						1		自由応募		完成車メーカーよりも部品メーカーの方が直接的にバイクや自動車の設計に携われると思ったから。<改行>会社や従業員の雰囲気が自分にあっていると感じたから。		2		0		1		20180305		20180609		0		0		面接で過度に緊張してしまったこと。就職活動全般で準備が足りなかったこと。		就職活動では、自己分析を通じて自分自身の過去、未来について考え直すことで、「今までどのように生きてきかた」「これからどのように生きていきたいか」を具体的にできるいい機会だと思った。		周りに流されるような学生生活を送るのではなく、自分の考えや信念を元に積極的に活動することで、自分の生き方の軸や方向性が見えてくると思います。また、自ら動いて行った経験は自分の強みとなり、一般的な大学生にはない魅力的な人物になれると思います。学業ももちろん大切ですが、比較的自由に時間が取れる大学生の期間に趣味や興味があることに挑戦し、とことんやりこんでみてください。

		H113004		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		荒木俊樹		10		企業・団体等		東京千住青果		未審査		20181117		トウキョウセンジュセイカ		東京千住青果株式会社		520439		1210836		東京都				東京都		本社				402020		卸売業、小売業 オロシウリ ギョウ コウリギョウ				194705		33700												1000		企業・団体職員		1020		企画、事務、管理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		採用職種が当時期にいただける内定としては望外のものであったこと。同時期に応募した複数企業においてプロセス途中で不合格通知を通達されていたのもありこれ以上の長期化を私自身が望んでいなかった。<改行>実家から通える圏内の職場での採用である事もいい印象となった。		35		17		1		20180330		20181130		0		0		公務員志望だったた民間採用に大きく出遅れたこと。加えて学力面を重要視し、書類・学歴面への考査が少ない公共団体と民間採用の違いは思っているより大きかった。		自分の意見を正確に伝える重要性と、相手の視点に立った言葉を選ぶ重要性。

		H114024		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		鈴木悠希		10		企業・団体等		星野リゾート株式会社		未審査		20190506		カブシキガイシャ　ホシノリゾート		株式会社星野リゾート		417254		3890111		沖縄県				沖縄県				050-3538-5493		602010		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		地域の個性や魅力を活用し、お客様に感動的な時間と空間を提供する仕事です。<改行>リゾート施設でのサービスと収益管理、顧客満足度分析を元に新たな魅力を創造し続け、  “日本の観光をヤバくする”そんな『リゾート運営会社』です。		1914		1000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1020		企画、事務、管理系職種		1		正規雇用		47						1		自由応募				30		35		12		20180301		20180615		0		0

		H115002		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		青木伶旺		10		企業・団体等				未審査		20180629		ビップシステムズ		ビップシステムズ株式会社		8662		1500031		東京都				東京都		本社		03-3464-1061		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		ネットワーク設計・構築、組込系システム開発、システムＬＳＩ設計通信系<改行>情報系各種システム開発、ミドルウェア開発、業務系システム開発<改行>制御系各種システム開発、システム導入・設計に関するコンサルティング		197611		2000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		大企業からの一次下請けとして、学べることが多いと思ったから。		15		10		2		20180315		20180629		0		0

		H115004		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		市村嵩志		10		企業・団体等		製造業		未審査		20180905		マーストーケンソリューション		株式会社マーストーケンソリューション		376977		1600022		東京都				東京都		本社 諏訪工場 大阪 名古屋 福岡 日立 調布		03-3352-8560		109030		製造業 セイゾウギョウ		■自動認識関連事業<改行>RFID、バーコード、2次元コード等、自動認識システムの企画・開発・製造・販売。<改行>日夜進化を続ける「自動認識」技術は、もはやレジや駅の改札で「ピッ」とやるだけの存在ではありません。自動車・電機・医療・食品・学校・公共施設・アミューズメント施設など、分野を問わず導入されています。<改行><改行>高度な専門知識・スキル・企画提案力を用いて、高い成果が期待されます。<改行><改行><改行>■X線関連事業<改行>X線検査装置の製造・販売・検査受託サービス。<改行>X線というと人体をすかすレントゲンや空港の手荷物検査がイメージされますが、当社が透かすものは直径1cm程の電子部品です。<改行>欠陥検査や素材の研究開発部門に使用されるX線検査装置に特化して事業を行っています。細かい部品を透かすため、当社は「世界一の分解能」を誇っています。<改行><改行>品質検査・研究開発部門の要求に対応し、高度な専門知識・スキルを用いた、高い成果が期待されます。<改行><改行><改行>■会員管理サービス事業 <改行>会員管理に関する運営・管理並びに情報サービスの提供。<改行>「サイクルメンバー倶楽部」と呼ばれる当社独自のポイント交換サービスです。<改行>加盟店様へお客様が来店するたびにポイントが貯まり、貯まったポイントに応じて当社が厳選したカタログの中から商品を選んで頂けるサービス。<改行>サービス事業者として加盟店様の更なる成長をIT技術と魅力的な商品でサポートします。<改行>機械・システムの導入だけで終わらない、一歩進んだサービスのご提案を実現しています。<改行><改行>各顧客の要求に対応し、幅広い業界知識・スキルを用いて、高い成果が期待されます。		199810		50000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		13						1		自由応募		バーコードやQRコードなどの自動認識システムを扱っており、最先端技術に携われると考えました。<改行>また、総合職であるため、ものづくりや営業など様々なことに挑戦できると考え、この会社に行くことを決めました。		24		35		4		20180301		20180905		0		0		・最初の頃は面接で上手く喋れず、中々次の選考に進めなかった。<改行>・7月まで業種を1つに絞って活動を行い、大きな企業ばかり受けていたため、中々採用が決まらず苦労した。		・様々な企業を受け、とある企業の人事の方に「面接官も一人の人間だからそんなに緊張しなくていい」「話す際にまず結論を言ってそこから理由を言えばいい」というアドバイスをいただき、面接のコツを掴めたと思います。<改行>・一つに絞って上手くいかない場合、視野を広めることが大事だということ<改行>・最初で上手くいかず内定が決まらなくても、焦らずにやればいいこと		・就活をする際、業種を一つに絞らず、視野を広めて多くの業種を受けることが大事です。中々採用が決まらなくても、粘り強く受けてほしいと思います。<改行>就活を通して学べることは多いので、がんばってください。

		H115027		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		武田蒼太郎		10		企業・団体等				未審査		20180628		ヨシダインサツ		ヨシダ印刷株式会社		103177		1300014		東京都				東京都		東京本社		03-3626-1303		10C010		製造業 セイゾウギョウ		　<改行>私たちヨシダ印刷は、「印刷の本質は情報伝達である」と捉えています。<改行>媒体のジャンルにとらわれず、お客様の伝えたい情報を、最も効果的なカタチにすること。<改行>それが、私たちの使命です。<改行><改行>100年を超える歴史の中で培われた高い印刷技術をさらに極めるとともに、 <改行>印刷会社だからこそできる表現方法を、印刷物、デジタルメディア等、 <改行>媒体にこだわることなくヨシダ印刷グループとして追求していきます。 <改行>お客様にとっての最良を求め、常に新たな可能性に挑戦し続けます。<改行><改行>【ヨシダ印刷】 <改行>□印刷物の企画制作、編集、印刷、加工 <改行><改行>【ヨシダ洋紙】 <改行>□紙卸商、各種包材・食品パッケージの企画制作 <改行><改行>【ワイピービズインプルーブ】 <改行>□デジタルメディアの企画制作、システム・プログラム開発 <改行>□販促物の企画制作 <改行>□展示会運営などのコンサルティング業務 <改行><改行>　【印刷物】 <改行>　・宣伝用品／ポスター、パンフレット、カタログ　 <改行>　・書籍類／記念誌、マニュアル　 <改行>　・事務用品／封筒、帳票　 <改行>　・POP・ノベルティ／パッケージ　 <改行>　・食品パッケージ <改行>　【デジタルコンテンツ】 <改行>　・ホームページ <改行>　・アプリ <改行>　・Webシステム／Web入稿システム　 <改行>　・ブログCMS <改行>　・コンテンツ／CD、DVD　　　など		190606		9800				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募

		H115030		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		南波彩芽		10		企業・団体等				未審査		20180801		ニッポンユウビン（ニッポンユウセイグループ）		日本郵便株式会社（日本郵政グループ）		6783		1008798		東京都						未定		03-3504-4411		607080		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務、印紙の売りさばき、地方公共団体からの受託業務、前記以外の銀行業、生命保険業及び損害保険業の代理業務、国内・国際物流業、不動産業、物販業など		200710		40000000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用								1		自由応募		特になし		6		70		2		20180301		20181101

		H115032		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		半田大紀		10		企業・団体等				未審査		20180601		ダイワリース		大和リース株式会社		220011		5400011		大阪府				大阪府				06-6942-8011		102010		建設業 ケンセツギョウ		業界を牽引するシステム建築を核に、土地活用の提案や商業施設の開発・運営、車・福祉・農業機器などのリース事業、都市緑化や再生可能エネルギーの推進。「規格建築」「流通建築リース」「リーシング　ソリューション」「環境緑化」の4つの事業を軸に、多角的・複合的な視野でそれぞれの強みを複合し、新しい価値を生み出します。さまざまな社会の議題解決に貢献するとともに、サステナブル社会の実現を目指します。		195906		2176838				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		27						1		自由応募						30		6		20180301		20180620		3				受けた企業が多かったため、ESや面接をこなすのが大変だった。

		H115034		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		細野和之		10		企業・団体等		ＩＴ企業		未審査		20180626		トウショウイチブジョウジョウムトーグループ　ムトーアイテックス		東証１部上場ＭＵＴＯＨグループ　ムトーアイテックス株式会社		558		1548560		東京都				東京都		本社		03-6758-7080		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		1【MUTOH製品システム開発】<改行>MUTOHグループ製品むけ制御システム開発<改行>（例：業務用インクジェットプリンタ、3Dプリンタ　等）<改行><改行>2【アプリケーション系システムインテグレーション】<改行>・各種業務系システム開発（生産管理、業務処理、顧客管理等）<改行>・Webアプリケーション開発<改行>（例：携帯Webサイト、営業支援システム、社内インフラ構築運用管理　等）<改行><改行>3【組込・制御系、情報通信系システムインテグレーション】<改行>・Android/Linuxプラットフォーム、各種通信機器、家電製品、車載機器向け制御システム開発<改行>・業務端末、生産設備、プラントむけ制御システム開発<改行>（例：デジタルカメラ設計開発、カーナビゲーションシステム開発、遠隔監視システム開発　等）<改行><改行>4【パッケージソフトウェア開発】<改行>・CAD用ソフトウェア開発<改行>・製造業、教育分野向けソリューションパッケージ開発<改行>（例：パッとレイアウト、製図道具PHOTO EXPERT 等）		199206		20000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		色々なことができる		5		10		1		20180311		20180701		0		0		交通		交通でのやりくり		交通費貯めるべき		なし

		H115037		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		宮下竜弥		10		企業・団体等		日本コムシス株式会社		未審査		20180604		ニッポンコムシス		日本コムシス株式会社		6162		1418647		東京都				東京都		本社		03-3448-7059		801010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		通信建設業界のリーディングカンパニーとして、人々のコミュニケーションを支えてきた日本コムシス。<改行>これからは、社会インフラ全体をデザインして、未来の街づくりに貢献します。<改行><改行>◆電気通信エンジニアリング事業（通信線路、通信土木、交換設備、伝送無線、他）<改行>◆電気設備事業（通信用／一般電源設備工事　他）<改行>◆建築・土木事業（建築工事、共同溝工事他）<改行>◆エコシステム事業（エコエネルギー関連工事他）<改行>◆ＩＣＴソリューション事業（情報関連事業他）		195112		1000000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1020		企画、事務、管理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		通信建設業界最大手だったため。		10		10		1		20180302		20180604		0		0		大学進学とは訳が違い新社会人になるという自覚が必要だった。		社会の一員になるという重みが非常に大変だった。		頑張ってください。

		H115041		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		柳澤朔也		10		企業・団体等				未審査		20180929		ニッポンレンタカーキタカントウカブシキカイシャ		ニッポンレンタカー北関東株式会社		399589		3620012		埼玉県				埼玉県				048-776-7111		607080		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		◎レンタカー事業<改行>店舗でのレンタカーの貸し渡しにかかわる業務<改行>・店頭での接客・電話対応・その他業務<改行>・日常点検・洗車<改行>・車両回送　店舗間の車両異動のための運転<改行><改行>◎カーリース事業<改行>◎中古車販売事業<改行>※募集職種はレンタカー事業となります。<改行><改行>		201010		5000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1030		販売系職種		1		正規雇用		11						1		自由応募		やりたいことに内定をもらったため		10		7		3		20180301		20180929		0		0		情報収集<改行>移動		様々な業種や今まで興味を持たなかった職種にも<改行>興味を持てた		合同説明会などに積極的に参加することで<改行>様々な企業から色々な話を聞いてみて下さい。<改行>そうすることで、今まで知らなかった企業を知ることができ、選択肢も増えていくと思います。<改行>

		S115004		機械工学科 キカイ コウガッカ		石田和志		10		企業・団体等		施工管理		未審査		20180320		タカサゴネツガクコウギョウ		高砂熱学工業株式会社		5424		1600022		東京都				東京都		本社		03-6369-8217		102020		建設業 ケンセツギョウ		空気調和設備／クリーンルーム及び関連機器装置／地域冷暖房施設／コージェネレーション設備／電気・計装・通信設備／設備診断・故障診断システム／除湿・乾燥設備／原子力施設空調設備／高度精密空調設備／廃棄物真空搬送施設／加熱・冷却設備／冷凍・冷蔵設備／給排水衛生設備／エネルギーソリューション／ESCO事業／エネルギー供給事業／水処理事業／その他各種環境制御、熱工学システムの設計・施工を核とした環境エンジニアリング		192311		1313400				0		1		0		10		3000		その他専門系		3060		その他職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		建設設備業界の空調分野において、業績、施工実績もトップであることから、ダイナミックな仕事に携われると考えたため。<改行>また、選考の結果の通知が早かったことから。		2		10		1		20180201		20180320		0		0		エントリーシートを書くこと。<改行>自分の短所や欠点とも向き合わないといけないのが苦痛でした。		面接において盛り上がる会話を心掛けて、面接の雰囲気が和やかになった面接はかなり手応えを感じました。		最高の結果を得られるように今のうちから自分と向き合っておいたほうがいいと思います。

		S115010		機械工学科 キカイ コウガッカ		勝野大成		10		企業・団体等				未審査		20180423		ディーピーティー　エンジニアリングカンパニー		ディーピーティー株式会社　エンジニアリングカンパニー		291742		4600008		東京都				東京都		東京支社		052-265-9382		10A010		製造業 セイゾウギョウ		商品は「技術力」。新入社員の意見も大切なアイデアの一つです。<改行> 工場は持っていませんが、私たちは【メーカー】です。正確には”ジェスチャーだけで操作できるカーナビ””大人数でスマホの音楽が共有できるアイテム”など、《あったらいいな》という世の中を便利にする商品を研究開発している【ファブレスメーカー】です。<改行> 設計開発の対象は電子機器だけではありません。お客様からニーズがあれば、自動車や航空機、家電にロケットまで、どんな分野にでも技術力を提供する【技術屋】でもあります。<改行> 知名度はまだまだ高くありませんが、ナゴヤドームへの看板や、雑誌広告など徐々に広報活動にも力を入れるようになってきました。<改行> とはいえ、中小企業ですのでまだまだやることは沢山あります。しかし、大手老舗の巨大メーカーには決してない「自由」と「柔軟さ」のある元気な会社です。		198901		5000				0		0		1				3000		その他専門系		3060		その他職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		第一志望だったから		1		20		1		20180201		20180423		0		0		交通費が高く、移動時間が長かった。		時間はかなり余裕をもって計画した方がいいと言うことを学びました。

		S115013		機械工学科 キカイ コウガッカ		笹川眞		10		企業・団体等		アドヴィックス		未審査		20180517		アドヴィックス		株式会社アドヴィックス		7424		4488688		愛知県				愛知県		本社 刈谷工場		0566-63-8009		10A010		製造業 セイゾウギョウ		自動車用ブレーキシステムおよびそのシステムを構成する部品の開発・販売。		200107		1220000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		23						1		自由応募		面接した日に合格連絡が来て対応が良く、また大手であり、福利厚生も満足しているので決定しました。		8		21		6		20180201		20180517		0		0		自分をアピールすることが大事だった。企業研究がすごく大変だと感じた。<改行>		大手であっても挑戦することが大事だと学んだ。<改行>自分の性格が理解できてなかった。<改行>		企業研究はしっかりしたほうがよい。<改行>完全週休２日と週休２日はしっかり見たほうがよい。

		S115014		機械工学科 キカイ コウガッカ		佐野寛之		10		企業・団体等		日本プラスト株式会社		未審査		20180613		ニホンプラスト		日本プラスト株式会社		269092		4180111		静岡県				静岡県		静岡県 富士宮市		0544-58-6830		10A010		製造業 セイゾウギョウ		自動車の内装インテリア部品、ステアリング、命を守るエアバッグ、外装エクステリア部品など、設計開発から製造まで行なう会社です。日産、ホンダ、スズキ、マツダなど大手カーメーカー各社から技術を評価いただいています。誰もが触れる、目にする商品に携わることは、何ともいえないやりがいに繋がります！多種製品を扱える技術力が自慢です。		194810		320000				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1050		クリエイティブ系職種		1		正規雇用		22						1		自由応募		地元の企業であり、なおかつ自動車関連の興味を持てた事業内容、また上場企業で信頼できるため。		30		7		4		20180104		20180620		0		0		履歴書を綺麗に書くこと、面接、最終的に行く企業を絞らなければならない事が大変だった。<改行>普段から文章が走り書きなので、文章を綺麗な直線状に書くことが難しかった。面接前では毎度緊張し、ネガティブになっていた。第一志望の企業が2つあり、双方から内定を貰ったが、第一志望故に非常に迷った(片方を断るきっかけがなかった)。		自分は面接などが苦手だが、いざやってみると意外と好印象を持たれており、行きたいと思った所からはほとんど内々定が貰えた。気負わず、気楽にした方が良い。<改行>学業に専念するのもいいが、自分が会社でやりたいことや、自分の趣味や好きなことがはっきりとしていて、学業以外に特色がある方が良いと感じた。		勉強を単に頑張るのもいいですが、その中で話題に出来るような内容を作っておくと良いです。また趣味や特技でも、自分が深くやってきたことは面接の際に特に興味を持たれます。自分のエピソードを面白さを交えて発言できると好印象を持ってもらえます。

		S115028		機械工学科 キカイ コウガッカ		成澤弘明		10		企業・団体等				未審査		20180426		ヒタチジョンソンコントロールズクウチョウ		日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社		354373		1050022		静岡県				静岡県		清水事業所		03-6848-9192		108010		製造業 セイゾウギョウ		日立ルームエアコン“白くまくん”から、業務用、産業用までをカバーする総合空調機器のメーカーとして、日立空調製品の開発・製造・販売を担っております。<改行><改行>●ルームエアコン<改行>高い省エネ性能と暖房能力を実現するPAM制御、業界で唯一のスクロール圧縮機を搭載したエアコンの開発など、省エネ技術において業界トップレベルの技術開発を行っています。<改行><改行>●業務用空調機器<改行>店舗やオフィス、ビルなど、職場や公共空間の快適性を追求し、さまざまな省エネ技術を駆使した空調製品の設計開発・製造を行っています。<改行><改行>●大型冷凍機器<改行>高効率のガス、蒸気駆動吸収冷温水機シリーズをはじめ、ヒートポンプ、低温吸収式冷凍機などを開発・製造しています。<改行>		201510		186500				0		0		1				1000		企業・団体職員		1070		生産管理、品質管理		1		正規雇用		22						1		自由応募		空調機に携わりたい、環境問題対策に携わりたい、地元就職がしたい、ということから決定しました。		4		6		3		20180201		20180531		1		1		手ごたえのあった面接で落とされたこと、バイトと卒業研究との掛け持ち		前向きに考えることの大切さ、仲間のありがたみ、睡眠の重要性		とにかく諦めず、前向きに考えること

		S115033		機械工学科 キカイ コウガッカ		原田隆基		10		企業・団体等				未審査		20180626		エノモト		株式会社　エノモト		339838		4090198		山梨県				山梨県		塩山		0554-62-5111		10B010		製造業 セイゾウギョウ		創業以来、半世紀にわたりモノ造り一筋に取り組んでいるエノモトは、原点にもう一度立ち返り、「エノモトのモノ造り」に一意専心していきます。<改行>　金型技術を通じて一人ひとりが丁寧なモノ造りを提供し、お客様に喜んでいただくこと。それが、エノモトのモノ造りです。<改行>簡単に、大量に、安価にものがつくれる時代だからこそ、エノモトはモノ造りにこだわり、魂を込め、情熱を超える執念を持って挑み、追求していきたいと考えています。<改行>　そのこだわりのモノ造りを支えるのは、長年培ってきた確かな技術です。打ち抜き加工、曲げ加工、絞り加工、モールド加工など広範囲のジャンルの高度な金型技術を駆使しながら、「リードフレーム」「オプトデバイス」「コネクタ」の３つの事業を柱に、エノモトにしかできないモノ造りを極めていきます。<改行>　また確立している技術を土台に、そのさらなる深掘りに取り組むとともに、それら技術の異業種での展開、さらに新しい技術領域での事業展開にも果敢に挑戦し、新たな時代を切り拓いていきます。<改行>　エノモトは社員一人ひとりが持っているモノ造りDNAを武器に、これからもお客様や地域社会に信頼され、支持される強靭な企業であり続けるよう努めてまいります。<改行><改行>		196704		474900				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1100		開発職以外の機械系技術職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		19						5		その他		私がこの企業を志望した理由は，精密部品の加工技術の高さと燃料電池車の基幹部品の開発をしていることに興味を持ったこと，また，前向きな姿勢や一体感に魅力を感じたからです．私は大学での授業で設計開発をすることで、ものが作られていく達成感や喜びを知り、技術職や開発職に就きたいと思いました。企業説明会に参加させていただいた際には，工場の製造ラインを見学して生産体制に惹かれました。また、質問をしたときなどに、具体的で分かりやすく説明していただき、貴社では1人1人が仕事にやりがいをもっていることや雰囲気の良さを感じ取ることができ、そのような環境であれば、私の希望に沿うと考えました。この企業でなら，様々な経験を経て技術面だけでなく人間的にも成長することが出来ると考えました．		3				2		20180317		20180625						電話応対が基本を勉強するところからだったので結構緊張しました。また、地域が様々なところで移動する際の費用がかなりかかってしまったことなどもあります。		自己分析などを通して私自身の潜在的な能力や性格などを改めて理解できました。		なるべく早めに行動してください。あとは、気持ちを切らさずに頑張ってください。

		S115046		機械工学科 キカイ コウガッカ		山田敦史		10		企業・団体等				未審査		20190611		ヒカリセイヤク		光製薬株式会社		395971		1110024		埼玉県				埼玉県		栗橋工場		03-3874-9351		105010		製造業 セイゾウギョウ		当社は、昭和16年の創業以来、全国各地の医療機関のニーズにお応えして、常に安定した品質の医薬品を届けてきました。中でも基幹製品である輸液製剤は、重病患者のライフサポートをはじめ、現代医療において重要な役割を果たすものとして、医療機関をはじめ各方面から高い評価をいただいています。		194709		9000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1100		開発職以外の機械系技術職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		11						1		自由応募		仕事内容や待遇面で身の丈に合っていたから。		15		7		2		20171224		20180625		0		0		お金の工面		就活を通じて今まで知らなかった自分自身のこと、企業のことなど知ることが出来たので、これらを通じて自分の中でしっかりとした考えを持つことができた。本当に自分がどのような仕事をして、どのように今後過ごしていくかを考える良い機会になったと思う。		面接で喋ることが出来れば何とかなるので頑張ってください。

		S215003		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		赤羽祐亮		10		企業・団体等				未審査		20170509		ホシザキホクシンエツ		ホシザキ北信越株式会社		392486		9200364		石川県				石川県		本社		076-240-2266		40B010		卸売業、小売業 オロシウリ ギョウ コウリギョウ		ホシザキでは「営業」と「技術サービス」が二人三脚でお客さまに向き合い、「管理業務」が「営業」「技術サービス」を支え、現場の円滑な動きをサポートしています。お客さまのニーズにマッチした製品・サービスを提供できるよう、常にお客さまの立場に立った活動を目指しています。 		197712		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		17						1		自由応募		第一志望の企業であり、自分が好きなものづくりや食、他人と関わる仕事であったからです。		3		0		1		20180301		20180509		0		0		今回の選考における集団面接ではその全てが一番初めに答える順番でしたのでとても緊張してしまい大変でした。また、私は実家が松本市なのですが、説明会と一次選考の会場が長野市で、最終選考の会場は石川県金沢市でしたので移動が大変でした。ちなみに交通費は自己負担です。		合同説明会やインターンシップなど企業を知る機会は早い時期から参加することができますが、自分が本当に行きたい企業、業界などがないのであれば参加したとしても意味が無いと思いました。参加しているから大丈夫といった根拠のない自信を持つよりは自分の成長に繋がることをするべきだと思います。実際私はアルバイトをしているファミリーレストランでトレーナーとして新人の指導をしており、3年生の2月頃まではほぼアルバイトをしていました。<改行>また、ネットの情報や他人から聞く就職活動のお話は参考にするには良いかと思いますが、最終的には自分自身のことですのでこうした情報に踊らされずに自分の就職活動の軸を決めていかなければならないと思いました。		私は事前に自己分析やインターンシップ、合同説明会などの就職活動の準備は正直言うと何もしていません。面接やエントリーシートでは自分が今まで経験して成長したと感じたことを素直に述べただけです。面接では緊張しないことはありません。緊張してしまうのは当たり前だと思います。ですが笑顔で、自分の言葉でしっかりと話せば自然と結果が付いてくるものだと思います。<改行>実際、私の内定の電話連絡の際には「赤羽さんが1番役員からの評判がよく、本来であれば面接日にすぐ連絡したかった」と言われ、とても嬉しかったです。何より正直に自分らしさを出して頑張って下さい。		エントリー済み残り２社について<改行>ライト光機製作所（2次選考結果待ち）<改行>ちの技研（最終選考結果待ち）<改行>2018/5/9現在

		S215008		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		石堂優城		10		企業・団体等				未審査		20181121		エイ・エス・ティ		株式会社エイ・エス・ティ		520460		8100042		福岡県				福岡県						701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		コンピュータ用ソフトウェアの設計・開発及びその保守		199703		20000000												1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		40						1		自由応募				1				1

		S215013		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		小川貴史		10		企業・団体等				未審査		20180620		アウトソーシングテクノロジー		株式会社アウトソーシングテクノロジー		256301		1000005		東京都				東京都		本社		03-3286-4884		606010		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		エンジニアリングアウトソーシング事業<改行><改行>国内外約100社のグループ企業により、大手メーカーの生産支援（製造及び技術分野における請負・受託・派遣事業）を全国にて展開しています。　その領域は輸送機器・機械・電気・半導体・ＩＴ・化学・医薬等広範囲で、様々な分野で躍進しております。		200412		48365				0		0		1				3000		その他専門系		3060		その他職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		社内の雰囲気がとてもよく、先輩方と気楽に話せる環境であった。また、面談を繰り返すことで自分を見直し自信を持てるまで担当の方が熱心に対応してくれた。自分はエンジニアに携わってから将来的には営業で働きたいと考えているのでこの企業はエンジニアから営業へのキャリアチェンジができ自分の理想にあった企業であったため決定しました。		3		3		1		20180310		20180620		0		0		東京での就職を考えていたので毎回面談や説明会のために通うのが大変でした。		自分が何をやりたいのか軸をしっかり持つことが大事だと思いました。前回と同じ質問に対して同じ答えで返したり全く違うことを言ってしまったりなど反省点が見つかりました。		早め早めに準備をすること。自分の入りたい企業のことをよく調べどんな質問にも対応できるようにしておくこと。当たり前のように感じるけれど自分は疎かにしてしまったので反省してます。

		S215018		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		風間裕貴		10		企業・団体等		LSI設計		未審査		20180410		トッパン・テクニカル・デザインセンター		株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター		449907		1100016		埼玉県				埼玉県		朝霞デザインセンター		03-3835-5111		109050		製造業 セイゾウギョウ		エレクトロニクスに関するシステム開発、LSIデザイン及びターンキーサービス		198901		49000								1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		11						1		自由応募				1		0		1		20180326		20180410		0		0		就職活動とは直接関係はありませんが、3年生の前期から研究室に特別配属しており、1年間LSI設計を勉強し、3年生の最後では研究会で発表までしたことが大きなアドバンテージになったと確信しています。<改行>やる気だけではなく実力も身に着けるために必死に勉強しました。		私はこちらの企業以外を志望していなかったことと、4月に入ってすぐに内定をいただくことができたので就活にはあまり時間を割いていませんでした。しかし、企業の方とやりとりをするうえで、ビジネスメールやマナー、そしてプレゼンテーション(アピール)について徹底的に勉強しました。また、履歴書やエントリーシートを書くことで、自分の考えやアピールポイントを整理することができ、自己理解が深まりました。		こちらの企業はトッパングループの半導体設計開発ということもあり人気の企業です。さらに、内定者のうち5割は修士卒また、7割はLSI設計経験者と伺っています。とても敷居が高く感じますが、学部卒でもほかの内定者に負けないくらい研究や勉強に時間を割いて、LSI設計への情熱・やる気をしっかりアピールすることができれば内定をいただけると思います。		・こちらの企業のOBの方にLSI設計の技術指導をしていただいています。<改行>・こちらの企業のインターンシップに参加しています<改行>・3年生の春休みには電子回路研究会で、3年次の研究成果を発表し、こちらの企業の本部長の方にもお越しいただきました

		S215024		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		西郷有人		10		企業・団体等				未審査		20180810		ヨコガワショウジ		横河商事株式会社		3402		1410031		東京都				東京都				03-3495-6635		40B010		卸売業、小売業 オロシウリ ギョウ コウリギョウ		当社は、横河電機50％出資の「横河グループの一員」であり、国内唯一の横河電機の資本が入った「直系代理店」です。それに加えて当社は「エンジニアリング商社」であり、横河電機の製品を中心に、国内外2000社以上のメーカーとお取引頂いています。お客様のニーズに応じて様々なシステム・ハードウェア・ソフトウェアを組み合わせ、国内外で成長する多くのお客様の課題解決をお手伝いする、ソリューション・カンパニーです。<改行><改行>1.計測・制御・情報・通信に関する機器、装置の製作および販売 <改行>2.計装に関する工事、計器の検査および保守ならびに修理<改行>3.計装に関するソフトウェアの製作およびシステム設計<改行>4.事務用機器、医療用電子機器、産業用機器その他の機器の販売<改行>5.電気工事業、電気通信工事業、機械器具設置工事業、管工事業、<改行>　鋼構造物工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、内装仕上工事業、<改行>　建具工事業、タイルれんがブロック工事業その他の諸建設工事業<改行>6.前各号に関連する部品、材料等の販売<改行>7.前各号に関連する賃貸借及びその仲介業<改行>8.前各号に関連する古物商<改行>9.毒物、劇物の販売<改行>10.特定労働者派遣事業<改行>11.貨物取扱い業<改行>12.旅行業<改行>13.不動産の賃貸借ならびにその仲介業<改行>14.損害保険代理業<改行>15.自動車損害賠償保障法に基く保険代理業<改行>16.損害保険会社に対する特定証券業務の委託の幹旋および支援<改行>17.生命保険の募集に関する業務 18.前各号に付帯する一切の業務		193808		9000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1140		その他開発以外の技術職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用		13						1		自由応募

		S215026		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		佐竹清顕		10		企業・団体等				未審査		20180423		ニチアカガクコウギョウ		日亜化学工業株式会社		3445		7748601		徳島県				徳島県		本社		0884-22-2311		109050		製造業 セイゾウギョウ		【LED、半導体レーザー、リチウムイオン電池材料で世界をリード】<改行>NICHIAは「環境を大切にしよう」という方針の下で、全ての活動を 行っており、高性能・長寿命・高信頼性を何よりも大切にしたものつくりに 努めています。<改行><改行>NICHIAの商品は、自動車、家電製品、モバイル機器、産業・医療機器等、幅広い分野で使用されており、<改行>さらに「世界中で存在意義が認められる会社」を目指して事業を推進していきます。		195612		5202644				0		0		1				1000		企業・団体職員		1160		電気系開発職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		36						1		自由応募		徳島県という実家にも近いことと技術開発関係部署という条件が良いこと。自分のやりたいこととマッチしていたため。		7		8		2		20180206		20180426		2		2		研究室、自動車教習所、就活という３つの活動の両立は容易ではなかったです。<改行>また、金銭的にも親からのサポートがないとかなり大変だと感じました。<改行>面接でのマナーやメールの返信やエントリーシートの書き方など、大学生活では気を配らなくていいと思っている点がかなり重要になってくると感じました。		マナーも基本的にはケースバイケースなのであまり硬すぎると不利になる場合もあると思われます。<改行>グループ面接の場合、雰囲気を悪くするような会話をされる人もいるので上手な立ち回りが必要です。<改行>個人面接の場合アドリブもかなり重要になると思われます。大学生活以外でも高校のときの活動や中学の時の活動でも好印象を与えれる場合がありました。「大学生活よりもその前の体験のほうが面白い」「エントリーシート書き直すよう申請する場合もある」等言われたところもあります。		不利な状況に置かれていると感じていてもしっかりと自分をアピールできれば面接官はちゃんと見てくれるので安心して挑めばいいと思います。

		S215031		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		新町太郎		30		教員				未審査		20181020		サッポロシンガクプラザ		株式会社札幌進学プラザ		282156		600806		北海道				北海道		本社		011-738-3759		603010		教育、学習支援業 キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		学習塾の経営		197711		1000				0		0		1				5000		教員		5030		中学校教員		1		正規雇用		1						1		自由応募		免許がないが教員になりたかったため。<改行>あと家の近く。		4		2		2		20180320		20181020		0		0		本当にやりたいことを自分に嘘をつかずに見出す。		慎重さ、社会常識の重要性。ないとどれだけ熱意あっても些細なことで落とされる。		自分の意思で動け、エージェントに頼るな、向こうは手柄しか見てない。自分しか信じるな。<改行>あと嘘は上手につけ。		理科大色々迷惑掛けたけど、感謝してる。ありがとう。特に内田さん、加藤さん。お元気で。

		S215048		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		松本薫		10		企業・団体等				未審査		20180507		ユードム		株式会社ユードム		193779		3100803		茨城県				茨城県		本社		029-227-3061		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		・自動車、鉄道、電力、物流などの制御系・組込系システムのソフトウェア設計、開発<改行>・地図情報、顧客管理情報システム、クラウドサービスなどの業務系システムのソフトウェア設計、開発<改行>・二酸化炭素測定装置システムの開発・販売		197609		9520				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		8						1		自由応募		第一志望であったため		1		4		1		20180326		20180610						親との意見の違いに悩みました		自然体でいることの重要性		親に納得してもらいたいなら自分の素直な気持ちをぶつけるべきです

		S314040		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		中村佳樹		10		企業・団体等				未審査		20181008		イーテック		株式会社イーテック		179328		1050004		東京都				東京都		東京 名古屋 静岡		03-6809-2850		607070		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		当社は正社員雇用アウトソーシング事業と受託設計事業を柱に事業運営をしています。顧客は主として世界の一流企業と位置付けられる東証一部上場企業であることから、当社の社員は顧客先にて世界最先端の技術に接しながら、社員の専門分野に準じて、制御系ソフトウエアの設計開発、オープン系ソフトウエアの設計開発、メカトロ系（機械・航空宇宙・電気電子）の設計開発に従事します。		200112		5000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		13						2		学内選考		アウトソーシングで色々な体験や技術が身に付くと考え志望した。ものづくりに携わりたいという思いがあった。		10		8		1		20180401		20191008		0		0		履歴書が上手く書けず苦労した。		学生時代の感情や思考が甦った。<改行>自分の長所ややりたいことが見つかった。		キャリア支援室入りづらいけど活用すべし

		S315001		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		浅原一熙		40		公務員				未審査		20180810		アイチケンケイサツホンブ		愛知県警察本部		54183		4608502		愛知県				愛知県				052-961-1479		A01050		公務 コウム		誰もが「安心」して暮らせる「安全」な街づくりに向け、愛知県において犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、その他公共の安全と秩序の維持にあたることを責務とし、様々な活動を行っています。		195407						0		0		1				4000		公務員（教員を除く）		4020		警察官・消防士・自衛官		1		正規雇用		23						1		自由応募		第一志望が愛知県警だったため、今回の合格をもって就職活動を終了する事にしました。<改行>地元での就職、公務員志望、警察官志望を目標にしていましたが、全ての条件を満たしたので内定を受ける事にしました。		4		7		3		20180320		20180810		0		0		1次試験の勉強は大学の勉強と一切の関わりはない為、全て独学で勉強を進めました。理系の人間にとって文系科目は不利だと考え、得意分野に絞った勉強をしました。全て一人で勉強した為、大変でした。<改行>面接は警察官の試験官の視点が独特な為、警察関係者にお願いする他対策の取り用がありません。大学事務や塾では勝手が違う為話す練習くらいにしかならないと言われました。ネットや参考書で元警察官の…という肩書きを持ったサイトを探して対策を立てましたが、信頼性を考慮する必要があるので結構大変です。<改行>用意した回答はあまり役に立たたず、ありのままの本心をぶつけた方が熱意が伝わる感覚がありました。		苦手をなくすのも大切ですが、得意をとことん伸ばす方が効率も良く結果が望める事に気がつきました。<改行>苦手は誰にもあるので、一人で苦手を克服するより仲間と苦手を埋め合うことで出来る事の幅が広がると思います。そうすることで苦手を克服する時間も生まれるんだと思います。<改行>また、綺麗な回答より素直な回答(ただし前向きな)の方が相手も納得してくれる事が分かりました。<改行>面接は原稿の朗読ではなく、会話、コミュニケーションです。本当の意味で言葉のキャッチボールが出来るのは結構難しい事なんだと思いました。		本気で警察を志している人にとって、試験は緊張よりワクワク感の方が強いです。面接では、もっと話したい、もっと自分を知ってほしい、だとか、同じ受験生に対してこれから仲間として一緒に頑張っていくかもしれない人達だ、と思えて気分が高揚します。<改行>逆になんとなくで受ける人は熱意が弱い分、作業のような試験になるのだと思います。<改行>警察は正義感と責任感が必要な熱い仕事だと思います。是非志は高く、強く熱意を持って試験に挑んで欲しいです。<改行>自分は絶対、警察官になってこの街を守るんだ！と心からの想いがあれば合格できると思います。		愛知県警、長野県警、警視庁を受験しました。<改行>宿泊が必要な場合、近くの宿は早めに確保するようにし、移動手段も早めに考えるようにしました。<改行>警視庁は日程的に一番早く、独特な雰囲気があります。県警の試験は内容的にあまり違いは無いと感じました。<改行>1次試験で６割、2次試験は面接重視だと言う警察の方が何人もいました。<改行>愛知県では受験者に対して試験の説明会を開いてくれる署があります。<改行><改行>上記活動期間の始めは要項の授受、終りは合格発表です。試験勉強は2017年春から少しずつ始めていました。情報集めやネタ作りは2015年冬から行っていました。

		S315002		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		阿部翔太		10		企業・団体等				未審査		20180704		メイテックフィルダーズ		株式会社メイテックフィルダーズ		177703		1100005		東京都								03-6778-5034		607070		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		●エンジニアリングアウトソーシング事業 <改行><改行>いま話題のハイブリッドカーやスマートフォン、これからの基幹技術である燃料電池、そのほか家電製品から航空機まで、日本のものづくりの最前線がわたしたちの活躍の場です。 <改行><改行>（1） 設計・開発 <改行>自動車・輸送機器関連、航空機・ロケット関連、産業用機器関連、精密機器関連・情報通信機器関連、電気電子機器関連、半導体・集積回路関連、半導体製造装置関連・情報処理関連、プラント関連 <改行><改行>（2） フィールドエンジニアリング <改行>半導体製造装置、医療機器など超精密機器の設置・運用・検査・保守管理 <改行><改行>（3） ケミカルエンジニアリング <改行>汎用樹脂、触媒、二次電池・燃料電池、医薬・試薬・バイオ、半導体プロセス等の新素材の開発・評価・解析等 <改行><改行>厚生労働省が進める「優良派遣事業者認定制度」において認定取得 		197912		12000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用								1		自由応募		私は最初は地元で働こうと考えていましたが、地元では情報系に企業があまりなく製造業の企業に説明会など言っていましたが、面接などで企業の方と話しているうちにやはり情報系の仕事をやりたいと思い、急遽変えたため業界分析や情報系の具体的に何がやりたいかなどが決まってなく、時期的にも企業が減ってきていて厳しくなってきている状況でした。そんな時にたまたま目に入り説明会に伺い、多くの案件の仕事に就くチャンスがあることや自分のやりたいことを見つけることができる環境があることを知った。事業がアウトソーシングいわゆる派遣業ではあるがそんな中でも自分のスキルアップしてやりたいことを見つけていきたいと思い、この企業に決めました。				14		2		20180217		20180705		0		0		自分が何をやりたいかという部分をもっと考えるべきであったと思う。私の場合は企業の待遇や将来性、規模の大きさなどを重視しすぎていた。そのため自己分析の部分が不安定であり、結果的に業界を変えることとなり大変であった。<改行>また、移動手段がないことが大変であったと思う。地元の企業といっても駅の近くにあるとは限らないので自分の足で行くしかなく、大変であった。また、東京等の遠方に行くことになればまたお金がかかり出費がかさむのでしっかりと予定を立てて行動したほうがいいのではないかと思いました。<改行>		ありのままの自分を知ってもらうことが大切なのかなと思います。さらけ出しすぎてもいけないとおもいますが、やはり内定もらえるとかは縁ってものがあると思うので面接官のイメージがよかったとか話しやすかったとか自分が企業の方と話して感じたイメージは大切にしたほうがいいと思いました。		自分のやりたいことを見つけることが就活において大事なことであると思います。なのでしっかりと自己分析したうえで就職活動を始めることがいいと思います。<改行>また学歴書く際、学科名長いのでそこのところを気を付けて書いてください。

		S315005		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		飯島大樹		10		企業・団体等		株式会社ジインズ		未審査		20180614		ジインズ		株式会社　ジインズ		190737		4060846		山梨県				山梨県		本社		055-269-8780		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		・自社パッケージソフト「ADMS」開発/販売<改行>・クラウドビジネスの展開<改行>・システム開発<改行>・ネットワーク構築/運用/保守事業<改行>・セキュリティサービス		199604		4300				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		19						1		自由応募		地元に貢献できること。また、主に相手をしている地域が私の住んでいる地域だったためこの企業に決めました。		5		5		1		20180301		20180718		0		0		情報の収集がとても大変でした。調べてもテンプレなことは分かりますがそこから先は分からないことが多くどうしようか悩むことだ多かったです。なので企業説明会などで先輩社員の方の話を聞いたり就活の時に意識したことなどを聞いて情報収集していました。				準備に『早すぎる』はないのでふと思っと時にでもスマホでリクナビ、マイナビで自分の好きな職種を見てみたり友達や先輩、親やキャリアセンターに相談することをお勧めします。私は３月から始めたので、周りの人たちから出遅れたと感じました。

		S315014		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		荻原光弘		10		企業・団体等				未審査		20180518		ユーティーグループ		ＵＴグループ株式会社		339184		1410022		東京都				東京都		本社		03-5447-1711		606010		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		■UTテクノロジー株式会社<改行>・技術開発における構内請負・受託開発事業、設計開発技術者派遣事業、業務アプリケーション開発、インフラ基盤設計/構築・運用管理<改行>■UTコンストラクション株式会社<改行>・建設技術者派遣事業：プロジェクトマネージャー(施工管理)・建設設計・ICT(BIM・CIM)<改行>プラントファシリティーマネジメント(FM)派遣事業：設備運転管理・各種工事管理・メンテナンス<改行>■UTエイム株式会社<改行>・総合製造派遣・請負事業<改行>■UTパベック株式会社<改行>・電池製品　加工・組立て・包装業務・製造・請負事業<改行>派遣事業（パナソニック AIS社、及び関連会社等）<改行>		200704		68000				0		1		0		60		1000		企業・団体職員		1160		電気系開発職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		13						1		自由応募		内定が一番はじめに決まったから		4		3		1		20180401		20180518		0		0		全体的に大変だった		テストが面倒だった		大変だけど頑張って下さい

		S315017		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		垣内大夢		10		企業・団体等		IT業界		未審査		20180619		コンピユーターマネージメント		コンピューターマネージメント株式会社		221315		5520007		大阪府				大阪府		大阪本社		06-4395-1000		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		コンピューターマネージメント(株)（略称：CMK）は独立系システム開発会社として、最先端のIT技術を駆使して、金融・製造・通信・物流など様々な分野に対しシステムやソリューションを展開しています。<改行><改行>●インダストリーソリューション・サービス<改行>●ファイナンシャル＆パブリックソリューション・サービス<改行>●ERPソリューション・サービス<改行>●インフラソリューション・サービス		198111				8、072万円		0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		27						1		自由応募		風通しのいい社風と給料や基本的な福利厚生が整っていた。また、親身になって配慮してくれたところがとても印象に残り、IT業界として一緒に働きたいと感じた。		30		15		4		20180201		20180619						東京都か大阪府で働きたいと思っていたので、企業説明会のたびに長時間の移動が月に何回もして、心身共に疲れてしまった。また、説明会に履歴書を持ってきてほしい企業が何社かあり、手書きの履歴書を何枚も書くのが大変だった。		いろんな出会いがあり、楽しいと感じた。就活を重ねていくごとにやりたいことや、採用担当者に伝えたいことまとめいったと感じる		就活は早めに準備したほうがよいです。自分がやりたいこと好きなことをやれる企業選びが大切だと考えます。SPIや履歴書の練習も早めにやっておくと後悔しないと感じます。

		S315018		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		河角輝		10		企業・団体等				未審査		20180926		ワイシーシー		株式会社ワイ・シー・シー		290112		4000035		山梨県								055-224-5511		701010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		◎公共ソリューションサービス：総合行政分野システム、文教分野システム等<改行>◎医療保健福祉ソリューションサービス：医療関連システム、保健福祉総合システム、介護事業者支援システム等<改行>◎アウトソーシングサービス：IDCセンター運用サービス、電子化サービス等		196605		21200				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用								1		自由応募

		S315022		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		小橋芽		10		企業・団体等				未審査		20180416		フジフイルムソフトウエア		富士フイルムソフトウエア株式会社		8579		2220033		神奈川県				神奈川県				045-476-9300		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		富士フイルムグループの製品・サービスにおけるソフトウエア開発、および、ITインフラサービスを提供しています。<改行><改行>メディカル・イメージング・ネットワーク・デジタルカメラ・グラフィックという5分野を主軸に、<改行>更に活躍の場を広げています。<改行>ソフトウエアとITインフラの力で製品・サービスの価値を高め、事業の成長と人々の豊かな生活の実現に貢献します。		199009				5000万円（富士フイルム株式会社100％出資）		0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		14						1		自由応募		2月にインターンシップに参加して、社員の方とも話すことができ、そこで会社の雰囲気がいいと思ったからと、興味を持っていた医療機器の開発も行っていたため、自分のやりたいことができると思ったからです。		5		10		2		20180301		20180531		0		0		研究をしつつ、実家（都内）と茅野を行き来するのが体力的にも精神的にもきつかったですが、実家を活動拠点にできたのでサポートをある程度してもらえたので助かりました。		自分ができること、長所短所を改めて考えることができたこと		大変なことが多いと思いますが頑張ってください。		私の学年および学科は女子生徒が少ないです。よって、就職先を公開する際に性別で分けた内訳を書かれると下級生で分かる人にはわかってしまいますので男女内訳の書類作成はしないでいただきたいです。<改行>また、パンフレットに就職先の例として書かれたくありません。<改行>よろしくお願いします。

		S315028		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		笹川士元		10		企業・団体等				未審査		20180517		エヌアイデイ		株式会社エヌアイデイ		4362		1046029		東京都								03-6221-6811		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		エヌアイデイは独立系IT企業。独自の技術力を蓄積し、親会社に縛られることなく、幅広い分野の開発に関わっています。自動車、航空、生保、損保、各自治体や電力、ガスなどのエネルギー関係、また医療関係から放送まで。どれをとってもハイクオリティ、全てが当社の基幹事業です。当社は最新のIT技術が人を置き去りにすることなく、人に寄り添う情報技術を目指し、事業を営むことを通して、社会に貢献していきたいと考えています。ITを人のために活かして、ITと共に生きていきます。<改行>		196705		65335				0		1		0		60		1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用								1		自由応募		自身が今後長い期間携わっていく仕事として、挑戦したい、やりたいと思っていることと、業務とのマッチングを重視し、それが当てはまる企業に採用を頂いたため。		6		6		1		20180301		20180611		0		0		活動拠点と移動手段。また、それに必要な資金のやりくりが大変だった。		服装や時間への気配りはもちろんのこと、面接後のお礼のメールなど、今後社会に出て必要なスキルを実際に就職活動をする中で学ぶことができた。		選考が思うように進まなかった時は苦しく、就職活動を諦めようかとも考えたりもしたが、なんども挑戦する中で、少しずつではあったが自身で考え、実践して成長をすることができた。ぜひ楽しんで頑張って欲しい。

		S315030		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		佐野常明		10		企業・団体等				未審査				モンテローザ		株式会社モンテローザ		4048		1808538		東京都				長野県				0422-36-6788		601010		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		白木屋、魚民、笑笑、千年の宴、山内農場など直営飲食業態33業態を展開		198305		289500				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		20						5		その他				5		8		0		20180301		20180801		0		0		スーツが暑かった

		S315040		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		忠地将吾		10		企業・団体等				未審査		20180719		エヌティティヒガシニホングループガイシャエンジニア		ＮＴＴ東日本グループ会社〈エンジニア〉（旧ＮＴＴ－ＭＥ）		7419		1700013		東京都								03-5217-9139		801010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		■ 電話網・県間通信ネットワークを含めたIP網の構築・維持・運用・サービス品質管理<改行>■ 電気通信及び情報通信に関する技術支援・人材育成<改行>■ 通信機器、設備及びシステムの開発、施工、運用　等		199904		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1140		その他開発以外の技術職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用								1		自由応募		NTT東日本グループであり、大規模な仕事ができるから		10		8		1		20180210		20180719		0		0		業界研究<改行>企業研究<改行>		自分と向き合うことの大切さ		企業との相性もあるため、うまく行かなくても諦めずに頑張ってください。<改行>

		S315041		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		寺田雄輝		10		企業・団体等				未審査		20180515		シップ		株式会社シップ		265406		1130033		東京都				東京都		本社		03-3868-9621		605020		学術研究、専門・技術サービス業 ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ ギョウ		住宅リフォーム業に専門特化した『ローコスト集客～生涯顧客化』の仕組み構築のためのサービス提供・コンサルティング <改行>プレゼンテーションソフト・サービス事業<改行>インターネット集客事業<改行>コンサルティング事業<改行>自然素材リフォーム事業<改行>環境貢献・地域活性化事業<改行>ビジネスモデル提案事業<改行>アジア進出支援事業		200110		8750				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		自分のやりたいこととマッチングしてたから		20		7		3		20180301		20180515		0		0		交通費を工面すること、移動距離が長かったことなどが大変でした。		自分自身就活自体がとても新鮮で面接なども特に苦ではなかったことです。		SPI（筆記試験）は必ず対策をやっておいたほうがいいです。<改行>面接対策は自分自身、志望理由や自己紹介など聞かれることが大体確定していることしか考えていなかったので細かくはやっていません…強いて言うならバイトなどで学外の人たちと関わった方が自分のプラスになると思います。

		S315042		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		戸島拓海		10		企業・団体等				未審査		20180918		フジツウアイ・ネットワークシステムズ		富士通アイ・ネットワークシステムズ株式会社		374170		4000226		山梨県				山梨県		本社		055-285-0311		109030		製造業 セイゾウギョウ		企業向けの様々なネットワーク領域（広域、センター、オフィス、モバイル各種のＮＷ）を支える製品の設計・製造、製品保証およびサービスの提供。主な製品は、ＩＰテレフォニー機器、通信機器関連装置、電力会社様向け通信端末等。他社のネットワーク機器の各種カスタマイズ。		194310		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		19						1		自由応募		大学にて習得した技能等活かせる仕事であること、自宅から通える距離であること		12		12		1		20180227		20180918		0		0		自分が会社において何に重きをおく就活していくなかで悩んだ。会社を知り、履歴書や志望理由を考えていくのは大変だった。		色々な会社をまわり、社会について少しでも知ることができた。初歩的なビジネスマナーを身につけ就活を行ったが、面接等を通して人前であまり緊張せずに話せるようになった。		前年度10月より就職活動が始まっているが、「そこまでして準備しなければ就職活動に参加できないのか」と思っていたがこれは半分正解だった。あまり準備しなくても参加はでき、面接も受けられるが、いざ立ち向かうと歯が立たないとわかる。やはり、適正検査・行きたい企業についての知識・面接の仕方への対処法は抑えていたほうが早く就職活動を終えることができるだろう。

		S315047		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		中村颯人		10		企業・団体等				未審査		20180427		ニホンエスイー		日本ＳＥ株式会社		54062		1740041		東京都				東京都				03-5970-6565		701010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		・コンピュータのシステム設計、プログラム開発及びコンサルティング<改行>・ネットワークの基盤構築および保守・運用		200502		31000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募

		S315048		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		長澤勇貴		10		企業・団体等				未審査		20180530		サイビス		株式会社サイビス		391960		3900815		東京都				東京都				0263-31-8151		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		サイビスは、大手・中堅企業向けに【 ITサービス 】を提供する会社です。<改行>この【 ITサービス 】（＝サイビスの商品）とは、<改行>企業の価値を高めるために必要な、専門的かつ、高度な知識とITスキルです。<改行><改行>【「基幹システム」向け ITサービス】<改行>企業は、自社の業務をより効率化するため、様々な課題や要望を持っています。<改行>当社では、その企業が持つ課題や要望を実現するため、<改行>これまで長年培ってきたあらゆる経験値をもとに、<改行>高品質なITサービスを提供することを生業としております。<改行><改行>【「リスク管理システム」向け ITサービス】<改行>昨今、企業のリスク管理に対する意識はより高まりつつあります。<改行>グローバル化、IT化が進むことで、企業はその利便性と反面にあるリスク、<改行>例えば、データ改竄、事務ミスや従業員の不正、また、業務のほとんどをネットワークを介するため、<改行>従業員単位で端末（パソコン、スマホ）を管理をしなければなりません。<改行>今でこそ当たり前のように言われる「リスク管理」ですが、<改行>当社では、2006年より、先の世を見据え、地道に取り組んできたことで、<改行>今では、業界内では古参の企業として認められる存在になっております。<改行><改行>決して目に見える部分とは言い難いものですが、<改行>誰しもが聞いたことある企業のシステムの根幹に、<改行>我々、サイビスの【 ITサービス 】が組み込まれています。		199508		5500				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		面接が楽しくできまた、その後の内定者面談で疑問点を解消できたから。<改行>また、東京で働きたいと思ったため、私が受けた企業の中で当てはまってたから。		7				2		20180301		20180615		0		0		履歴書の学校名、学科名が長くて何度も失敗した。<改行>1社目が圧迫面接だったので気持ちが不安定になった。<改行>		自分をよく見せようと面接で喋るとよくなかった。<改行>趣味などよく見せようとせず、自分の趣味で落とされるようなそこにはいかないような気持ちの方がいい。		気持ちが落ち込むこともあると思いますが、あきらめず頑張ってください。

		S315049		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		西澤和正		10		企業・団体等				未審査		20180720		メイテックフィルダーズ		株式会社メイテックフィルダーズ		177703		1100005		神奈川県				神奈川県		厚木　研修センター		03-6778-5034		607070		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		●エンジニアリングアウトソーシング事業 <改行><改行>いま話題のハイブリッドカーやスマートフォン、これからの基幹技術である燃料電池、そのほか家電製品から航空機まで、日本のものづくりの最前線がわたしたちの活躍の場です。 <改行><改行>（1） 設計・開発 <改行>自動車・輸送機器関連、航空機・ロケット関連、産業用機器関連、精密機器関連・情報通信機器関連、電気電子機器関連、半導体・集積回路関連、半導体製造装置関連・情報処理関連、プラント関連 <改行><改行>（2） フィールドエンジニアリング <改行>半導体製造装置、医療機器など超精密機器の設置・運用・検査・保守管理 <改行><改行>（3） ケミカルエンジニアリング <改行>汎用樹脂、触媒、二次電池・燃料電池、医薬・試薬・バイオ、半導体プロセス等の新素材の開発・評価・解析等 <改行><改行>厚生労働省が進める「優良派遣事業者認定制度」において認定取得 		197912		12000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		14						1		自由応募				6		2		1		20180501		20180720		0		0

		S315053		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		長谷川裕大		10		企業・団体等		株式会社アイキューブ		未審査		20180305		アイキューブ		株式会社アイキューブ		325648		1030002		東京都				東京都				03-5651-0170		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		当社は東京都中央区日本橋に本社を置くシステムソリューション企業です。　<改行>設立以来、順調に成長を続け、今年で18年目を迎え、さらに事業の拡大をめざしています。<改行>ぜひ、ともに会社の成長を体現していきましょう。　<改行>当社は高い技術力を活かしてＡＩやIoTなどの開発もあり、高度化・多様化するシステムを構築するシステムエンジニアを募集しています。アプリケーション開発からITインフラの構築・運用、さらにお客様のご要望に合わせた総合的なシステム受託開発まで。総合的なITサービスを提供し、さまざまな業界の業務を支援しています。<改行>・オープンシステム・Webシステムの企画、開発、保守・運用<改行>・サーバー・ネットワークの設計、構築、保守・運用<改行>・ミドルウエアの導入、保守・運用<改行>・パッケージソフトウエアの選定、導入、指導<改行>・コンサルティング（システム導入、セキュリティ、営業支援、IT技術研修など）<改行>・人財育成		200107		5000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		就職活動を続けるか迷っていたが、卒業が近づいたため		10		5		1		20190301		20190901		0		0		大学と就職活動の様々な活動の中で、自ら優先順位を付けて計画的に実行すること。		業界研究の重要さと、それをできる限り早くやる方が就職活動にも学業にも利点になると感じた。		就職活動に自信がないなら、開始時期は速いほうがいいです。情報収集から始めてみてください。

		S315054		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		羽生田悠太		40		公務員				未審査		20180730		ボウエイショウジエイタイ		防衛省自衛隊		392475		3910002		東京都				東京都				0266-82-6785		A01057		公務 コウム		国防・災害派遣・国際貢献		200804				非公開		0		0		1				4000		公務員（教員を除く）		4020		警察官・消防士・自衛官		1		正規雇用		13						1		自由応募		こんな自分でも人の役に立ちたいし、立てると思ったから。		13		9		1		20180213		20181001		0		0		奥手で人としゃべるのが苦手で、面接で喋ると緊張して言葉が詰まるので、それに対して1か月前から面接練習していたこと。		対策して何度も練習すれば苦手なものでも対応できるようになる。自分の悪いと思ってる点が必ずしも相手からも悪い点だとは限らないということ。		例え１つダメでうまく答えられなかったものがあったとしたらそれに対して次は答えられるように対策を考えておくこと。		特になし

		S315059		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		穗坂昂幸		10		企業・団体等				未審査		20180820		プラエンジ		株式会社プラエンジ		449930		4100874		静岡県				静岡県		本社		055-968-8777		10B010		製造業 セイゾウギョウ		一般樹脂　エンプラ素材の切削、曲げ、接着、溶接加工、プレス形成　医療用機器部品の製造		199204		1000								1				1000		企業・団体職員		1100		開発職以外の機械系技術職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		22						1		自由応募		私は加工の仕事に携わりたいと思い、その中でも接着をやりたいと考えていた。貴社は長年培ってきた製造技術や超音波接着といった大手企業にも負けない、唯一の技術を従業員一丸となって取り組んでいた。私も貴社で実用新案を作ってみたいと強く思い、決定した。		2		10		2		20180301		20180820		0		0						周りを気にせず、自由に就活すればいい。

		S315060		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		前澤和幸		10		企業・団体等				未審査		20180925		ニホンナレッジカブシキガイシャ		日本ナレッジ株式会社		406176		1110042		北海道				北海道		札幌事業所		03-3845-4781		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		ソフトウェアテスト・検証<改行>ソフトウェア開発（パッケージ及び受託開発）<改行>セキュリティソフト開発<改行>ネットワーク構築・保守		198510		7100				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		1						1		自由応募

		S315066		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		村松大成		10		企業・団体等				未審査		20180423		キョウワエクシオ		株式会社協和エクシオ		8705		1500002		東京都								03-5778-1122		102010		建設業 ケンセツギョウ		高度情報通信ネットワーク社会が進展するなかで、蓄積してきた技術や事業の多様性を発揮し、さらに進化した技術力・施工力と商品・サービスを提供しています。<改行><改行><改行>1．システムソリューション　<改行><改行>○システムインテグレーション<改行>　通信キャリアや金融業、製造業をはじめとする各種企業向けのシステム構築等、システムインテグレーションの提供<改行><改行>○ネットワークインテグレーション<改行>　企業向けサーバ、LAN等の設計・構築・運用やインターネット環境設備等、ネットワークインテグレーション提供<改行><改行><改行>２．エンジニアリングソリューション<改行><改行>○通信インフラ事業<改行>　NTTグループ向け各種通信インフラ設備の構築・保守<改行>　NCC向け各種通信インフラ設備の構築・保守<改行><改行>○都市インフラ事業<改行>　自治体、官公庁、CATV会社、鉄道会社、民間企業向けの各種通信インフラ設備の構築・保守<改行>　オフィスビル、マンション、データセンタ、メガソーラー等の電気・空調工事<改行>　無電柱化、上下水道設備等の都市土木設備<改行>　水処理・廃棄物処理プラント、バイオマスボイラ等の建設、運転維持管理		195405		688800				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1140		その他開発以外の技術職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用								1		自由応募		・希望する職種だった<改行>・選考が早い段階で終わった<改行>・人事の対応が良く好印象だった（電話で面接官が感じた自分の印象を教えてくれた）		10		4		1		20180301		20180501		0		0		・交通費など出費が多かった<改行>・初めて行く場所が多かったので迷うことが多かった<改行>		・自己分析など準備をしっかりしておくことが大切<改行>		・自己分析など準備を事前にしておけばＥＳなどは比較的スムーズに書けるので、やっておいたほうがいいと思います





都道府県別就職者【学部】 (3.31)

		都道府県 トドウフケン				工学部 コウガクブ						経営情報学部 ケイエイ ジョウホウ ガクブ		合計 ゴウケイ

						機械工学科 キカイ コウガッカ		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		コンピュータメディア工学科 コウガクカ		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ

		長野県 ナガノケン		諏訪地域 スワ チイキ		5		10		9		9		33				公立諏訪東京理科大学大学院 コウリツスワトウキョウリカダイガク ダイガクイン		9

				北　  　信 キタ シン		4		4		10		1		19				東京理科大学大学院大学院 ダイガクイン		1

				中　  　信 ナカ シン		2		2		7		6		17

				東　  　信 アズマ シン		6		2		3		4		15

				南　  　信 ミナミ シン		3		1		2				6

				合　　  計 ゴウ ケイ		20		19		31		20		90



		東京都				2		2		12		7		23

		山梨県				1				3				4

		埼玉県				1		1				1		3

		静岡県				2				1				3

		神奈川県								2				2

		北海道						1		1				2

		愛知県				1				1				2

		大阪府								1		1		2

		茨城県						1						1

		石川県						1						1

		徳島県						1						1

		福岡県						1						1

		沖縄県										1		1

		県外合計 ケンガイ ゴウケイ				7		8		21		10		46





卒業生進路状況

		平成30年度　進路内定状況(H31.3.18現在) ヘイセイ ネン ド シンロ ナイテイ ジョウキョウ ゲンザイ

						卒業者 ソツギョウシャ		就職希望者 シュウショク キボウ シャ		就職者 シュウショク シャ		就職率 シュウショク リツ		進学希望者 シンガク キボウシャ		進学者 シンガクシャ		進学率 シンガク リツ		その他希望者 タ キボウシャ		その他決定者 タ ケッテイシャ												社会人 シャカイ ジン				進路決定率 シンロ ケッテイ リツ



		学部合計 ガクブ ゴウケイ				167		141		136		96.5%		11		11		100%		15		15		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0				97.0%

																								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		工学部 コウガクブ		工学部 コウガクブ		131		110		106		96.4%		11		11		100.0%		9		9		0		0		0		0		0		0				96.2%

																								0		0		0		0		0

				機械工学科合計/
機械システム工学科 キカイ コウガッカ ゴウケイ キカイ コウガッカ		31		28		27		96.4%		2		2		100.0%		1		1		0		0		0		0		0		0				96.8%

				内女子 ウチ ジョシ		1		1		1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0

				電気電子工学科合計/
電子システム工学科 デンキ デンシ コウガッカ ゴウケイ デンシ コウガッカ		38		30		28		93.3%		6		6		100.0%		1		1		0		0		0		0		0		0				92.1%

				内女子 ウチ ジョシ		0		0		0				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0

				コンピュータメディア工学科 コウガッカ		62		52		51		98.1%		3		3		100.0%		7		7		0		0		0		0		0		0				98.4%						(注意)電気電子は1名、メディアは3名原級生がいるが、通常進級生と同じ場所に計上している。 チュウイ デンキ デンシ メイ メイ ゲンキュウ セイ ツウジョウ シンキュウ セイ オナ バショ ケイジョウ

				内女子 ウチ ジョシ		3		2		2				1		1				0		0		0		0		0		0		0		0

		経営情報学部経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガクブ ケイエイ ジョウホウ ガッカ				36		31		30		96.8%		0		0		0.0%		5		5		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0				97.2%

						4		4		4				0		0				0		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0										通常進級生 ツウジョウ シンキュウ セイ

																																												学科名				性別		就職希望 シュウショク キボウ		就職内定 シュウショク ナイテイ		進学希望 シンガク キボウ		進学内定 シンガク ナイテイ		その他希望 タ キボウ												その他 タ												キャリタス未登録 ミトウロク		社会人 シャカイ ジン		合計 ゴウケイ

		大学院 ダイガクイン		院合計 イン ゴウケイ		13		9		9		100.0%		1		1		0.0%		1		1		0		0		0		0		0		2				100.0%												A		1		B		2		C		C-1		C-2		C-3		C-4		C-5		3		3―1		3―2		3―3		3―4		3―5		E

				内女子 ウチ ジョシ		2		2		2				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										機械				男		0		26		0		2		0												1												0		0		29

				修士 シュウシ		13		9		9		100.0%		1		1		0.0%		1		1												2				100.0%										女		0		1		0		0		0												0												0		0		1

				内女子 ウチ ジョシ		2		2		2				0		0				0		0												0										電気電子 デンキ デンシ				男		2		27		0		6		0												1												2		0		36

				博士 ハカセ		0		0		0				0		0				0		0												0														女		0		0		0		0		0												0												0		0		0

				内女子 ウチ ジョシ		0		0		0				0		0				0		0												0										コンピュータメディア				男		1		49		0		2		0												7												5		0		59

																																																女		0		2		0		1		0												0												1		0		3

				※進学者は大学院進学者。 シンガク ダイガクイン シンガク シャ																																								経営情報 ケイエイ ジョウホウ				男		1		23		0		0		0												1												1		0		25

				※その他決定者は就職または大学院以外の進路希望。 タ ケッテイシャ シュウショク ダイガクイン イガイ シンロ キボウ																																												女		0		4		0		0		0												1												2		0		5

																																												大学院 ダイガクイン		修士 シュウシ		男 オトコ		0		7		0		1		0												1												1		2		11

																																																女 オンナ		0		2		0		0		0												0												0		0		2

																																														博士 ハカセ		男 オトコ		0		0		0		0		0												0												0		0		0

																																																女 オンナ		0		0		0		0		0												0												0		0		0



																																												原級生

																																												学科名				性別		就職希望		就職内定		進学希望		進学内定		その他希望												その他内定												キャリタス未登録 ミトウロク		社会人 シャカイ ジン		合計

																																																		A		1		B		2		C		C-1		C-2		C-3		C-4		C-5		3		3―1		3―2		3―3		3―4		3―5		E

																																												電子ｼｽﾃﾑ				男		0		0		0		0		0												1												0		0		1

																																																女		0		1		0		0		0												0												1		0		1

																																												機械ｼｽﾃﾑ				男		1		0		0		0		0												0												0		0		1

																																																女		0		0		0		0		0												0												0		0		0

																																												経営情報学科				男		0		3		0		0		0												3												2		0		6

																																																女		0		0		0		0		0												0												0		0		0








ピポテ

		データの個数 / 氏名		列ラベル

		行ラベル		コンピュータメディア工学科		機械工学科		経営情報学科		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		電気電子工学科		電子システム工学科		総計

		北海道		1								1				2

		(空白)		1								1				2

		茨城県										1				1

		(空白)										1				1

		埼玉県				1		1		1		1				4

		(空白)				1		1		1		1				4

		東京都		12		2		7		1		2				24

		(空白)		12		2		7		1		2				24

		神奈川県		2						2						4

		(空白)		2						2						4

		石川県										1				1

		(空白)										1				1

		山梨県		3		1										4

		(空白)		3		1										4

		長野県		30		20		19		4		18		1		92

		諏訪地域		9		5		8		1		9		1		33

		中信		7		2		6				2				17

		東信		3		6		4		1		2				16

		南信		1		3						1				5

		北信		10		4		1		2		4				21

		静岡県		1		2										3

		(空白)		1		2										3

		愛知県		1		1										2

		(空白)		1		1										2

		大阪府		1				1								2

		(空白)		1				1								2

		徳島県										1				1

		(空白)										1				1

		福岡県										1				1

		(空白)										1				1

		沖縄県						1								1

		(空白)						1								1

		総計		51		27		29		8		26		1		142





Sheet3

						電子システム込み デンシ コ

		都道府県 トドウフケン		機械工学科		電気電子工学科		コンピュータメディア工学科		経営情報学科		合計 ゴウケイ						工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程

		長野県		20		19		30		19		92

		諏訪地域		5		10		9		8		33

		北信		4		4		10		1		21

		中信		2		2		7		6		17						1

		東信		6		2		3		4		16						1

		南信		3		1		1				5						2

		東京都		2		2		12		7		24

		埼玉県		1		1				1		4						4

		神奈川県						2				4						1

		山梨県		1				3				4

		静岡県		2				1				3						1

		北海道				1		1				2

		愛知県		1				1				2						2

		大阪府						1		1		2

		茨城県				1						1

		石川県				1						1

		徳島県				1						1

		福岡県				1						1

		沖縄県								1		1

		合計 ゴウケイ		27		26		51		29		134						8





2019.3卒生

		学籍番号		学科 ガッカ		氏名		進路状況		進路状況名		進路補足		審査		内々定(合格)日		決定先名称カナ		決定先名称		企業コード		本社郵便番号		就職先 シュウショク サキ		本社住所		勤務予定地・都道府県		勤務予定地・詳細		本社電話番号		業種コード		業種		事業内容		設立(西暦)		資本金(万円)		資本金その他		海外上場フラグ		国内上場フラグ		非上場フラグ		上場先コード		採用予定職種分類コード		採用予定職種分類		採用予定職種コード		採用予定職種		雇用形態コード		雇用形態		勤務予定地・都道府県コード						応募方法区分		応募方法		決定理由		エントリー社数		会社説明会訪問社数		内定社数		就職活動時期From		就職活動時期To		OB・OG訪問社数		OB・OG訪問人数		就活で大変だったこと		就活を通じて気づいたこと、学んだこと		後輩へのメッセージ		備考

		GH17601		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		阿部京華		10		企業・団体等				未審査		20180313		ドコモ・テクノロジ		ドコモ・テクノロジ株式会社		305532		1070052		神奈川県				神奈川県		ドコモR&Dセンタ		03-5114-7971		801010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		移動通信に関わる技術開発業務<改行>■移動通信システムを構成するネットワーク装置や携帯端末の開発<改行>■移動通信システムを保守・監視する装置の開発<改行>■ネットワークサービスの開発やモバイルソリューションの提供<改行>■知的財産関連業務		200108		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1180		その他開発職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用		14						1		自由応募				3		2		1		20171206		20180604		0		0

		GH17602		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		越後谷怜		10		企業・団体等				未審査		20180803		モリタミヤタコウギョウ		モリタ宮田工業株式会社		336334		2538588		神奈川県				神奈川県		茅ヶ崎工場		0467-85-1211		10D060		製造業 セイゾウギョウ		消火器や、グループホームなどで導入が進められている消火設備など、防災関連製品を開発・製造・販売しております。また、使用されずに回収された消火器から、再利用消火薬剤の生成も進めています。		193401		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		14						1		自由応募		いままで学んできた防災に関する知識が活かせると感じたためです．		10		10		1		20180301		20180803		1		1		茅野と東京との往復で時間とお金がかかることと，夏の暑さが大変でした．		精神力を強くする必要があると学びました．		今後，就職活動がどのように変化していくかわかりませんが，行動していればなるようになると思います．

		GH17608		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		小林祐介		10		企業・団体等				未審査		20180509		ナカニホンハイウェイエンジニアリングトウキョウ		中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社		315665		1600023		東京都				東京都		東京、神奈川、静岡、山梨、長野		03-5339-1711		102040		学術研究、専門・技術サービス業 ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ ギョウ		【プロフィール】<改行>私たちはNEXCO中日本グループの一員として創設以来約40年の間、東名高速道路、中央自動車道などの安全で、安心・快適な走行を支えてきました。そして、安全で、安心・快適な道路の実現というミッションを遂行するため、道路保全から環境保全まで常に技術を磨き、さまざまな問題に取り組み、これを解決してきました。今、日本社会の成熟とともに“高速道路も建設から保全へ”といわれる時代となりましたが、そうした時代を担うべく、私たちは道路保全管理のプロフェッショナルとして長年にわたって培った技術と経験で社会を支え続けています。<改行>【事業内容】<改行>1．高速道路、これに準ずる道路ならびにこれらの道路の付帯、関連施設の計画、調査、設計、工事、試験、作業の業務<改行>2．前号の道路および施設の維持管理、施工管理等に関する業務<改行>3．建物ならびに建物の付帯、関連施設の設計、工事、管理に関する業務<改行>4．道路ならびに道路の付帯、関連施設で使用する橋梁、舗装、緑化、照明、通信トンネル諸設備等の資機材および電光標示板、道路標識、防護柵等の道路保安品ならびに作業用機材の開発、製造仕入れおよび販売に関する業務<改行>5．総合リース業<改行>6．コンピュータ情報処理サービスならびに情報処理データ、ソフトウェアおよび情報処理機器の開発、販売、リース、レンタルに関する業務。<改行>7．警備業法に基づく警備業務<改行>8．労働者派遣事業<改行>9．上記の業務に関連する業務		197209		9000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		13						1		自由応募		NEXCO中日本のグループ会社であり、雇用形態や社員教育がしっかりとしていると考えためこの会社に決定した.また、勤務予定地が東京、神奈川、静岡、山梨、長野と地元山梨の周辺で働けるというところも決定した要因の櫃である.		10		6		1		20180316		20180508		0		0		手書きの履歴書		自分自身と向き合ういい機会だったので、自分の考えや気持ちを整理できた.		面接では緊張しないということはないと思うのでしっかりというべきこと等を準備しておく.また、面接官の方と話す際にははっきりと伝える.

		GH17613		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		前島大佑		10		企業・団体等				未審査		20180614		ショーワ		株式会社ショーワ		7597		3618506		埼玉県				埼玉県		本社		048-554-8160		10A020		製造業 セイゾウギョウ		輸送用精密機能部品の製造、販売		193810		1269800				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		11						1		自由応募		完成車メーカーよりも部品メーカーの方が直接的にバイクや自動車の設計に携われると思ったから。<改行>会社や従業員の雰囲気が自分にあっていると感じたから。		2		0		1		20180305		20180609		0		0		面接で過度に緊張してしまったこと。就職活動全般で準備が足りなかったこと。		就職活動では、自己分析を通じて自分自身の過去、未来について考え直すことで、「今までどのように生きてきかた」「これからどのように生きていきたいか」を具体的にできるいい機会だと思った。		周りに流されるような学生生活を送るのではなく、自分の考えや信念を元に積極的に活動することで、自分の生き方の軸や方向性が見えてくると思います。また、自ら動いて行った経験は自分の強みとなり、一般的な大学生にはない魅力的な人物になれると思います。学業ももちろん大切ですが、比較的自由に時間が取れる大学生の期間に趣味や興味があることに挑戦し、とことんやりこんでみてください。

		H113004		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		荒木俊樹		10		企業・団体等		東京千住青果		未審査		20181117		トウキョウセンジュセイカ		東京千住青果株式会社		520439		1210836		東京都				東京都		本社				402020		卸売業、小売業 オロシウリ ギョウ コウリギョウ				194705		33700												1000		企業・団体職員		1020		企画、事務、管理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		採用職種が当時期にいただける内定としては望外のものであったこと。同時期に応募した複数企業においてプロセス途中で不合格通知を通達されていたのもありこれ以上の長期化を私自身が望んでいなかった。<改行>実家から通える圏内の職場での採用である事もいい印象となった。		35		17		1		20180330		20181130		0		0		公務員志望だったた民間採用に大きく出遅れたこと。加えて学力面を重要視し、書類・学歴面への考査が少ない公共団体と民間採用の違いは思っているより大きかった。		自分の意見を正確に伝える重要性と、相手の視点に立った言葉を選ぶ重要性。

		H114024		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		鈴木悠希		10		企業・団体等		星野リゾート株式会社		未審査		20190506		カブシキガイシャ　ホシノリゾート		株式会社星野リゾート		417254		3890111		沖縄県				沖縄県				050-3538-5493		602010		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		地域の個性や魅力を活用し、お客様に感動的な時間と空間を提供する仕事です。<改行>リゾート施設でのサービスと収益管理、顧客満足度分析を元に新たな魅力を創造し続け、  “日本の観光をヤバくする”そんな『リゾート運営会社』です。		1914		1000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1020		企画、事務、管理系職種		1		正規雇用		47						1		自由応募				30		35		12		20180301		20180615		0		0

		H115002		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		青木伶旺		10		企業・団体等				未審査		20180629		ビップシステムズ		ビップシステムズ株式会社		8662		1500031		東京都				東京都		本社		03-3464-1061		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		ネットワーク設計・構築、組込系システム開発、システムＬＳＩ設計通信系<改行>情報系各種システム開発、ミドルウェア開発、業務系システム開発<改行>制御系各種システム開発、システム導入・設計に関するコンサルティング		197611		2000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		大企業からの一次下請けとして、学べることが多いと思ったから。		15		10		2		20180315		20180629		0		0

		H115004		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		市村嵩志		10		企業・団体等		製造業		未審査		20180905		マーストーケンソリューション		株式会社マーストーケンソリューション		376977		1600022		東京都				東京都		本社 諏訪工場 大阪 名古屋 福岡 日立 調布		03-3352-8560		109030		製造業 セイゾウギョウ		■自動認識関連事業<改行>RFID、バーコード、2次元コード等、自動認識システムの企画・開発・製造・販売。<改行>日夜進化を続ける「自動認識」技術は、もはやレジや駅の改札で「ピッ」とやるだけの存在ではありません。自動車・電機・医療・食品・学校・公共施設・アミューズメント施設など、分野を問わず導入されています。<改行><改行>高度な専門知識・スキル・企画提案力を用いて、高い成果が期待されます。<改行><改行><改行>■X線関連事業<改行>X線検査装置の製造・販売・検査受託サービス。<改行>X線というと人体をすかすレントゲンや空港の手荷物検査がイメージされますが、当社が透かすものは直径1cm程の電子部品です。<改行>欠陥検査や素材の研究開発部門に使用されるX線検査装置に特化して事業を行っています。細かい部品を透かすため、当社は「世界一の分解能」を誇っています。<改行><改行>品質検査・研究開発部門の要求に対応し、高度な専門知識・スキルを用いた、高い成果が期待されます。<改行><改行><改行>■会員管理サービス事業 <改行>会員管理に関する運営・管理並びに情報サービスの提供。<改行>「サイクルメンバー倶楽部」と呼ばれる当社独自のポイント交換サービスです。<改行>加盟店様へお客様が来店するたびにポイントが貯まり、貯まったポイントに応じて当社が厳選したカタログの中から商品を選んで頂けるサービス。<改行>サービス事業者として加盟店様の更なる成長をIT技術と魅力的な商品でサポートします。<改行>機械・システムの導入だけで終わらない、一歩進んだサービスのご提案を実現しています。<改行><改行>各顧客の要求に対応し、幅広い業界知識・スキルを用いて、高い成果が期待されます。		199810		50000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		13						1		自由応募		バーコードやQRコードなどの自動認識システムを扱っており、最先端技術に携われると考えました。<改行>また、総合職であるため、ものづくりや営業など様々なことに挑戦できると考え、この会社に行くことを決めました。		24		35		4		20180301		20180905		0		0		・最初の頃は面接で上手く喋れず、中々次の選考に進めなかった。<改行>・7月まで業種を1つに絞って活動を行い、大きな企業ばかり受けていたため、中々採用が決まらず苦労した。		・様々な企業を受け、とある企業の人事の方に「面接官も一人の人間だからそんなに緊張しなくていい」「話す際にまず結論を言ってそこから理由を言えばいい」というアドバイスをいただき、面接のコツを掴めたと思います。<改行>・一つに絞って上手くいかない場合、視野を広めることが大事だということ<改行>・最初で上手くいかず内定が決まらなくても、焦らずにやればいいこと		・就活をする際、業種を一つに絞らず、視野を広めて多くの業種を受けることが大事です。中々採用が決まらなくても、粘り強く受けてほしいと思います。<改行>就活を通して学べることは多いので、がんばってください。

		H115027		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		武田蒼太郎		10		企業・団体等				未審査		20180628		ヨシダインサツ		ヨシダ印刷株式会社		103177		1300014		東京都				東京都		東京本社		03-3626-1303		10C010		製造業 セイゾウギョウ		　<改行>私たちヨシダ印刷は、「印刷の本質は情報伝達である」と捉えています。<改行>媒体のジャンルにとらわれず、お客様の伝えたい情報を、最も効果的なカタチにすること。<改行>それが、私たちの使命です。<改行><改行>100年を超える歴史の中で培われた高い印刷技術をさらに極めるとともに、 <改行>印刷会社だからこそできる表現方法を、印刷物、デジタルメディア等、 <改行>媒体にこだわることなくヨシダ印刷グループとして追求していきます。 <改行>お客様にとっての最良を求め、常に新たな可能性に挑戦し続けます。<改行><改行>【ヨシダ印刷】 <改行>□印刷物の企画制作、編集、印刷、加工 <改行><改行>【ヨシダ洋紙】 <改行>□紙卸商、各種包材・食品パッケージの企画制作 <改行><改行>【ワイピービズインプルーブ】 <改行>□デジタルメディアの企画制作、システム・プログラム開発 <改行>□販促物の企画制作 <改行>□展示会運営などのコンサルティング業務 <改行><改行>　【印刷物】 <改行>　・宣伝用品／ポスター、パンフレット、カタログ　 <改行>　・書籍類／記念誌、マニュアル　 <改行>　・事務用品／封筒、帳票　 <改行>　・POP・ノベルティ／パッケージ　 <改行>　・食品パッケージ <改行>　【デジタルコンテンツ】 <改行>　・ホームページ <改行>　・アプリ <改行>　・Webシステム／Web入稿システム　 <改行>　・ブログCMS <改行>　・コンテンツ／CD、DVD　　　など		190606		9800				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募

		H115030		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		南波彩芽		10		企業・団体等				未審査		20180801		ニッポンユウビン（ニッポンユウセイグループ）		日本郵便株式会社（日本郵政グループ）		6783		1008798		東京都						未定		03-3504-4411		607080		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務、印紙の売りさばき、地方公共団体からの受託業務、前記以外の銀行業、生命保険業及び損害保険業の代理業務、国内・国際物流業、不動産業、物販業など		200710		40000000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用								1		自由応募		特になし		6		70		2		20180301		20181101

		H115032		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		半田大紀		10		企業・団体等				未審査		20180601		ダイワリース		大和リース株式会社		220011		5400011		大阪府				大阪府				06-6942-8011		102010		建設業 ケンセツギョウ		業界を牽引するシステム建築を核に、土地活用の提案や商業施設の開発・運営、車・福祉・農業機器などのリース事業、都市緑化や再生可能エネルギーの推進。「規格建築」「流通建築リース」「リーシング　ソリューション」「環境緑化」の4つの事業を軸に、多角的・複合的な視野でそれぞれの強みを複合し、新しい価値を生み出します。さまざまな社会の議題解決に貢献するとともに、サステナブル社会の実現を目指します。		195906		2176838				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		27						1		自由応募						30		6		20180301		20180620		3				受けた企業が多かったため、ESや面接をこなすのが大変だった。

		H115034		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		細野和之		10		企業・団体等		ＩＴ企業		未審査		20180626		トウショウイチブジョウジョウムトーグループ　ムトーアイテックス		東証１部上場ＭＵＴＯＨグループ　ムトーアイテックス株式会社		558		1548560		東京都				東京都		本社		03-6758-7080		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		1【MUTOH製品システム開発】<改行>MUTOHグループ製品むけ制御システム開発<改行>（例：業務用インクジェットプリンタ、3Dプリンタ　等）<改行><改行>2【アプリケーション系システムインテグレーション】<改行>・各種業務系システム開発（生産管理、業務処理、顧客管理等）<改行>・Webアプリケーション開発<改行>（例：携帯Webサイト、営業支援システム、社内インフラ構築運用管理　等）<改行><改行>3【組込・制御系、情報通信系システムインテグレーション】<改行>・Android/Linuxプラットフォーム、各種通信機器、家電製品、車載機器向け制御システム開発<改行>・業務端末、生産設備、プラントむけ制御システム開発<改行>（例：デジタルカメラ設計開発、カーナビゲーションシステム開発、遠隔監視システム開発　等）<改行><改行>4【パッケージソフトウェア開発】<改行>・CAD用ソフトウェア開発<改行>・製造業、教育分野向けソリューションパッケージ開発<改行>（例：パッとレイアウト、製図道具PHOTO EXPERT 等）		199206		20000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		色々なことができる		5		10		1		20180311		20180701		0		0		交通		交通でのやりくり		交通費貯めるべき		なし

		H115037		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		宮下竜弥		10		企業・団体等		日本コムシス株式会社		未審査		20180604		ニッポンコムシス		日本コムシス株式会社		6162		1418647		東京都				東京都		本社		03-3448-7059		801010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		通信建設業界のリーディングカンパニーとして、人々のコミュニケーションを支えてきた日本コムシス。<改行>これからは、社会インフラ全体をデザインして、未来の街づくりに貢献します。<改行><改行>◆電気通信エンジニアリング事業（通信線路、通信土木、交換設備、伝送無線、他）<改行>◆電気設備事業（通信用／一般電源設備工事　他）<改行>◆建築・土木事業（建築工事、共同溝工事他）<改行>◆エコシステム事業（エコエネルギー関連工事他）<改行>◆ＩＣＴソリューション事業（情報関連事業他）		195112		1000000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1020		企画、事務、管理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		通信建設業界最大手だったため。		10		10		1		20180302		20180604		0		0		大学進学とは訳が違い新社会人になるという自覚が必要だった。		社会の一員になるという重みが非常に大変だった。		頑張ってください。

		H115041		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		柳澤朔也		10		企業・団体等				未審査		20180929		ニッポンレンタカーキタカントウカブシキカイシャ		ニッポンレンタカー北関東株式会社		399589		3620012		埼玉県				埼玉県				048-776-7111		607080		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		◎レンタカー事業<改行>店舗でのレンタカーの貸し渡しにかかわる業務<改行>・店頭での接客・電話対応・その他業務<改行>・日常点検・洗車<改行>・車両回送　店舗間の車両異動のための運転<改行><改行>◎カーリース事業<改行>◎中古車販売事業<改行>※募集職種はレンタカー事業となります。<改行><改行>		201010		5000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1030		販売系職種		1		正規雇用		11						1		自由応募		やりたいことに内定をもらったため		10		7		3		20180301		20180929		0		0		情報収集<改行>移動		様々な業種や今まで興味を持たなかった職種にも<改行>興味を持てた		合同説明会などに積極的に参加することで<改行>様々な企業から色々な話を聞いてみて下さい。<改行>そうすることで、今まで知らなかった企業を知ることができ、選択肢も増えていくと思います。<改行>

		S115004		機械工学科 キカイ コウガッカ		石田和志		10		企業・団体等		施工管理		未審査		20180320		タカサゴネツガクコウギョウ		高砂熱学工業株式会社		5424		1600022		東京都				東京都		本社		03-6369-8217		102020		建設業 ケンセツギョウ		空気調和設備／クリーンルーム及び関連機器装置／地域冷暖房施設／コージェネレーション設備／電気・計装・通信設備／設備診断・故障診断システム／除湿・乾燥設備／原子力施設空調設備／高度精密空調設備／廃棄物真空搬送施設／加熱・冷却設備／冷凍・冷蔵設備／給排水衛生設備／エネルギーソリューション／ESCO事業／エネルギー供給事業／水処理事業／その他各種環境制御、熱工学システムの設計・施工を核とした環境エンジニアリング		192311		1313400				0		1		0		10		3000		その他専門系		3060		その他職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		建設設備業界の空調分野において、業績、施工実績もトップであることから、ダイナミックな仕事に携われると考えたため。<改行>また、選考の結果の通知が早かったことから。		2		10		1		20180201		20180320		0		0		エントリーシートを書くこと。<改行>自分の短所や欠点とも向き合わないといけないのが苦痛でした。		面接において盛り上がる会話を心掛けて、面接の雰囲気が和やかになった面接はかなり手応えを感じました。		最高の結果を得られるように今のうちから自分と向き合っておいたほうがいいと思います。

		S115010		機械工学科 キカイ コウガッカ		勝野大成		10		企業・団体等				未審査		20180423		ディーピーティー　エンジニアリングカンパニー		ディーピーティー株式会社　エンジニアリングカンパニー		291742		4600008		東京都				東京都		東京支社		052-265-9382		10A010		製造業 セイゾウギョウ		商品は「技術力」。新入社員の意見も大切なアイデアの一つです。<改行> 工場は持っていませんが、私たちは【メーカー】です。正確には”ジェスチャーだけで操作できるカーナビ””大人数でスマホの音楽が共有できるアイテム”など、《あったらいいな》という世の中を便利にする商品を研究開発している【ファブレスメーカー】です。<改行> 設計開発の対象は電子機器だけではありません。お客様からニーズがあれば、自動車や航空機、家電にロケットまで、どんな分野にでも技術力を提供する【技術屋】でもあります。<改行> 知名度はまだまだ高くありませんが、ナゴヤドームへの看板や、雑誌広告など徐々に広報活動にも力を入れるようになってきました。<改行> とはいえ、中小企業ですのでまだまだやることは沢山あります。しかし、大手老舗の巨大メーカーには決してない「自由」と「柔軟さ」のある元気な会社です。		198901		5000				0		0		1				3000		その他専門系		3060		その他職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		第一志望だったから		1		20		1		20180201		20180423		0		0		交通費が高く、移動時間が長かった。		時間はかなり余裕をもって計画した方がいいと言うことを学びました。

		S115013		機械工学科 キカイ コウガッカ		笹川眞		10		企業・団体等		アドヴィックス		未審査		20180517		アドヴィックス		株式会社アドヴィックス		7424		4488688		愛知県				愛知県		本社 刈谷工場		0566-63-8009		10A010		製造業 セイゾウギョウ		自動車用ブレーキシステムおよびそのシステムを構成する部品の開発・販売。		200107		1220000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		23						1		自由応募		面接した日に合格連絡が来て対応が良く、また大手であり、福利厚生も満足しているので決定しました。		8		21		6		20180201		20180517		0		0		自分をアピールすることが大事だった。企業研究がすごく大変だと感じた。<改行>		大手であっても挑戦することが大事だと学んだ。<改行>自分の性格が理解できてなかった。<改行>		企業研究はしっかりしたほうがよい。<改行>完全週休２日と週休２日はしっかり見たほうがよい。

		S115014		機械工学科 キカイ コウガッカ		佐野寛之		10		企業・団体等		日本プラスト株式会社		未審査		20180613		ニホンプラスト		日本プラスト株式会社		269092		4180111		静岡県				静岡県		静岡県 富士宮市		0544-58-6830		10A010		製造業 セイゾウギョウ		自動車の内装インテリア部品、ステアリング、命を守るエアバッグ、外装エクステリア部品など、設計開発から製造まで行なう会社です。日産、ホンダ、スズキ、マツダなど大手カーメーカー各社から技術を評価いただいています。誰もが触れる、目にする商品に携わることは、何ともいえないやりがいに繋がります！多種製品を扱える技術力が自慢です。		194810		320000				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1050		クリエイティブ系職種		1		正規雇用		22						1		自由応募		地元の企業であり、なおかつ自動車関連の興味を持てた事業内容、また上場企業で信頼できるため。		30		7		4		20180104		20180620		0		0		履歴書を綺麗に書くこと、面接、最終的に行く企業を絞らなければならない事が大変だった。<改行>普段から文章が走り書きなので、文章を綺麗な直線状に書くことが難しかった。面接前では毎度緊張し、ネガティブになっていた。第一志望の企業が2つあり、双方から内定を貰ったが、第一志望故に非常に迷った(片方を断るきっかけがなかった)。		自分は面接などが苦手だが、いざやってみると意外と好印象を持たれており、行きたいと思った所からはほとんど内々定が貰えた。気負わず、気楽にした方が良い。<改行>学業に専念するのもいいが、自分が会社でやりたいことや、自分の趣味や好きなことがはっきりとしていて、学業以外に特色がある方が良いと感じた。		勉強を単に頑張るのもいいですが、その中で話題に出来るような内容を作っておくと良いです。また趣味や特技でも、自分が深くやってきたことは面接の際に特に興味を持たれます。自分のエピソードを面白さを交えて発言できると好印象を持ってもらえます。

		S115028		機械工学科 キカイ コウガッカ		成澤弘明		10		企業・団体等				未審査		20180426		ヒタチジョンソンコントロールズクウチョウ		日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社		354373		1050022		静岡県				静岡県		清水事業所		03-6848-9192		108010		製造業 セイゾウギョウ		日立ルームエアコン“白くまくん”から、業務用、産業用までをカバーする総合空調機器のメーカーとして、日立空調製品の開発・製造・販売を担っております。<改行><改行>●ルームエアコン<改行>高い省エネ性能と暖房能力を実現するPAM制御、業界で唯一のスクロール圧縮機を搭載したエアコンの開発など、省エネ技術において業界トップレベルの技術開発を行っています。<改行><改行>●業務用空調機器<改行>店舗やオフィス、ビルなど、職場や公共空間の快適性を追求し、さまざまな省エネ技術を駆使した空調製品の設計開発・製造を行っています。<改行><改行>●大型冷凍機器<改行>高効率のガス、蒸気駆動吸収冷温水機シリーズをはじめ、ヒートポンプ、低温吸収式冷凍機などを開発・製造しています。<改行>		201510		186500				0		0		1				1000		企業・団体職員		1070		生産管理、品質管理		1		正規雇用		22						1		自由応募		空調機に携わりたい、環境問題対策に携わりたい、地元就職がしたい、ということから決定しました。		4		6		3		20180201		20180531		1		1		手ごたえのあった面接で落とされたこと、バイトと卒業研究との掛け持ち		前向きに考えることの大切さ、仲間のありがたみ、睡眠の重要性		とにかく諦めず、前向きに考えること

		S115033		機械工学科 キカイ コウガッカ		原田隆基		10		企業・団体等				未審査		20180626		エノモト		株式会社　エノモト		339838		4090198		山梨県				山梨県		塩山		0554-62-5111		10B010		製造業 セイゾウギョウ		創業以来、半世紀にわたりモノ造り一筋に取り組んでいるエノモトは、原点にもう一度立ち返り、「エノモトのモノ造り」に一意専心していきます。<改行>　金型技術を通じて一人ひとりが丁寧なモノ造りを提供し、お客様に喜んでいただくこと。それが、エノモトのモノ造りです。<改行>簡単に、大量に、安価にものがつくれる時代だからこそ、エノモトはモノ造りにこだわり、魂を込め、情熱を超える執念を持って挑み、追求していきたいと考えています。<改行>　そのこだわりのモノ造りを支えるのは、長年培ってきた確かな技術です。打ち抜き加工、曲げ加工、絞り加工、モールド加工など広範囲のジャンルの高度な金型技術を駆使しながら、「リードフレーム」「オプトデバイス」「コネクタ」の３つの事業を柱に、エノモトにしかできないモノ造りを極めていきます。<改行>　また確立している技術を土台に、そのさらなる深掘りに取り組むとともに、それら技術の異業種での展開、さらに新しい技術領域での事業展開にも果敢に挑戦し、新たな時代を切り拓いていきます。<改行>　エノモトは社員一人ひとりが持っているモノ造りDNAを武器に、これからもお客様や地域社会に信頼され、支持される強靭な企業であり続けるよう努めてまいります。<改行><改行>		196704		474900				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1100		開発職以外の機械系技術職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		19						5		その他		私がこの企業を志望した理由は，精密部品の加工技術の高さと燃料電池車の基幹部品の開発をしていることに興味を持ったこと，また，前向きな姿勢や一体感に魅力を感じたからです．私は大学での授業で設計開発をすることで、ものが作られていく達成感や喜びを知り、技術職や開発職に就きたいと思いました。企業説明会に参加させていただいた際には，工場の製造ラインを見学して生産体制に惹かれました。また、質問をしたときなどに、具体的で分かりやすく説明していただき、貴社では1人1人が仕事にやりがいをもっていることや雰囲気の良さを感じ取ることができ、そのような環境であれば、私の希望に沿うと考えました。この企業でなら，様々な経験を経て技術面だけでなく人間的にも成長することが出来ると考えました．		3				2		20180317		20180625						電話応対が基本を勉強するところからだったので結構緊張しました。また、地域が様々なところで移動する際の費用がかなりかかってしまったことなどもあります。		自己分析などを通して私自身の潜在的な能力や性格などを改めて理解できました。		なるべく早めに行動してください。あとは、気持ちを切らさずに頑張ってください。

		S115046		機械工学科 キカイ コウガッカ		山田敦史		10		企業・団体等				未審査		20190611		ヒカリセイヤク		光製薬株式会社		395971		1110024		埼玉県				埼玉県		栗橋工場		03-3874-9351		105010		製造業 セイゾウギョウ		当社は、昭和16年の創業以来、全国各地の医療機関のニーズにお応えして、常に安定した品質の医薬品を届けてきました。中でも基幹製品である輸液製剤は、重病患者のライフサポートをはじめ、現代医療において重要な役割を果たすものとして、医療機関をはじめ各方面から高い評価をいただいています。		194709		9000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1100		開発職以外の機械系技術職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		11						1		自由応募		仕事内容や待遇面で身の丈に合っていたから。		15		7		2		20171224		20180625		0		0		お金の工面		就活を通じて今まで知らなかった自分自身のこと、企業のことなど知ることが出来たので、これらを通じて自分の中でしっかりとした考えを持つことができた。本当に自分がどのような仕事をして、どのように今後過ごしていくかを考える良い機会になったと思う。		面接で喋ることが出来れば何とかなるので頑張ってください。

		S215003		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		赤羽祐亮		10		企業・団体等				未審査		20170509		ホシザキホクシンエツ		ホシザキ北信越株式会社		392486		9200364		石川県				石川県		本社		076-240-2266		40B010		卸売業、小売業 オロシウリ ギョウ コウリギョウ		ホシザキでは「営業」と「技術サービス」が二人三脚でお客さまに向き合い、「管理業務」が「営業」「技術サービス」を支え、現場の円滑な動きをサポートしています。お客さまのニーズにマッチした製品・サービスを提供できるよう、常にお客さまの立場に立った活動を目指しています。 		197712		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		17						1		自由応募		第一志望の企業であり、自分が好きなものづくりや食、他人と関わる仕事であったからです。		3		0		1		20180301		20180509		0		0		今回の選考における集団面接ではその全てが一番初めに答える順番でしたのでとても緊張してしまい大変でした。また、私は実家が松本市なのですが、説明会と一次選考の会場が長野市で、最終選考の会場は石川県金沢市でしたので移動が大変でした。ちなみに交通費は自己負担です。		合同説明会やインターンシップなど企業を知る機会は早い時期から参加することができますが、自分が本当に行きたい企業、業界などがないのであれば参加したとしても意味が無いと思いました。参加しているから大丈夫といった根拠のない自信を持つよりは自分の成長に繋がることをするべきだと思います。実際私はアルバイトをしているファミリーレストランでトレーナーとして新人の指導をしており、3年生の2月頃まではほぼアルバイトをしていました。<改行>また、ネットの情報や他人から聞く就職活動のお話は参考にするには良いかと思いますが、最終的には自分自身のことですのでこうした情報に踊らされずに自分の就職活動の軸を決めていかなければならないと思いました。		私は事前に自己分析やインターンシップ、合同説明会などの就職活動の準備は正直言うと何もしていません。面接やエントリーシートでは自分が今まで経験して成長したと感じたことを素直に述べただけです。面接では緊張しないことはありません。緊張してしまうのは当たり前だと思います。ですが笑顔で、自分の言葉でしっかりと話せば自然と結果が付いてくるものだと思います。<改行>実際、私の内定の電話連絡の際には「赤羽さんが1番役員からの評判がよく、本来であれば面接日にすぐ連絡したかった」と言われ、とても嬉しかったです。何より正直に自分らしさを出して頑張って下さい。		エントリー済み残り２社について<改行>ライト光機製作所（2次選考結果待ち）<改行>ちの技研（最終選考結果待ち）<改行>2018/5/9現在

		S215008		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		石堂優城		10		企業・団体等				未審査		20181121		エイ・エス・ティ		株式会社エイ・エス・ティ		520460		8100042		福岡県				福岡県						701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		コンピュータ用ソフトウェアの設計・開発及びその保守		199703		20000000												1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		40						1		自由応募				1				1

		S215013		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		小川貴史		10		企業・団体等				未審査		20180620		アウトソーシングテクノロジー		株式会社アウトソーシングテクノロジー		256301		1000005		東京都				東京都		本社		03-3286-4884		606010		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		エンジニアリングアウトソーシング事業<改行><改行>国内外約100社のグループ企業により、大手メーカーの生産支援（製造及び技術分野における請負・受託・派遣事業）を全国にて展開しています。　その領域は輸送機器・機械・電気・半導体・ＩＴ・化学・医薬等広範囲で、様々な分野で躍進しております。		200412		48365				0		0		1				3000		その他専門系		3060		その他職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		社内の雰囲気がとてもよく、先輩方と気楽に話せる環境であった。また、面談を繰り返すことで自分を見直し自信を持てるまで担当の方が熱心に対応してくれた。自分はエンジニアに携わってから将来的には営業で働きたいと考えているのでこの企業はエンジニアから営業へのキャリアチェンジができ自分の理想にあった企業であったため決定しました。		3		3		1		20180310		20180620		0		0		東京での就職を考えていたので毎回面談や説明会のために通うのが大変でした。		自分が何をやりたいのか軸をしっかり持つことが大事だと思いました。前回と同じ質問に対して同じ答えで返したり全く違うことを言ってしまったりなど反省点が見つかりました。		早め早めに準備をすること。自分の入りたい企業のことをよく調べどんな質問にも対応できるようにしておくこと。当たり前のように感じるけれど自分は疎かにしてしまったので反省してます。

		S215018		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		風間裕貴		10		企業・団体等		LSI設計		未審査		20180410		トッパン・テクニカル・デザインセンター		株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター		449907		1100016		埼玉県				埼玉県		朝霞デザインセンター		03-3835-5111		109050		製造業 セイゾウギョウ		エレクトロニクスに関するシステム開発、LSIデザイン及びターンキーサービス		198901		49000								1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		11						1		自由応募				1		0		1		20180326		20180410		0		0		就職活動とは直接関係はありませんが、3年生の前期から研究室に特別配属しており、1年間LSI設計を勉強し、3年生の最後では研究会で発表までしたことが大きなアドバンテージになったと確信しています。<改行>やる気だけではなく実力も身に着けるために必死に勉強しました。		私はこちらの企業以外を志望していなかったことと、4月に入ってすぐに内定をいただくことができたので就活にはあまり時間を割いていませんでした。しかし、企業の方とやりとりをするうえで、ビジネスメールやマナー、そしてプレゼンテーション(アピール)について徹底的に勉強しました。また、履歴書やエントリーシートを書くことで、自分の考えやアピールポイントを整理することができ、自己理解が深まりました。		こちらの企業はトッパングループの半導体設計開発ということもあり人気の企業です。さらに、内定者のうち5割は修士卒また、7割はLSI設計経験者と伺っています。とても敷居が高く感じますが、学部卒でもほかの内定者に負けないくらい研究や勉強に時間を割いて、LSI設計への情熱・やる気をしっかりアピールすることができれば内定をいただけると思います。		・こちらの企業のOBの方にLSI設計の技術指導をしていただいています。<改行>・こちらの企業のインターンシップに参加しています<改行>・3年生の春休みには電子回路研究会で、3年次の研究成果を発表し、こちらの企業の本部長の方にもお越しいただきました

		S215024		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		西郷有人		10		企業・団体等				未審査		20180810		ヨコガワショウジ		横河商事株式会社		3402		1410031		東京都				東京都				03-3495-6635		40B010		卸売業、小売業 オロシウリ ギョウ コウリギョウ		当社は、横河電機50％出資の「横河グループの一員」であり、国内唯一の横河電機の資本が入った「直系代理店」です。それに加えて当社は「エンジニアリング商社」であり、横河電機の製品を中心に、国内外2000社以上のメーカーとお取引頂いています。お客様のニーズに応じて様々なシステム・ハードウェア・ソフトウェアを組み合わせ、国内外で成長する多くのお客様の課題解決をお手伝いする、ソリューション・カンパニーです。<改行><改行>1.計測・制御・情報・通信に関する機器、装置の製作および販売 <改行>2.計装に関する工事、計器の検査および保守ならびに修理<改行>3.計装に関するソフトウェアの製作およびシステム設計<改行>4.事務用機器、医療用電子機器、産業用機器その他の機器の販売<改行>5.電気工事業、電気通信工事業、機械器具設置工事業、管工事業、<改行>　鋼構造物工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、内装仕上工事業、<改行>　建具工事業、タイルれんがブロック工事業その他の諸建設工事業<改行>6.前各号に関連する部品、材料等の販売<改行>7.前各号に関連する賃貸借及びその仲介業<改行>8.前各号に関連する古物商<改行>9.毒物、劇物の販売<改行>10.特定労働者派遣事業<改行>11.貨物取扱い業<改行>12.旅行業<改行>13.不動産の賃貸借ならびにその仲介業<改行>14.損害保険代理業<改行>15.自動車損害賠償保障法に基く保険代理業<改行>16.損害保険会社に対する特定証券業務の委託の幹旋および支援<改行>17.生命保険の募集に関する業務 18.前各号に付帯する一切の業務		193808		9000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1140		その他開発以外の技術職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用		13						1		自由応募

		S215026		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		佐竹清顕		10		企業・団体等				未審査		20180423		ニチアカガクコウギョウ		日亜化学工業株式会社		3445		7748601		徳島県				徳島県		本社		0884-22-2311		109050		製造業 セイゾウギョウ		【LED、半導体レーザー、リチウムイオン電池材料で世界をリード】<改行>NICHIAは「環境を大切にしよう」という方針の下で、全ての活動を 行っており、高性能・長寿命・高信頼性を何よりも大切にしたものつくりに 努めています。<改行><改行>NICHIAの商品は、自動車、家電製品、モバイル機器、産業・医療機器等、幅広い分野で使用されており、<改行>さらに「世界中で存在意義が認められる会社」を目指して事業を推進していきます。		195612		5202644				0		0		1				1000		企業・団体職員		1160		電気系開発職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		36						1		自由応募		徳島県という実家にも近いことと技術開発関係部署という条件が良いこと。自分のやりたいこととマッチしていたため。		7		8		2		20180206		20180426		2		2		研究室、自動車教習所、就活という３つの活動の両立は容易ではなかったです。<改行>また、金銭的にも親からのサポートがないとかなり大変だと感じました。<改行>面接でのマナーやメールの返信やエントリーシートの書き方など、大学生活では気を配らなくていいと思っている点がかなり重要になってくると感じました。		マナーも基本的にはケースバイケースなのであまり硬すぎると不利になる場合もあると思われます。<改行>グループ面接の場合、雰囲気を悪くするような会話をされる人もいるので上手な立ち回りが必要です。<改行>個人面接の場合アドリブもかなり重要になると思われます。大学生活以外でも高校のときの活動や中学の時の活動でも好印象を与えれる場合がありました。「大学生活よりもその前の体験のほうが面白い」「エントリーシート書き直すよう申請する場合もある」等言われたところもあります。		不利な状況に置かれていると感じていてもしっかりと自分をアピールできれば面接官はちゃんと見てくれるので安心して挑めばいいと思います。

		S215031		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		新町太郎		30		教員				未審査		20181020		サッポロシンガクプラザ		株式会社札幌進学プラザ		282156		600806		北海道				北海道		本社		011-738-3759		603010		教育、学習支援業 キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		学習塾の経営		197711		1000				0		0		1				5000		教員		5030		中学校教員		1		正規雇用		1						1		自由応募		免許がないが教員になりたかったため。<改行>あと家の近く。		4		2		2		20180320		20181020		0		0		本当にやりたいことを自分に嘘をつかずに見出す。		慎重さ、社会常識の重要性。ないとどれだけ熱意あっても些細なことで落とされる。		自分の意思で動け、エージェントに頼るな、向こうは手柄しか見てない。自分しか信じるな。<改行>あと嘘は上手につけ。		理科大色々迷惑掛けたけど、感謝してる。ありがとう。特に内田さん、加藤さん。お元気で。

		S215048		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		松本薫		10		企業・団体等				未審査		20180507		ユードム		株式会社ユードム		193779		3100803		茨城県				茨城県		本社		029-227-3061		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		・自動車、鉄道、電力、物流などの制御系・組込系システムのソフトウェア設計、開発<改行>・地図情報、顧客管理情報システム、クラウドサービスなどの業務系システムのソフトウェア設計、開発<改行>・二酸化炭素測定装置システムの開発・販売		197609		9520				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		8						1		自由応募		第一志望であったため		1		4		1		20180326		20180610						親との意見の違いに悩みました		自然体でいることの重要性		親に納得してもらいたいなら自分の素直な気持ちをぶつけるべきです

		S314040		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		中村佳樹		10		企業・団体等				未審査		20181008		イーテック		株式会社イーテック		179328		1050004		東京都				東京都		東京 名古屋 静岡		03-6809-2850		607070		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		当社は正社員雇用アウトソーシング事業と受託設計事業を柱に事業運営をしています。顧客は主として世界の一流企業と位置付けられる東証一部上場企業であることから、当社の社員は顧客先にて世界最先端の技術に接しながら、社員の専門分野に準じて、制御系ソフトウエアの設計開発、オープン系ソフトウエアの設計開発、メカトロ系（機械・航空宇宙・電気電子）の設計開発に従事します。		200112		5000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		13						2		学内選考		アウトソーシングで色々な体験や技術が身に付くと考え志望した。ものづくりに携わりたいという思いがあった。		10		8		1		20180401		20191008		0		0		履歴書が上手く書けず苦労した。		学生時代の感情や思考が甦った。<改行>自分の長所ややりたいことが見つかった。		キャリア支援室入りづらいけど活用すべし

		S315001		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		浅原一熙		40		公務員				未審査		20180810		アイチケンケイサツホンブ		愛知県警察本部		54183		4608502		愛知県				愛知県				052-961-1479		A01050		公務 コウム		誰もが「安心」して暮らせる「安全」な街づくりに向け、愛知県において犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、その他公共の安全と秩序の維持にあたることを責務とし、様々な活動を行っています。		195407						0		0		1				4000		公務員（教員を除く）		4020		警察官・消防士・自衛官		1		正規雇用		23						1		自由応募		第一志望が愛知県警だったため、今回の合格をもって就職活動を終了する事にしました。<改行>地元での就職、公務員志望、警察官志望を目標にしていましたが、全ての条件を満たしたので内定を受ける事にしました。		4		7		3		20180320		20180810		0		0		1次試験の勉強は大学の勉強と一切の関わりはない為、全て独学で勉強を進めました。理系の人間にとって文系科目は不利だと考え、得意分野に絞った勉強をしました。全て一人で勉強した為、大変でした。<改行>面接は警察官の試験官の視点が独特な為、警察関係者にお願いする他対策の取り用がありません。大学事務や塾では勝手が違う為話す練習くらいにしかならないと言われました。ネットや参考書で元警察官の…という肩書きを持ったサイトを探して対策を立てましたが、信頼性を考慮する必要があるので結構大変です。<改行>用意した回答はあまり役に立たたず、ありのままの本心をぶつけた方が熱意が伝わる感覚がありました。		苦手をなくすのも大切ですが、得意をとことん伸ばす方が効率も良く結果が望める事に気がつきました。<改行>苦手は誰にもあるので、一人で苦手を克服するより仲間と苦手を埋め合うことで出来る事の幅が広がると思います。そうすることで苦手を克服する時間も生まれるんだと思います。<改行>また、綺麗な回答より素直な回答(ただし前向きな)の方が相手も納得してくれる事が分かりました。<改行>面接は原稿の朗読ではなく、会話、コミュニケーションです。本当の意味で言葉のキャッチボールが出来るのは結構難しい事なんだと思いました。		本気で警察を志している人にとって、試験は緊張よりワクワク感の方が強いです。面接では、もっと話したい、もっと自分を知ってほしい、だとか、同じ受験生に対してこれから仲間として一緒に頑張っていくかもしれない人達だ、と思えて気分が高揚します。<改行>逆になんとなくで受ける人は熱意が弱い分、作業のような試験になるのだと思います。<改行>警察は正義感と責任感が必要な熱い仕事だと思います。是非志は高く、強く熱意を持って試験に挑んで欲しいです。<改行>自分は絶対、警察官になってこの街を守るんだ！と心からの想いがあれば合格できると思います。		愛知県警、長野県警、警視庁を受験しました。<改行>宿泊が必要な場合、近くの宿は早めに確保するようにし、移動手段も早めに考えるようにしました。<改行>警視庁は日程的に一番早く、独特な雰囲気があります。県警の試験は内容的にあまり違いは無いと感じました。<改行>1次試験で６割、2次試験は面接重視だと言う警察の方が何人もいました。<改行>愛知県では受験者に対して試験の説明会を開いてくれる署があります。<改行><改行>上記活動期間の始めは要項の授受、終りは合格発表です。試験勉強は2017年春から少しずつ始めていました。情報集めやネタ作りは2015年冬から行っていました。

		S315002		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		阿部翔太		10		企業・団体等				未審査		20180704		メイテックフィルダーズ		株式会社メイテックフィルダーズ		177703		1100005		東京都								03-6778-5034		607070		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		●エンジニアリングアウトソーシング事業 <改行><改行>いま話題のハイブリッドカーやスマートフォン、これからの基幹技術である燃料電池、そのほか家電製品から航空機まで、日本のものづくりの最前線がわたしたちの活躍の場です。 <改行><改行>（1） 設計・開発 <改行>自動車・輸送機器関連、航空機・ロケット関連、産業用機器関連、精密機器関連・情報通信機器関連、電気電子機器関連、半導体・集積回路関連、半導体製造装置関連・情報処理関連、プラント関連 <改行><改行>（2） フィールドエンジニアリング <改行>半導体製造装置、医療機器など超精密機器の設置・運用・検査・保守管理 <改行><改行>（3） ケミカルエンジニアリング <改行>汎用樹脂、触媒、二次電池・燃料電池、医薬・試薬・バイオ、半導体プロセス等の新素材の開発・評価・解析等 <改行><改行>厚生労働省が進める「優良派遣事業者認定制度」において認定取得 		197912		12000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用								1		自由応募		私は最初は地元で働こうと考えていましたが、地元では情報系に企業があまりなく製造業の企業に説明会など言っていましたが、面接などで企業の方と話しているうちにやはり情報系の仕事をやりたいと思い、急遽変えたため業界分析や情報系の具体的に何がやりたいかなどが決まってなく、時期的にも企業が減ってきていて厳しくなってきている状況でした。そんな時にたまたま目に入り説明会に伺い、多くの案件の仕事に就くチャンスがあることや自分のやりたいことを見つけることができる環境があることを知った。事業がアウトソーシングいわゆる派遣業ではあるがそんな中でも自分のスキルアップしてやりたいことを見つけていきたいと思い、この企業に決めました。				14		2		20180217		20180705		0		0		自分が何をやりたいかという部分をもっと考えるべきであったと思う。私の場合は企業の待遇や将来性、規模の大きさなどを重視しすぎていた。そのため自己分析の部分が不安定であり、結果的に業界を変えることとなり大変であった。<改行>また、移動手段がないことが大変であったと思う。地元の企業といっても駅の近くにあるとは限らないので自分の足で行くしかなく、大変であった。また、東京等の遠方に行くことになればまたお金がかかり出費がかさむのでしっかりと予定を立てて行動したほうがいいのではないかと思いました。<改行>		ありのままの自分を知ってもらうことが大切なのかなと思います。さらけ出しすぎてもいけないとおもいますが、やはり内定もらえるとかは縁ってものがあると思うので面接官のイメージがよかったとか話しやすかったとか自分が企業の方と話して感じたイメージは大切にしたほうがいいと思いました。		自分のやりたいことを見つけることが就活において大事なことであると思います。なのでしっかりと自己分析したうえで就職活動を始めることがいいと思います。<改行>また学歴書く際、学科名長いのでそこのところを気を付けて書いてください。

		S315005		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		飯島大樹		10		企業・団体等		株式会社ジインズ		未審査		20180614		ジインズ		株式会社　ジインズ		190737		4060846		山梨県				山梨県		本社		055-269-8780		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		・自社パッケージソフト「ADMS」開発/販売<改行>・クラウドビジネスの展開<改行>・システム開発<改行>・ネットワーク構築/運用/保守事業<改行>・セキュリティサービス		199604		4300				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		19						1		自由応募		地元に貢献できること。また、主に相手をしている地域が私の住んでいる地域だったためこの企業に決めました。		5		5		1		20180301		20180718		0		0		情報の収集がとても大変でした。調べてもテンプレなことは分かりますがそこから先は分からないことが多くどうしようか悩むことだ多かったです。なので企業説明会などで先輩社員の方の話を聞いたり就活の時に意識したことなどを聞いて情報収集していました。				準備に『早すぎる』はないのでふと思っと時にでもスマホでリクナビ、マイナビで自分の好きな職種を見てみたり友達や先輩、親やキャリアセンターに相談することをお勧めします。私は３月から始めたので、周りの人たちから出遅れたと感じました。

		S315014		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		荻原光弘		10		企業・団体等				未審査		20180518		ユーティーグループ		ＵＴグループ株式会社		339184		1410022		東京都				東京都		本社		03-5447-1711		606010		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		■UTテクノロジー株式会社<改行>・技術開発における構内請負・受託開発事業、設計開発技術者派遣事業、業務アプリケーション開発、インフラ基盤設計/構築・運用管理<改行>■UTコンストラクション株式会社<改行>・建設技術者派遣事業：プロジェクトマネージャー(施工管理)・建設設計・ICT(BIM・CIM)<改行>プラントファシリティーマネジメント(FM)派遣事業：設備運転管理・各種工事管理・メンテナンス<改行>■UTエイム株式会社<改行>・総合製造派遣・請負事業<改行>■UTパベック株式会社<改行>・電池製品　加工・組立て・包装業務・製造・請負事業<改行>派遣事業（パナソニック AIS社、及び関連会社等）<改行>		200704		68000				0		1		0		60		1000		企業・団体職員		1160		電気系開発職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		13						1		自由応募		内定が一番はじめに決まったから		4		3		1		20180401		20180518		0		0		全体的に大変だった		テストが面倒だった		大変だけど頑張って下さい

		S315017		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		垣内大夢		10		企業・団体等		IT業界		未審査		20180619		コンピユーターマネージメント		コンピューターマネージメント株式会社		221315		5520007		大阪府				大阪府		大阪本社		06-4395-1000		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		コンピューターマネージメント(株)（略称：CMK）は独立系システム開発会社として、最先端のIT技術を駆使して、金融・製造・通信・物流など様々な分野に対しシステムやソリューションを展開しています。<改行><改行>●インダストリーソリューション・サービス<改行>●ファイナンシャル＆パブリックソリューション・サービス<改行>●ERPソリューション・サービス<改行>●インフラソリューション・サービス		198111				8、072万円		0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		27						1		自由応募		風通しのいい社風と給料や基本的な福利厚生が整っていた。また、親身になって配慮してくれたところがとても印象に残り、IT業界として一緒に働きたいと感じた。		30		15		4		20180201		20180619						東京都か大阪府で働きたいと思っていたので、企業説明会のたびに長時間の移動が月に何回もして、心身共に疲れてしまった。また、説明会に履歴書を持ってきてほしい企業が何社かあり、手書きの履歴書を何枚も書くのが大変だった。		いろんな出会いがあり、楽しいと感じた。就活を重ねていくごとにやりたいことや、採用担当者に伝えたいことまとめいったと感じる		就活は早めに準備したほうがよいです。自分がやりたいこと好きなことをやれる企業選びが大切だと考えます。SPIや履歴書の練習も早めにやっておくと後悔しないと感じます。

		S315018		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		河角輝		10		企業・団体等				未審査		20180926		ワイシーシー		株式会社ワイ・シー・シー		290112		4000035		山梨県								055-224-5511		701010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		◎公共ソリューションサービス：総合行政分野システム、文教分野システム等<改行>◎医療保健福祉ソリューションサービス：医療関連システム、保健福祉総合システム、介護事業者支援システム等<改行>◎アウトソーシングサービス：IDCセンター運用サービス、電子化サービス等		196605		21200				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用								1		自由応募

		S315022		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		小橋芽		10		企業・団体等				未審査		20180416		フジフイルムソフトウエア		富士フイルムソフトウエア株式会社		8579		2220033		神奈川県				神奈川県				045-476-9300		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		富士フイルムグループの製品・サービスにおけるソフトウエア開発、および、ITインフラサービスを提供しています。<改行><改行>メディカル・イメージング・ネットワーク・デジタルカメラ・グラフィックという5分野を主軸に、<改行>更に活躍の場を広げています。<改行>ソフトウエアとITインフラの力で製品・サービスの価値を高め、事業の成長と人々の豊かな生活の実現に貢献します。		199009				5000万円（富士フイルム株式会社100％出資）		0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		14						1		自由応募		2月にインターンシップに参加して、社員の方とも話すことができ、そこで会社の雰囲気がいいと思ったからと、興味を持っていた医療機器の開発も行っていたため、自分のやりたいことができると思ったからです。		5		10		2		20180301		20180531		0		0		研究をしつつ、実家（都内）と茅野を行き来するのが体力的にも精神的にもきつかったですが、実家を活動拠点にできたのでサポートをある程度してもらえたので助かりました。		自分ができること、長所短所を改めて考えることができたこと		大変なことが多いと思いますが頑張ってください。		私の学年および学科は女子生徒が少ないです。よって、就職先を公開する際に性別で分けた内訳を書かれると下級生で分かる人にはわかってしまいますので男女内訳の書類作成はしないでいただきたいです。<改行>また、パンフレットに就職先の例として書かれたくありません。<改行>よろしくお願いします。

		S315028		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		笹川士元		10		企業・団体等				未審査		20180517		エヌアイデイ		株式会社エヌアイデイ		4362		1046029		東京都								03-6221-6811		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		エヌアイデイは独立系IT企業。独自の技術力を蓄積し、親会社に縛られることなく、幅広い分野の開発に関わっています。自動車、航空、生保、損保、各自治体や電力、ガスなどのエネルギー関係、また医療関係から放送まで。どれをとってもハイクオリティ、全てが当社の基幹事業です。当社は最新のIT技術が人を置き去りにすることなく、人に寄り添う情報技術を目指し、事業を営むことを通して、社会に貢献していきたいと考えています。ITを人のために活かして、ITと共に生きていきます。<改行>		196705		65335				0		1		0		60		1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用								1		自由応募		自身が今後長い期間携わっていく仕事として、挑戦したい、やりたいと思っていることと、業務とのマッチングを重視し、それが当てはまる企業に採用を頂いたため。		6		6		1		20180301		20180611		0		0		活動拠点と移動手段。また、それに必要な資金のやりくりが大変だった。		服装や時間への気配りはもちろんのこと、面接後のお礼のメールなど、今後社会に出て必要なスキルを実際に就職活動をする中で学ぶことができた。		選考が思うように進まなかった時は苦しく、就職活動を諦めようかとも考えたりもしたが、なんども挑戦する中で、少しずつではあったが自身で考え、実践して成長をすることができた。ぜひ楽しんで頑張って欲しい。

		S315030		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		佐野常明		10		企業・団体等				未審査				モンテローザ		株式会社モンテローザ		4048		1808538		東京都				長野県				0422-36-6788		601010		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		白木屋、魚民、笑笑、千年の宴、山内農場など直営飲食業態33業態を展開		198305		289500				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		20						5		その他				5		8		0		20180301		20180801		0		0		スーツが暑かった

		S315040		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		忠地将吾		10		企業・団体等				未審査		20180719		エヌティティヒガシニホングループガイシャエンジニア		ＮＴＴ東日本グループ会社〈エンジニア〉（旧ＮＴＴ－ＭＥ）		7419		1700013		東京都								03-5217-9139		801010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		■ 電話網・県間通信ネットワークを含めたIP網の構築・維持・運用・サービス品質管理<改行>■ 電気通信及び情報通信に関する技術支援・人材育成<改行>■ 通信機器、設備及びシステムの開発、施工、運用　等		199904		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1140		その他開発以外の技術職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用								1		自由応募		NTT東日本グループであり、大規模な仕事ができるから		10		8		1		20180210		20180719		0		0		業界研究<改行>企業研究<改行>		自分と向き合うことの大切さ		企業との相性もあるため、うまく行かなくても諦めずに頑張ってください。<改行>

		S315041		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		寺田雄輝		10		企業・団体等				未審査		20180515		シップ		株式会社シップ		265406		1130033		東京都				東京都		本社		03-3868-9621		605020		学術研究、専門・技術サービス業 ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ ギョウ		住宅リフォーム業に専門特化した『ローコスト集客～生涯顧客化』の仕組み構築のためのサービス提供・コンサルティング <改行>プレゼンテーションソフト・サービス事業<改行>インターネット集客事業<改行>コンサルティング事業<改行>自然素材リフォーム事業<改行>環境貢献・地域活性化事業<改行>ビジネスモデル提案事業<改行>アジア進出支援事業		200110		8750				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		自分のやりたいこととマッチングしてたから		20		7		3		20180301		20180515		0		0		交通費を工面すること、移動距離が長かったことなどが大変でした。		自分自身就活自体がとても新鮮で面接なども特に苦ではなかったことです。		SPI（筆記試験）は必ず対策をやっておいたほうがいいです。<改行>面接対策は自分自身、志望理由や自己紹介など聞かれることが大体確定していることしか考えていなかったので細かくはやっていません…強いて言うならバイトなどで学外の人たちと関わった方が自分のプラスになると思います。

		S315042		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		戸島拓海		10		企業・団体等				未審査		20180918		フジツウアイ・ネットワークシステムズ		富士通アイ・ネットワークシステムズ株式会社		374170		4000226		山梨県				山梨県		本社		055-285-0311		109030		製造業 セイゾウギョウ		企業向けの様々なネットワーク領域（広域、センター、オフィス、モバイル各種のＮＷ）を支える製品の設計・製造、製品保証およびサービスの提供。主な製品は、ＩＰテレフォニー機器、通信機器関連装置、電力会社様向け通信端末等。他社のネットワーク機器の各種カスタマイズ。		194310		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		19						1		自由応募		大学にて習得した技能等活かせる仕事であること、自宅から通える距離であること		12		12		1		20180227		20180918		0		0		自分が会社において何に重きをおく就活していくなかで悩んだ。会社を知り、履歴書や志望理由を考えていくのは大変だった。		色々な会社をまわり、社会について少しでも知ることができた。初歩的なビジネスマナーを身につけ就活を行ったが、面接等を通して人前であまり緊張せずに話せるようになった。		前年度10月より就職活動が始まっているが、「そこまでして準備しなければ就職活動に参加できないのか」と思っていたがこれは半分正解だった。あまり準備しなくても参加はでき、面接も受けられるが、いざ立ち向かうと歯が立たないとわかる。やはり、適正検査・行きたい企業についての知識・面接の仕方への対処法は抑えていたほうが早く就職活動を終えることができるだろう。

		S315047		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		中村颯人		10		企業・団体等				未審査		20180427		ニホンエスイー		日本ＳＥ株式会社		54062		1740041		東京都				東京都				03-5970-6565		701010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		・コンピュータのシステム設計、プログラム開発及びコンサルティング<改行>・ネットワークの基盤構築および保守・運用		200502		31000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募

		S315048		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		長澤勇貴		10		企業・団体等				未審査		20180530		サイビス		株式会社サイビス		391960		3900815		東京都				東京都				0263-31-8151		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		サイビスは、大手・中堅企業向けに【 ITサービス 】を提供する会社です。<改行>この【 ITサービス 】（＝サイビスの商品）とは、<改行>企業の価値を高めるために必要な、専門的かつ、高度な知識とITスキルです。<改行><改行>【「基幹システム」向け ITサービス】<改行>企業は、自社の業務をより効率化するため、様々な課題や要望を持っています。<改行>当社では、その企業が持つ課題や要望を実現するため、<改行>これまで長年培ってきたあらゆる経験値をもとに、<改行>高品質なITサービスを提供することを生業としております。<改行><改行>【「リスク管理システム」向け ITサービス】<改行>昨今、企業のリスク管理に対する意識はより高まりつつあります。<改行>グローバル化、IT化が進むことで、企業はその利便性と反面にあるリスク、<改行>例えば、データ改竄、事務ミスや従業員の不正、また、業務のほとんどをネットワークを介するため、<改行>従業員単位で端末（パソコン、スマホ）を管理をしなければなりません。<改行>今でこそ当たり前のように言われる「リスク管理」ですが、<改行>当社では、2006年より、先の世を見据え、地道に取り組んできたことで、<改行>今では、業界内では古参の企業として認められる存在になっております。<改行><改行>決して目に見える部分とは言い難いものですが、<改行>誰しもが聞いたことある企業のシステムの根幹に、<改行>我々、サイビスの【 ITサービス 】が組み込まれています。		199508		5500				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		面接が楽しくできまた、その後の内定者面談で疑問点を解消できたから。<改行>また、東京で働きたいと思ったため、私が受けた企業の中で当てはまってたから。		7				2		20180301		20180615		0		0		履歴書の学校名、学科名が長くて何度も失敗した。<改行>1社目が圧迫面接だったので気持ちが不安定になった。<改行>		自分をよく見せようと面接で喋るとよくなかった。<改行>趣味などよく見せようとせず、自分の趣味で落とされるようなそこにはいかないような気持ちの方がいい。		気持ちが落ち込むこともあると思いますが、あきらめず頑張ってください。

		S315049		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		西澤和正		10		企業・団体等				未審査		20180720		メイテックフィルダーズ		株式会社メイテックフィルダーズ		177703		1100005		神奈川県				神奈川県		厚木　研修センター		03-6778-5034		607070		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		●エンジニアリングアウトソーシング事業 <改行><改行>いま話題のハイブリッドカーやスマートフォン、これからの基幹技術である燃料電池、そのほか家電製品から航空機まで、日本のものづくりの最前線がわたしたちの活躍の場です。 <改行><改行>（1） 設計・開発 <改行>自動車・輸送機器関連、航空機・ロケット関連、産業用機器関連、精密機器関連・情報通信機器関連、電気電子機器関連、半導体・集積回路関連、半導体製造装置関連・情報処理関連、プラント関連 <改行><改行>（2） フィールドエンジニアリング <改行>半導体製造装置、医療機器など超精密機器の設置・運用・検査・保守管理 <改行><改行>（3） ケミカルエンジニアリング <改行>汎用樹脂、触媒、二次電池・燃料電池、医薬・試薬・バイオ、半導体プロセス等の新素材の開発・評価・解析等 <改行><改行>厚生労働省が進める「優良派遣事業者認定制度」において認定取得 		197912		12000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		14						1		自由応募				6		2		1		20180501		20180720		0		0

		S315053		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		長谷川裕大		10		企業・団体等		株式会社アイキューブ		未審査		20180305		アイキューブ		株式会社アイキューブ		325648		1030002		東京都				東京都				03-5651-0170		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		当社は東京都中央区日本橋に本社を置くシステムソリューション企業です。　<改行>設立以来、順調に成長を続け、今年で18年目を迎え、さらに事業の拡大をめざしています。<改行>ぜひ、ともに会社の成長を体現していきましょう。　<改行>当社は高い技術力を活かしてＡＩやIoTなどの開発もあり、高度化・多様化するシステムを構築するシステムエンジニアを募集しています。アプリケーション開発からITインフラの構築・運用、さらにお客様のご要望に合わせた総合的なシステム受託開発まで。総合的なITサービスを提供し、さまざまな業界の業務を支援しています。<改行>・オープンシステム・Webシステムの企画、開発、保守・運用<改行>・サーバー・ネットワークの設計、構築、保守・運用<改行>・ミドルウエアの導入、保守・運用<改行>・パッケージソフトウエアの選定、導入、指導<改行>・コンサルティング（システム導入、セキュリティ、営業支援、IT技術研修など）<改行>・人財育成		200107		5000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		就職活動を続けるか迷っていたが、卒業が近づいたため		10		5		1		20190301		20190901		0		0		大学と就職活動の様々な活動の中で、自ら優先順位を付けて計画的に実行すること。		業界研究の重要さと、それをできる限り早くやる方が就職活動にも学業にも利点になると感じた。		就職活動に自信がないなら、開始時期は速いほうがいいです。情報収集から始めてみてください。

		S315054		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		羽生田悠太		40		公務員				未審査		20180730		ボウエイショウジエイタイ		防衛省自衛隊		392475		3910002		東京都				東京都				0266-82-6785		A01057		公務 コウム		国防・災害派遣・国際貢献		200804				非公開		0		0		1				4000		公務員（教員を除く）		4020		警察官・消防士・自衛官		1		正規雇用		13						1		自由応募		こんな自分でも人の役に立ちたいし、立てると思ったから。		13		9		1		20180213		20181001		0		0		奥手で人としゃべるのが苦手で、面接で喋ると緊張して言葉が詰まるので、それに対して1か月前から面接練習していたこと。		対策して何度も練習すれば苦手なものでも対応できるようになる。自分の悪いと思ってる点が必ずしも相手からも悪い点だとは限らないということ。		例え１つダメでうまく答えられなかったものがあったとしたらそれに対して次は答えられるように対策を考えておくこと。		特になし

		S315059		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		穗坂昂幸		10		企業・団体等				未審査		20180820		プラエンジ		株式会社プラエンジ		449930		4100874		静岡県				静岡県		本社		055-968-8777		10B010		製造業 セイゾウギョウ		一般樹脂　エンプラ素材の切削、曲げ、接着、溶接加工、プレス形成　医療用機器部品の製造		199204		1000								1				1000		企業・団体職員		1100		開発職以外の機械系技術職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		22						1		自由応募		私は加工の仕事に携わりたいと思い、その中でも接着をやりたいと考えていた。貴社は長年培ってきた製造技術や超音波接着といった大手企業にも負けない、唯一の技術を従業員一丸となって取り組んでいた。私も貴社で実用新案を作ってみたいと強く思い、決定した。		2		10		2		20180301		20180820		0		0						周りを気にせず、自由に就活すればいい。

		S315060		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		前澤和幸		10		企業・団体等				未審査		20180925		ニホンナレッジカブシキガイシャ		日本ナレッジ株式会社		406176		1110042		北海道				北海道		札幌事業所		03-3845-4781		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		ソフトウェアテスト・検証<改行>ソフトウェア開発（パッケージ及び受託開発）<改行>セキュリティソフト開発<改行>ネットワーク構築・保守		198510		7100				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		1						1		自由応募

		S315066		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		村松大成		10		企業・団体等				未審査		20180423		キョウワエクシオ		株式会社協和エクシオ		8705		1500002		東京都								03-5778-1122		102010		建設業 ケンセツギョウ		高度情報通信ネットワーク社会が進展するなかで、蓄積してきた技術や事業の多様性を発揮し、さらに進化した技術力・施工力と商品・サービスを提供しています。<改行><改行><改行>1．システムソリューション　<改行><改行>○システムインテグレーション<改行>　通信キャリアや金融業、製造業をはじめとする各種企業向けのシステム構築等、システムインテグレーションの提供<改行><改行>○ネットワークインテグレーション<改行>　企業向けサーバ、LAN等の設計・構築・運用やインターネット環境設備等、ネットワークインテグレーション提供<改行><改行><改行>２．エンジニアリングソリューション<改行><改行>○通信インフラ事業<改行>　NTTグループ向け各種通信インフラ設備の構築・保守<改行>　NCC向け各種通信インフラ設備の構築・保守<改行><改行>○都市インフラ事業<改行>　自治体、官公庁、CATV会社、鉄道会社、民間企業向けの各種通信インフラ設備の構築・保守<改行>　オフィスビル、マンション、データセンタ、メガソーラー等の電気・空調工事<改行>　無電柱化、上下水道設備等の都市土木設備<改行>　水処理・廃棄物処理プラント、バイオマスボイラ等の建設、運転維持管理		195405		688800				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1140		その他開発以外の技術職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用								1		自由応募		・希望する職種だった<改行>・選考が早い段階で終わった<改行>・人事の対応が良く好印象だった（電話で面接官が感じた自分の印象を教えてくれた）		10		4		1		20180301		20180501		0		0		・交通費など出費が多かった<改行>・初めて行く場所が多かったので迷うことが多かった<改行>		・自己分析など準備をしっかりしておくことが大切<改行>		・自己分析など準備を事前にしておけばＥＳなどは比較的スムーズに書けるので、やっておいたほうがいいと思います





都道府県別就職者【学部】 (3.31)

		都道府県 トドウフケン				工学部 コウガクブ						経営情報学部 ケイエイ ジョウホウ ガクブ		合計 ゴウケイ

						機械工学科 キカイ コウガッカ		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		コンピュータメディア工学科 コウガクカ		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ

		長野県 ナガノケン		諏訪地域 スワ チイキ		5		10		9		9		33				公立諏訪東京理科大学大学院 コウリツスワトウキョウリカダイガク ダイガクイン		9

				北　  　信 キタ シン		4		4		10		1		19				東京理科大学大学院大学院 ダイガクイン		1

				中　  　信 ナカ シン		2		2		7		6		17

				東　  　信 アズマ シン		6		2		3		4		15

				南　  　信 ミナミ シン		3		1		2				6

				合　　  計 ゴウ ケイ		20		19		31		20		90



		東京都				2		2		12		7		23

		山梨県				1				3				4

		埼玉県				1		1				1		3

		静岡県				2				1				3

		神奈川県								2				2

		北海道						1		1				2

		愛知県				1				1				2

		大阪府								1		1		2

		茨城県						1						1

		石川県						1						1

		徳島県						1						1

		福岡県						1						1

		沖縄県										1		1

		県外合計 ケンガイ ゴウケイ				7		8		21		10		46





卒業生進路状況

		平成30年度　進路内定状況(H31.3.18現在) ヘイセイ ネン ド シンロ ナイテイ ジョウキョウ ゲンザイ

						卒業者 ソツギョウシャ		就職希望者 シュウショク キボウ シャ		就職者 シュウショク シャ		就職率 シュウショク リツ		進学希望者 シンガク キボウシャ		進学者 シンガクシャ		進学率 シンガク リツ		その他希望者 タ キボウシャ		その他決定者 タ ケッテイシャ												社会人 シャカイ ジン				進路決定率 シンロ ケッテイ リツ



		学部合計 ガクブ ゴウケイ				167		141		136		96.5%		11		11		100%		15		15		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0				97.0%

																								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		工学部 コウガクブ		工学部 コウガクブ		131		110		106		96.4%		11		11		100.0%		9		9		0		0		0		0		0		0				96.2%

																								0		0		0		0		0

				機械工学科合計/
機械システム工学科 キカイ コウガッカ ゴウケイ キカイ コウガッカ		31		28		27		96.4%		2		2		100.0%		1		1		0		0		0		0		0		0				96.8%

				内女子 ウチ ジョシ		1		1		1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0

				電気電子工学科合計/
電子システム工学科 デンキ デンシ コウガッカ ゴウケイ デンシ コウガッカ		38		30		28		93.3%		6		6		100.0%		1		1		0		0		0		0		0		0				92.1%

				内女子 ウチ ジョシ		0		0		0				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0

				コンピュータメディア工学科 コウガッカ		62		52		51		98.1%		3		3		100.0%		7		7		0		0		0		0		0		0				98.4%						(注意)電気電子は1名、メディアは3名原級生がいるが、通常進級生と同じ場所に計上している。 チュウイ デンキ デンシ メイ メイ ゲンキュウ セイ ツウジョウ シンキュウ セイ オナ バショ ケイジョウ

				内女子 ウチ ジョシ		3		2		2				1		1				0		0		0		0		0		0		0		0

		経営情報学部経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガクブ ケイエイ ジョウホウ ガッカ				36		31		30		96.8%		0		0		0.0%		5		5		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0				97.2%

						4		4		4				0		0				0		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0										通常進級生 ツウジョウ シンキュウ セイ

																																												学科名				性別		就職希望 シュウショク キボウ		就職内定 シュウショク ナイテイ		進学希望 シンガク キボウ		進学内定 シンガク ナイテイ		その他希望 タ キボウ												その他 タ												キャリタス未登録 ミトウロク		社会人 シャカイ ジン		合計 ゴウケイ

		大学院 ダイガクイン		院合計 イン ゴウケイ		13		9		9		100.0%		1		1		0.0%		1		1		0		0		0		0		0		2				100.0%												A		1		B		2		C		C-1		C-2		C-3		C-4		C-5		3		3―1		3―2		3―3		3―4		3―5		E

				内女子 ウチ ジョシ		2		2		2				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										機械				男		0		26		0		2		0												1												0		0		29

				修士 シュウシ		13		9		9		100.0%		1		1		0.0%		1		1												2				100.0%										女		0		1		0		0		0												0												0		0		1

				内女子 ウチ ジョシ		2		2		2				0		0				0		0												0										電気電子 デンキ デンシ				男		2		27		0		6		0												1												2		0		36

				博士 ハカセ		0		0		0				0		0				0		0												0														女		0		0		0		0		0												0												0		0		0

				内女子 ウチ ジョシ		0		0		0				0		0				0		0												0										コンピュータメディア				男		1		49		0		2		0												7												5		0		59

																																																女		0		2		0		1		0												0												1		0		3

				※進学者は大学院進学者。 シンガク ダイガクイン シンガク シャ																																								経営情報 ケイエイ ジョウホウ				男		1		23		0		0		0												1												1		0		25

				※その他決定者は就職または大学院以外の進路希望。 タ ケッテイシャ シュウショク ダイガクイン イガイ シンロ キボウ																																												女		0		4		0		0		0												1												2		0		5

																																												大学院 ダイガクイン		修士 シュウシ		男 オトコ		0		7		0		1		0												1												1		2		11

																																																女 オンナ		0		2		0		0		0												0												0		0		2

																																														博士 ハカセ		男 オトコ		0		0		0		0		0												0												0		0		0

																																																女 オンナ		0		0		0		0		0												0												0		0		0



																																												原級生

																																												学科名				性別		就職希望		就職内定		進学希望		進学内定		その他希望												その他内定												キャリタス未登録 ミトウロク		社会人 シャカイ ジン		合計

																																																		A		1		B		2		C		C-1		C-2		C-3		C-4		C-5		3		3―1		3―2		3―3		3―4		3―5		E

																																												電子ｼｽﾃﾑ				男		0		0		0		0		0												1												0		0		1

																																																女		0		1		0		0		0												0												1		0		1

																																												機械ｼｽﾃﾑ				男		1		0		0		0		0												0												0		0		1

																																																女		0		0		0		0		0												0												0		0		0

																																												経営情報学科				男		0		3		0		0		0												3												2		0		6

																																																女		0		0		0		0		0												0												0		0		0








ピポテ

		データの個数 / 氏名		列ラベル

		行ラベル		コンピュータメディア工学科		機械工学科		経営情報学科		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		電気電子工学科		電子システム工学科		総計

		北海道		1								1				2

		(空白)		1								1				2

		茨城県										1				1

		(空白)										1				1

		埼玉県				1		1		1		1				4

		(空白)				1		1		1		1				4

		東京都		12		2		7		1		2				24

		(空白)		12		2		7		1		2				24

		神奈川県		2						2						4

		(空白)		2						2						4

		石川県										1				1

		(空白)										1				1

		山梨県		3		1										4

		(空白)		3		1										4

		長野県		30		20		19		4		18		1		92

		諏訪地域		9		5		8		1		9		1		33

		中信		7		2		6				2				17

		東信		3		6		4		1		2				16

		南信		1		3						1				5

		北信		10		4		1		2		4				21

		静岡県		1		2										3

		(空白)		1		2										3

		愛知県		1		1										2

		(空白)		1		1										2

		大阪府		1				1								2

		(空白)		1				1								2

		徳島県										1				1

		(空白)										1				1

		福岡県										1				1

		(空白)										1				1

		沖縄県						1								1

		(空白)						1								1

		総計		51		27		29		8		26		1		142





Sheet3

						電子システム込み デンシ コ

		都道府県 トドウフケン		機械工学科		電気電子工学科		コンピュータメディア工学科		経営情報学科		合計 ゴウケイ						工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程

		長野県		20		19		30		19		92

		諏訪地域		5		10		9		8		33

		北信		4		4		10		1		21

		中信		2		2		7		6		17						1

		東信		6		2		3		4		16						1

		南信		3		1		1				5						2

		東京都		2		2		12		7		24

		埼玉県		1		1				1		4						4

		神奈川県						2				4						1

		山梨県		1				3				4

		静岡県		2				1				3						1

		北海道				1		1				2

		愛知県		1				1				2						2

		大阪府						1		1		2

		茨城県				1						1

		石川県				1						1

		徳島県				1						1

		福岡県				1						1

		沖縄県								1		1

		合計 ゴウケイ		27		26		51		29		134						8





2019.3卒生

		学籍番号		学科 ガッカ		氏名		進路状況		進路状況名		進路補足		審査		内々定(合格)日		決定先名称カナ		決定先名称		企業コード		本社郵便番号		就職先 シュウショク サキ		本社住所		勤務予定地・都道府県		勤務予定地・詳細		本社電話番号		業種コード		業種		事業内容		設立(西暦)		資本金(万円)		資本金その他		海外上場フラグ		国内上場フラグ		非上場フラグ		上場先コード		採用予定職種分類コード		採用予定職種分類		採用予定職種コード		採用予定職種		雇用形態コード		雇用形態		勤務予定地・都道府県コード						応募方法区分		応募方法		決定理由		エントリー社数		会社説明会訪問社数		内定社数		就職活動時期From		就職活動時期To		OB・OG訪問社数		OB・OG訪問人数		就活で大変だったこと		就活を通じて気づいたこと、学んだこと		後輩へのメッセージ		備考

		GH17601		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		阿部京華		10		企業・団体等				未審査		20180313		ドコモ・テクノロジ		ドコモ・テクノロジ株式会社		305532		1070052		神奈川県				神奈川県		ドコモR&Dセンタ		03-5114-7971		801010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		移動通信に関わる技術開発業務<改行>■移動通信システムを構成するネットワーク装置や携帯端末の開発<改行>■移動通信システムを保守・監視する装置の開発<改行>■ネットワークサービスの開発やモバイルソリューションの提供<改行>■知的財産関連業務		200108		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1180		その他開発職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用		14						1		自由応募				3		2		1		20171206		20180604		0		0

		GH17602		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		越後谷怜		10		企業・団体等				未審査		20180803		モリタミヤタコウギョウ		モリタ宮田工業株式会社		336334		2538588		神奈川県				神奈川県		茅ヶ崎工場		0467-85-1211		10D060		製造業 セイゾウギョウ		消火器や、グループホームなどで導入が進められている消火設備など、防災関連製品を開発・製造・販売しております。また、使用されずに回収された消火器から、再利用消火薬剤の生成も進めています。		193401		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		14						1		自由応募		いままで学んできた防災に関する知識が活かせると感じたためです．		10		10		1		20180301		20180803		1		1		茅野と東京との往復で時間とお金がかかることと，夏の暑さが大変でした．		精神力を強くする必要があると学びました．		今後，就職活動がどのように変化していくかわかりませんが，行動していればなるようになると思います．

		GH17608		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		小林祐介		10		企業・団体等				未審査		20180509		ナカニホンハイウェイエンジニアリングトウキョウ		中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社		315665		1600023		東京都				東京都		東京、神奈川、静岡、山梨、長野		03-5339-1711		102040		学術研究、専門・技術サービス業 ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ ギョウ		【プロフィール】<改行>私たちはNEXCO中日本グループの一員として創設以来約40年の間、東名高速道路、中央自動車道などの安全で、安心・快適な走行を支えてきました。そして、安全で、安心・快適な道路の実現というミッションを遂行するため、道路保全から環境保全まで常に技術を磨き、さまざまな問題に取り組み、これを解決してきました。今、日本社会の成熟とともに“高速道路も建設から保全へ”といわれる時代となりましたが、そうした時代を担うべく、私たちは道路保全管理のプロフェッショナルとして長年にわたって培った技術と経験で社会を支え続けています。<改行>【事業内容】<改行>1．高速道路、これに準ずる道路ならびにこれらの道路の付帯、関連施設の計画、調査、設計、工事、試験、作業の業務<改行>2．前号の道路および施設の維持管理、施工管理等に関する業務<改行>3．建物ならびに建物の付帯、関連施設の設計、工事、管理に関する業務<改行>4．道路ならびに道路の付帯、関連施設で使用する橋梁、舗装、緑化、照明、通信トンネル諸設備等の資機材および電光標示板、道路標識、防護柵等の道路保安品ならびに作業用機材の開発、製造仕入れおよび販売に関する業務<改行>5．総合リース業<改行>6．コンピュータ情報処理サービスならびに情報処理データ、ソフトウェアおよび情報処理機器の開発、販売、リース、レンタルに関する業務。<改行>7．警備業法に基づく警備業務<改行>8．労働者派遣事業<改行>9．上記の業務に関連する業務		197209		9000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		13						1		自由応募		NEXCO中日本のグループ会社であり、雇用形態や社員教育がしっかりとしていると考えためこの会社に決定した.また、勤務予定地が東京、神奈川、静岡、山梨、長野と地元山梨の周辺で働けるというところも決定した要因の櫃である.		10		6		1		20180316		20180508		0		0		手書きの履歴書		自分自身と向き合ういい機会だったので、自分の考えや気持ちを整理できた.		面接では緊張しないということはないと思うのでしっかりというべきこと等を準備しておく.また、面接官の方と話す際にははっきりと伝える.

		GH17613		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		前島大佑		10		企業・団体等				未審査		20180614		ショーワ		株式会社ショーワ		7597		3618506		埼玉県				埼玉県		本社		048-554-8160		10A020		製造業 セイゾウギョウ		輸送用精密機能部品の製造、販売		193810		1269800				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		11						1		自由応募		完成車メーカーよりも部品メーカーの方が直接的にバイクや自動車の設計に携われると思ったから。<改行>会社や従業員の雰囲気が自分にあっていると感じたから。		2		0		1		20180305		20180609		0		0		面接で過度に緊張してしまったこと。就職活動全般で準備が足りなかったこと。		就職活動では、自己分析を通じて自分自身の過去、未来について考え直すことで、「今までどのように生きてきかた」「これからどのように生きていきたいか」を具体的にできるいい機会だと思った。		周りに流されるような学生生活を送るのではなく、自分の考えや信念を元に積極的に活動することで、自分の生き方の軸や方向性が見えてくると思います。また、自ら動いて行った経験は自分の強みとなり、一般的な大学生にはない魅力的な人物になれると思います。学業ももちろん大切ですが、比較的自由に時間が取れる大学生の期間に趣味や興味があることに挑戦し、とことんやりこんでみてください。

		H113004		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		荒木俊樹		10		企業・団体等		東京千住青果		未審査		20181117		トウキョウセンジュセイカ		東京千住青果株式会社		520439		1210836		東京都				東京都		本社				402020		卸売業、小売業 オロシウリ ギョウ コウリギョウ				194705		33700												1000		企業・団体職員		1020		企画、事務、管理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		採用職種が当時期にいただける内定としては望外のものであったこと。同時期に応募した複数企業においてプロセス途中で不合格通知を通達されていたのもありこれ以上の長期化を私自身が望んでいなかった。<改行>実家から通える圏内の職場での採用である事もいい印象となった。		35		17		1		20180330		20181130		0		0		公務員志望だったた民間採用に大きく出遅れたこと。加えて学力面を重要視し、書類・学歴面への考査が少ない公共団体と民間採用の違いは思っているより大きかった。		自分の意見を正確に伝える重要性と、相手の視点に立った言葉を選ぶ重要性。

		H114024		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		鈴木悠希		10		企業・団体等		星野リゾート株式会社		未審査		20190506		カブシキガイシャ　ホシノリゾート		株式会社星野リゾート		417254		3890111		沖縄県				沖縄県				050-3538-5493		602010		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		地域の個性や魅力を活用し、お客様に感動的な時間と空間を提供する仕事です。<改行>リゾート施設でのサービスと収益管理、顧客満足度分析を元に新たな魅力を創造し続け、  “日本の観光をヤバくする”そんな『リゾート運営会社』です。		1914		1000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1020		企画、事務、管理系職種		1		正規雇用		47						1		自由応募				30		35		12		20180301		20180615		0		0

		H115002		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		青木伶旺		10		企業・団体等				未審査		20180629		ビップシステムズ		ビップシステムズ株式会社		8662		1500031		東京都				東京都		本社		03-3464-1061		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		ネットワーク設計・構築、組込系システム開発、システムＬＳＩ設計通信系<改行>情報系各種システム開発、ミドルウェア開発、業務系システム開発<改行>制御系各種システム開発、システム導入・設計に関するコンサルティング		197611		2000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		大企業からの一次下請けとして、学べることが多いと思ったから。		15		10		2		20180315		20180629		0		0

		H115004		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		市村嵩志		10		企業・団体等		製造業		未審査		20180905		マーストーケンソリューション		株式会社マーストーケンソリューション		376977		1600022		東京都				東京都		本社 諏訪工場 大阪 名古屋 福岡 日立 調布		03-3352-8560		109030		製造業 セイゾウギョウ		■自動認識関連事業<改行>RFID、バーコード、2次元コード等、自動認識システムの企画・開発・製造・販売。<改行>日夜進化を続ける「自動認識」技術は、もはやレジや駅の改札で「ピッ」とやるだけの存在ではありません。自動車・電機・医療・食品・学校・公共施設・アミューズメント施設など、分野を問わず導入されています。<改行><改行>高度な専門知識・スキル・企画提案力を用いて、高い成果が期待されます。<改行><改行><改行>■X線関連事業<改行>X線検査装置の製造・販売・検査受託サービス。<改行>X線というと人体をすかすレントゲンや空港の手荷物検査がイメージされますが、当社が透かすものは直径1cm程の電子部品です。<改行>欠陥検査や素材の研究開発部門に使用されるX線検査装置に特化して事業を行っています。細かい部品を透かすため、当社は「世界一の分解能」を誇っています。<改行><改行>品質検査・研究開発部門の要求に対応し、高度な専門知識・スキルを用いた、高い成果が期待されます。<改行><改行><改行>■会員管理サービス事業 <改行>会員管理に関する運営・管理並びに情報サービスの提供。<改行>「サイクルメンバー倶楽部」と呼ばれる当社独自のポイント交換サービスです。<改行>加盟店様へお客様が来店するたびにポイントが貯まり、貯まったポイントに応じて当社が厳選したカタログの中から商品を選んで頂けるサービス。<改行>サービス事業者として加盟店様の更なる成長をIT技術と魅力的な商品でサポートします。<改行>機械・システムの導入だけで終わらない、一歩進んだサービスのご提案を実現しています。<改行><改行>各顧客の要求に対応し、幅広い業界知識・スキルを用いて、高い成果が期待されます。		199810		50000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		13						1		自由応募		バーコードやQRコードなどの自動認識システムを扱っており、最先端技術に携われると考えました。<改行>また、総合職であるため、ものづくりや営業など様々なことに挑戦できると考え、この会社に行くことを決めました。		24		35		4		20180301		20180905		0		0		・最初の頃は面接で上手く喋れず、中々次の選考に進めなかった。<改行>・7月まで業種を1つに絞って活動を行い、大きな企業ばかり受けていたため、中々採用が決まらず苦労した。		・様々な企業を受け、とある企業の人事の方に「面接官も一人の人間だからそんなに緊張しなくていい」「話す際にまず結論を言ってそこから理由を言えばいい」というアドバイスをいただき、面接のコツを掴めたと思います。<改行>・一つに絞って上手くいかない場合、視野を広めることが大事だということ<改行>・最初で上手くいかず内定が決まらなくても、焦らずにやればいいこと		・就活をする際、業種を一つに絞らず、視野を広めて多くの業種を受けることが大事です。中々採用が決まらなくても、粘り強く受けてほしいと思います。<改行>就活を通して学べることは多いので、がんばってください。

		H115027		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		武田蒼太郎		10		企業・団体等				未審査		20180628		ヨシダインサツ		ヨシダ印刷株式会社		103177		1300014		東京都				東京都		東京本社		03-3626-1303		10C010		製造業 セイゾウギョウ		　<改行>私たちヨシダ印刷は、「印刷の本質は情報伝達である」と捉えています。<改行>媒体のジャンルにとらわれず、お客様の伝えたい情報を、最も効果的なカタチにすること。<改行>それが、私たちの使命です。<改行><改行>100年を超える歴史の中で培われた高い印刷技術をさらに極めるとともに、 <改行>印刷会社だからこそできる表現方法を、印刷物、デジタルメディア等、 <改行>媒体にこだわることなくヨシダ印刷グループとして追求していきます。 <改行>お客様にとっての最良を求め、常に新たな可能性に挑戦し続けます。<改行><改行>【ヨシダ印刷】 <改行>□印刷物の企画制作、編集、印刷、加工 <改行><改行>【ヨシダ洋紙】 <改行>□紙卸商、各種包材・食品パッケージの企画制作 <改行><改行>【ワイピービズインプルーブ】 <改行>□デジタルメディアの企画制作、システム・プログラム開発 <改行>□販促物の企画制作 <改行>□展示会運営などのコンサルティング業務 <改行><改行>　【印刷物】 <改行>　・宣伝用品／ポスター、パンフレット、カタログ　 <改行>　・書籍類／記念誌、マニュアル　 <改行>　・事務用品／封筒、帳票　 <改行>　・POP・ノベルティ／パッケージ　 <改行>　・食品パッケージ <改行>　【デジタルコンテンツ】 <改行>　・ホームページ <改行>　・アプリ <改行>　・Webシステム／Web入稿システム　 <改行>　・ブログCMS <改行>　・コンテンツ／CD、DVD　　　など		190606		9800				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募

		H115030		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		南波彩芽		10		企業・団体等				未審査		20180801		ニッポンユウビン（ニッポンユウセイグループ）		日本郵便株式会社（日本郵政グループ）		6783		1008798		東京都						未定		03-3504-4411		607080		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務、印紙の売りさばき、地方公共団体からの受託業務、前記以外の銀行業、生命保険業及び損害保険業の代理業務、国内・国際物流業、不動産業、物販業など		200710		40000000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用								1		自由応募		特になし		6		70		2		20180301		20181101

		H115032		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		半田大紀		10		企業・団体等				未審査		20180601		ダイワリース		大和リース株式会社		220011		5400011		大阪府				大阪府				06-6942-8011		102010		建設業 ケンセツギョウ		業界を牽引するシステム建築を核に、土地活用の提案や商業施設の開発・運営、車・福祉・農業機器などのリース事業、都市緑化や再生可能エネルギーの推進。「規格建築」「流通建築リース」「リーシング　ソリューション」「環境緑化」の4つの事業を軸に、多角的・複合的な視野でそれぞれの強みを複合し、新しい価値を生み出します。さまざまな社会の議題解決に貢献するとともに、サステナブル社会の実現を目指します。		195906		2176838				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		27						1		自由応募						30		6		20180301		20180620		3				受けた企業が多かったため、ESや面接をこなすのが大変だった。

		H115034		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		細野和之		10		企業・団体等		ＩＴ企業		未審査		20180626		トウショウイチブジョウジョウムトーグループ　ムトーアイテックス		東証１部上場ＭＵＴＯＨグループ　ムトーアイテックス株式会社		558		1548560		東京都				東京都		本社		03-6758-7080		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		1【MUTOH製品システム開発】<改行>MUTOHグループ製品むけ制御システム開発<改行>（例：業務用インクジェットプリンタ、3Dプリンタ　等）<改行><改行>2【アプリケーション系システムインテグレーション】<改行>・各種業務系システム開発（生産管理、業務処理、顧客管理等）<改行>・Webアプリケーション開発<改行>（例：携帯Webサイト、営業支援システム、社内インフラ構築運用管理　等）<改行><改行>3【組込・制御系、情報通信系システムインテグレーション】<改行>・Android/Linuxプラットフォーム、各種通信機器、家電製品、車載機器向け制御システム開発<改行>・業務端末、生産設備、プラントむけ制御システム開発<改行>（例：デジタルカメラ設計開発、カーナビゲーションシステム開発、遠隔監視システム開発　等）<改行><改行>4【パッケージソフトウェア開発】<改行>・CAD用ソフトウェア開発<改行>・製造業、教育分野向けソリューションパッケージ開発<改行>（例：パッとレイアウト、製図道具PHOTO EXPERT 等）		199206		20000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		色々なことができる		5		10		1		20180311		20180701		0		0		交通		交通でのやりくり		交通費貯めるべき		なし

		H115037		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		宮下竜弥		10		企業・団体等		日本コムシス株式会社		未審査		20180604		ニッポンコムシス		日本コムシス株式会社		6162		1418647		東京都				東京都		本社		03-3448-7059		801010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		通信建設業界のリーディングカンパニーとして、人々のコミュニケーションを支えてきた日本コムシス。<改行>これからは、社会インフラ全体をデザインして、未来の街づくりに貢献します。<改行><改行>◆電気通信エンジニアリング事業（通信線路、通信土木、交換設備、伝送無線、他）<改行>◆電気設備事業（通信用／一般電源設備工事　他）<改行>◆建築・土木事業（建築工事、共同溝工事他）<改行>◆エコシステム事業（エコエネルギー関連工事他）<改行>◆ＩＣＴソリューション事業（情報関連事業他）		195112		1000000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1020		企画、事務、管理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		通信建設業界最大手だったため。		10		10		1		20180302		20180604		0		0		大学進学とは訳が違い新社会人になるという自覚が必要だった。		社会の一員になるという重みが非常に大変だった。		頑張ってください。

		H115041		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ		柳澤朔也		10		企業・団体等				未審査		20180929		ニッポンレンタカーキタカントウカブシキカイシャ		ニッポンレンタカー北関東株式会社		399589		3620012		埼玉県				埼玉県				048-776-7111		607080		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		◎レンタカー事業<改行>店舗でのレンタカーの貸し渡しにかかわる業務<改行>・店頭での接客・電話対応・その他業務<改行>・日常点検・洗車<改行>・車両回送　店舗間の車両異動のための運転<改行><改行>◎カーリース事業<改行>◎中古車販売事業<改行>※募集職種はレンタカー事業となります。<改行><改行>		201010		5000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1030		販売系職種		1		正規雇用		11						1		自由応募		やりたいことに内定をもらったため		10		7		3		20180301		20180929		0		0		情報収集<改行>移動		様々な業種や今まで興味を持たなかった職種にも<改行>興味を持てた		合同説明会などに積極的に参加することで<改行>様々な企業から色々な話を聞いてみて下さい。<改行>そうすることで、今まで知らなかった企業を知ることができ、選択肢も増えていくと思います。<改行>

		S115004		機械工学科 キカイ コウガッカ		石田和志		10		企業・団体等		施工管理		未審査		20180320		タカサゴネツガクコウギョウ		高砂熱学工業株式会社		5424		1600022		東京都				東京都		本社		03-6369-8217		102020		建設業 ケンセツギョウ		空気調和設備／クリーンルーム及び関連機器装置／地域冷暖房施設／コージェネレーション設備／電気・計装・通信設備／設備診断・故障診断システム／除湿・乾燥設備／原子力施設空調設備／高度精密空調設備／廃棄物真空搬送施設／加熱・冷却設備／冷凍・冷蔵設備／給排水衛生設備／エネルギーソリューション／ESCO事業／エネルギー供給事業／水処理事業／その他各種環境制御、熱工学システムの設計・施工を核とした環境エンジニアリング		192311		1313400				0		1		0		10		3000		その他専門系		3060		その他職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		建設設備業界の空調分野において、業績、施工実績もトップであることから、ダイナミックな仕事に携われると考えたため。<改行>また、選考の結果の通知が早かったことから。		2		10		1		20180201		20180320		0		0		エントリーシートを書くこと。<改行>自分の短所や欠点とも向き合わないといけないのが苦痛でした。		面接において盛り上がる会話を心掛けて、面接の雰囲気が和やかになった面接はかなり手応えを感じました。		最高の結果を得られるように今のうちから自分と向き合っておいたほうがいいと思います。

		S115010		機械工学科 キカイ コウガッカ		勝野大成		10		企業・団体等				未審査		20180423		ディーピーティー　エンジニアリングカンパニー		ディーピーティー株式会社　エンジニアリングカンパニー		291742		4600008		東京都				東京都		東京支社		052-265-9382		10A010		製造業 セイゾウギョウ		商品は「技術力」。新入社員の意見も大切なアイデアの一つです。<改行> 工場は持っていませんが、私たちは【メーカー】です。正確には”ジェスチャーだけで操作できるカーナビ””大人数でスマホの音楽が共有できるアイテム”など、《あったらいいな》という世の中を便利にする商品を研究開発している【ファブレスメーカー】です。<改行> 設計開発の対象は電子機器だけではありません。お客様からニーズがあれば、自動車や航空機、家電にロケットまで、どんな分野にでも技術力を提供する【技術屋】でもあります。<改行> 知名度はまだまだ高くありませんが、ナゴヤドームへの看板や、雑誌広告など徐々に広報活動にも力を入れるようになってきました。<改行> とはいえ、中小企業ですのでまだまだやることは沢山あります。しかし、大手老舗の巨大メーカーには決してない「自由」と「柔軟さ」のある元気な会社です。		198901		5000				0		0		1				3000		その他専門系		3060		その他職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		第一志望だったから		1		20		1		20180201		20180423		0		0		交通費が高く、移動時間が長かった。		時間はかなり余裕をもって計画した方がいいと言うことを学びました。

		S115013		機械工学科 キカイ コウガッカ		笹川眞		10		企業・団体等		アドヴィックス		未審査		20180517		アドヴィックス		株式会社アドヴィックス		7424		4488688		愛知県				愛知県		本社 刈谷工場		0566-63-8009		10A010		製造業 セイゾウギョウ		自動車用ブレーキシステムおよびそのシステムを構成する部品の開発・販売。		200107		1220000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1150		機械系開発職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		23						1		自由応募		面接した日に合格連絡が来て対応が良く、また大手であり、福利厚生も満足しているので決定しました。		8		21		6		20180201		20180517		0		0		自分をアピールすることが大事だった。企業研究がすごく大変だと感じた。<改行>		大手であっても挑戦することが大事だと学んだ。<改行>自分の性格が理解できてなかった。<改行>		企業研究はしっかりしたほうがよい。<改行>完全週休２日と週休２日はしっかり見たほうがよい。

		S115014		機械工学科 キカイ コウガッカ		佐野寛之		10		企業・団体等		日本プラスト株式会社		未審査		20180613		ニホンプラスト		日本プラスト株式会社		269092		4180111		静岡県				静岡県		静岡県 富士宮市		0544-58-6830		10A010		製造業 セイゾウギョウ		自動車の内装インテリア部品、ステアリング、命を守るエアバッグ、外装エクステリア部品など、設計開発から製造まで行なう会社です。日産、ホンダ、スズキ、マツダなど大手カーメーカー各社から技術を評価いただいています。誰もが触れる、目にする商品に携わることは、何ともいえないやりがいに繋がります！多種製品を扱える技術力が自慢です。		194810		320000				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1050		クリエイティブ系職種		1		正規雇用		22						1		自由応募		地元の企業であり、なおかつ自動車関連の興味を持てた事業内容、また上場企業で信頼できるため。		30		7		4		20180104		20180620		0		0		履歴書を綺麗に書くこと、面接、最終的に行く企業を絞らなければならない事が大変だった。<改行>普段から文章が走り書きなので、文章を綺麗な直線状に書くことが難しかった。面接前では毎度緊張し、ネガティブになっていた。第一志望の企業が2つあり、双方から内定を貰ったが、第一志望故に非常に迷った(片方を断るきっかけがなかった)。		自分は面接などが苦手だが、いざやってみると意外と好印象を持たれており、行きたいと思った所からはほとんど内々定が貰えた。気負わず、気楽にした方が良い。<改行>学業に専念するのもいいが、自分が会社でやりたいことや、自分の趣味や好きなことがはっきりとしていて、学業以外に特色がある方が良いと感じた。		勉強を単に頑張るのもいいですが、その中で話題に出来るような内容を作っておくと良いです。また趣味や特技でも、自分が深くやってきたことは面接の際に特に興味を持たれます。自分のエピソードを面白さを交えて発言できると好印象を持ってもらえます。

		S115028		機械工学科 キカイ コウガッカ		成澤弘明		10		企業・団体等				未審査		20180426		ヒタチジョンソンコントロールズクウチョウ		日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社		354373		1050022		静岡県				静岡県		清水事業所		03-6848-9192		108010		製造業 セイゾウギョウ		日立ルームエアコン“白くまくん”から、業務用、産業用までをカバーする総合空調機器のメーカーとして、日立空調製品の開発・製造・販売を担っております。<改行><改行>●ルームエアコン<改行>高い省エネ性能と暖房能力を実現するPAM制御、業界で唯一のスクロール圧縮機を搭載したエアコンの開発など、省エネ技術において業界トップレベルの技術開発を行っています。<改行><改行>●業務用空調機器<改行>店舗やオフィス、ビルなど、職場や公共空間の快適性を追求し、さまざまな省エネ技術を駆使した空調製品の設計開発・製造を行っています。<改行><改行>●大型冷凍機器<改行>高効率のガス、蒸気駆動吸収冷温水機シリーズをはじめ、ヒートポンプ、低温吸収式冷凍機などを開発・製造しています。<改行>		201510		186500				0		0		1				1000		企業・団体職員		1070		生産管理、品質管理		1		正規雇用		22						1		自由応募		空調機に携わりたい、環境問題対策に携わりたい、地元就職がしたい、ということから決定しました。		4		6		3		20180201		20180531		1		1		手ごたえのあった面接で落とされたこと、バイトと卒業研究との掛け持ち		前向きに考えることの大切さ、仲間のありがたみ、睡眠の重要性		とにかく諦めず、前向きに考えること

		S115033		機械工学科 キカイ コウガッカ		原田隆基		10		企業・団体等				未審査		20180626		エノモト		株式会社　エノモト		339838		4090198		山梨県				山梨県		塩山		0554-62-5111		10B010		製造業 セイゾウギョウ		創業以来、半世紀にわたりモノ造り一筋に取り組んでいるエノモトは、原点にもう一度立ち返り、「エノモトのモノ造り」に一意専心していきます。<改行>　金型技術を通じて一人ひとりが丁寧なモノ造りを提供し、お客様に喜んでいただくこと。それが、エノモトのモノ造りです。<改行>簡単に、大量に、安価にものがつくれる時代だからこそ、エノモトはモノ造りにこだわり、魂を込め、情熱を超える執念を持って挑み、追求していきたいと考えています。<改行>　そのこだわりのモノ造りを支えるのは、長年培ってきた確かな技術です。打ち抜き加工、曲げ加工、絞り加工、モールド加工など広範囲のジャンルの高度な金型技術を駆使しながら、「リードフレーム」「オプトデバイス」「コネクタ」の３つの事業を柱に、エノモトにしかできないモノ造りを極めていきます。<改行>　また確立している技術を土台に、そのさらなる深掘りに取り組むとともに、それら技術の異業種での展開、さらに新しい技術領域での事業展開にも果敢に挑戦し、新たな時代を切り拓いていきます。<改行>　エノモトは社員一人ひとりが持っているモノ造りDNAを武器に、これからもお客様や地域社会に信頼され、支持される強靭な企業であり続けるよう努めてまいります。<改行><改行>		196704		474900				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1100		開発職以外の機械系技術職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		19						5		その他		私がこの企業を志望した理由は，精密部品の加工技術の高さと燃料電池車の基幹部品の開発をしていることに興味を持ったこと，また，前向きな姿勢や一体感に魅力を感じたからです．私は大学での授業で設計開発をすることで、ものが作られていく達成感や喜びを知り、技術職や開発職に就きたいと思いました。企業説明会に参加させていただいた際には，工場の製造ラインを見学して生産体制に惹かれました。また、質問をしたときなどに、具体的で分かりやすく説明していただき、貴社では1人1人が仕事にやりがいをもっていることや雰囲気の良さを感じ取ることができ、そのような環境であれば、私の希望に沿うと考えました。この企業でなら，様々な経験を経て技術面だけでなく人間的にも成長することが出来ると考えました．		3				2		20180317		20180625						電話応対が基本を勉強するところからだったので結構緊張しました。また、地域が様々なところで移動する際の費用がかなりかかってしまったことなどもあります。		自己分析などを通して私自身の潜在的な能力や性格などを改めて理解できました。		なるべく早めに行動してください。あとは、気持ちを切らさずに頑張ってください。

		S115046		機械工学科 キカイ コウガッカ		山田敦史		10		企業・団体等				未審査		20190611		ヒカリセイヤク		光製薬株式会社		395971		1110024		埼玉県				埼玉県		栗橋工場		03-3874-9351		105010		製造業 セイゾウギョウ		当社は、昭和16年の創業以来、全国各地の医療機関のニーズにお応えして、常に安定した品質の医薬品を届けてきました。中でも基幹製品である輸液製剤は、重病患者のライフサポートをはじめ、現代医療において重要な役割を果たすものとして、医療機関をはじめ各方面から高い評価をいただいています。		194709		9000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1100		開発職以外の機械系技術職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		11						1		自由応募		仕事内容や待遇面で身の丈に合っていたから。		15		7		2		20171224		20180625		0		0		お金の工面		就活を通じて今まで知らなかった自分自身のこと、企業のことなど知ることが出来たので、これらを通じて自分の中でしっかりとした考えを持つことができた。本当に自分がどのような仕事をして、どのように今後過ごしていくかを考える良い機会になったと思う。		面接で喋ることが出来れば何とかなるので頑張ってください。

		S215003		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		赤羽祐亮		10		企業・団体等				未審査		20170509		ホシザキホクシンエツ		ホシザキ北信越株式会社		392486		9200364		石川県				石川県		本社		076-240-2266		40B010		卸売業、小売業 オロシウリ ギョウ コウリギョウ		ホシザキでは「営業」と「技術サービス」が二人三脚でお客さまに向き合い、「管理業務」が「営業」「技術サービス」を支え、現場の円滑な動きをサポートしています。お客さまのニーズにマッチした製品・サービスを提供できるよう、常にお客さまの立場に立った活動を目指しています。 		197712		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		17						1		自由応募		第一志望の企業であり、自分が好きなものづくりや食、他人と関わる仕事であったからです。		3		0		1		20180301		20180509		0		0		今回の選考における集団面接ではその全てが一番初めに答える順番でしたのでとても緊張してしまい大変でした。また、私は実家が松本市なのですが、説明会と一次選考の会場が長野市で、最終選考の会場は石川県金沢市でしたので移動が大変でした。ちなみに交通費は自己負担です。		合同説明会やインターンシップなど企業を知る機会は早い時期から参加することができますが、自分が本当に行きたい企業、業界などがないのであれば参加したとしても意味が無いと思いました。参加しているから大丈夫といった根拠のない自信を持つよりは自分の成長に繋がることをするべきだと思います。実際私はアルバイトをしているファミリーレストランでトレーナーとして新人の指導をしており、3年生の2月頃まではほぼアルバイトをしていました。<改行>また、ネットの情報や他人から聞く就職活動のお話は参考にするには良いかと思いますが、最終的には自分自身のことですのでこうした情報に踊らされずに自分の就職活動の軸を決めていかなければならないと思いました。		私は事前に自己分析やインターンシップ、合同説明会などの就職活動の準備は正直言うと何もしていません。面接やエントリーシートでは自分が今まで経験して成長したと感じたことを素直に述べただけです。面接では緊張しないことはありません。緊張してしまうのは当たり前だと思います。ですが笑顔で、自分の言葉でしっかりと話せば自然と結果が付いてくるものだと思います。<改行>実際、私の内定の電話連絡の際には「赤羽さんが1番役員からの評判がよく、本来であれば面接日にすぐ連絡したかった」と言われ、とても嬉しかったです。何より正直に自分らしさを出して頑張って下さい。		エントリー済み残り２社について<改行>ライト光機製作所（2次選考結果待ち）<改行>ちの技研（最終選考結果待ち）<改行>2018/5/9現在

		S215008		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		石堂優城		10		企業・団体等				未審査		20181121		エイ・エス・ティ		株式会社エイ・エス・ティ		520460		8100042		福岡県				福岡県						701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		コンピュータ用ソフトウェアの設計・開発及びその保守		199703		20000000												1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		40						1		自由応募				1				1

		S215013		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		小川貴史		10		企業・団体等				未審査		20180620		アウトソーシングテクノロジー		株式会社アウトソーシングテクノロジー		256301		1000005		東京都				東京都		本社		03-3286-4884		606010		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		エンジニアリングアウトソーシング事業<改行><改行>国内外約100社のグループ企業により、大手メーカーの生産支援（製造及び技術分野における請負・受託・派遣事業）を全国にて展開しています。　その領域は輸送機器・機械・電気・半導体・ＩＴ・化学・医薬等広範囲で、様々な分野で躍進しております。		200412		48365				0		0		1				3000		その他専門系		3060		その他職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		社内の雰囲気がとてもよく、先輩方と気楽に話せる環境であった。また、面談を繰り返すことで自分を見直し自信を持てるまで担当の方が熱心に対応してくれた。自分はエンジニアに携わってから将来的には営業で働きたいと考えているのでこの企業はエンジニアから営業へのキャリアチェンジができ自分の理想にあった企業であったため決定しました。		3		3		1		20180310		20180620		0		0		東京での就職を考えていたので毎回面談や説明会のために通うのが大変でした。		自分が何をやりたいのか軸をしっかり持つことが大事だと思いました。前回と同じ質問に対して同じ答えで返したり全く違うことを言ってしまったりなど反省点が見つかりました。		早め早めに準備をすること。自分の入りたい企業のことをよく調べどんな質問にも対応できるようにしておくこと。当たり前のように感じるけれど自分は疎かにしてしまったので反省してます。

		S215018		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		風間裕貴		10		企業・団体等		LSI設計		未審査		20180410		トッパン・テクニカル・デザインセンター		株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター		449907		1100016		埼玉県				埼玉県		朝霞デザインセンター		03-3835-5111		109050		製造業 セイゾウギョウ		エレクトロニクスに関するシステム開発、LSIデザイン及びターンキーサービス		198901		49000								1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		11						1		自由応募				1		0		1		20180326		20180410		0		0		就職活動とは直接関係はありませんが、3年生の前期から研究室に特別配属しており、1年間LSI設計を勉強し、3年生の最後では研究会で発表までしたことが大きなアドバンテージになったと確信しています。<改行>やる気だけではなく実力も身に着けるために必死に勉強しました。		私はこちらの企業以外を志望していなかったことと、4月に入ってすぐに内定をいただくことができたので就活にはあまり時間を割いていませんでした。しかし、企業の方とやりとりをするうえで、ビジネスメールやマナー、そしてプレゼンテーション(アピール)について徹底的に勉強しました。また、履歴書やエントリーシートを書くことで、自分の考えやアピールポイントを整理することができ、自己理解が深まりました。		こちらの企業はトッパングループの半導体設計開発ということもあり人気の企業です。さらに、内定者のうち5割は修士卒また、7割はLSI設計経験者と伺っています。とても敷居が高く感じますが、学部卒でもほかの内定者に負けないくらい研究や勉強に時間を割いて、LSI設計への情熱・やる気をしっかりアピールすることができれば内定をいただけると思います。		・こちらの企業のOBの方にLSI設計の技術指導をしていただいています。<改行>・こちらの企業のインターンシップに参加しています<改行>・3年生の春休みには電子回路研究会で、3年次の研究成果を発表し、こちらの企業の本部長の方にもお越しいただきました

		S215024		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		西郷有人		10		企業・団体等				未審査		20180810		ヨコガワショウジ		横河商事株式会社		3402		1410031		東京都				東京都				03-3495-6635		40B010		卸売業、小売業 オロシウリ ギョウ コウリギョウ		当社は、横河電機50％出資の「横河グループの一員」であり、国内唯一の横河電機の資本が入った「直系代理店」です。それに加えて当社は「エンジニアリング商社」であり、横河電機の製品を中心に、国内外2000社以上のメーカーとお取引頂いています。お客様のニーズに応じて様々なシステム・ハードウェア・ソフトウェアを組み合わせ、国内外で成長する多くのお客様の課題解決をお手伝いする、ソリューション・カンパニーです。<改行><改行>1.計測・制御・情報・通信に関する機器、装置の製作および販売 <改行>2.計装に関する工事、計器の検査および保守ならびに修理<改行>3.計装に関するソフトウェアの製作およびシステム設計<改行>4.事務用機器、医療用電子機器、産業用機器その他の機器の販売<改行>5.電気工事業、電気通信工事業、機械器具設置工事業、管工事業、<改行>　鋼構造物工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、内装仕上工事業、<改行>　建具工事業、タイルれんがブロック工事業その他の諸建設工事業<改行>6.前各号に関連する部品、材料等の販売<改行>7.前各号に関連する賃貸借及びその仲介業<改行>8.前各号に関連する古物商<改行>9.毒物、劇物の販売<改行>10.特定労働者派遣事業<改行>11.貨物取扱い業<改行>12.旅行業<改行>13.不動産の賃貸借ならびにその仲介業<改行>14.損害保険代理業<改行>15.自動車損害賠償保障法に基く保険代理業<改行>16.損害保険会社に対する特定証券業務の委託の幹旋および支援<改行>17.生命保険の募集に関する業務 18.前各号に付帯する一切の業務		193808		9000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1140		その他開発以外の技術職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用		13						1		自由応募

		S215026		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		佐竹清顕		10		企業・団体等				未審査		20180423		ニチアカガクコウギョウ		日亜化学工業株式会社		3445		7748601		徳島県				徳島県		本社		0884-22-2311		109050		製造業 セイゾウギョウ		【LED、半導体レーザー、リチウムイオン電池材料で世界をリード】<改行>NICHIAは「環境を大切にしよう」という方針の下で、全ての活動を 行っており、高性能・長寿命・高信頼性を何よりも大切にしたものつくりに 努めています。<改行><改行>NICHIAの商品は、自動車、家電製品、モバイル機器、産業・医療機器等、幅広い分野で使用されており、<改行>さらに「世界中で存在意義が認められる会社」を目指して事業を推進していきます。		195612		5202644				0		0		1				1000		企業・団体職員		1160		電気系開発職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		36						1		自由応募		徳島県という実家にも近いことと技術開発関係部署という条件が良いこと。自分のやりたいこととマッチしていたため。		7		8		2		20180206		20180426		2		2		研究室、自動車教習所、就活という３つの活動の両立は容易ではなかったです。<改行>また、金銭的にも親からのサポートがないとかなり大変だと感じました。<改行>面接でのマナーやメールの返信やエントリーシートの書き方など、大学生活では気を配らなくていいと思っている点がかなり重要になってくると感じました。		マナーも基本的にはケースバイケースなのであまり硬すぎると不利になる場合もあると思われます。<改行>グループ面接の場合、雰囲気を悪くするような会話をされる人もいるので上手な立ち回りが必要です。<改行>個人面接の場合アドリブもかなり重要になると思われます。大学生活以外でも高校のときの活動や中学の時の活動でも好印象を与えれる場合がありました。「大学生活よりもその前の体験のほうが面白い」「エントリーシート書き直すよう申請する場合もある」等言われたところもあります。		不利な状況に置かれていると感じていてもしっかりと自分をアピールできれば面接官はちゃんと見てくれるので安心して挑めばいいと思います。

		S215031		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		新町太郎		30		教員				未審査		20181020		サッポロシンガクプラザ		株式会社札幌進学プラザ		282156		600806		北海道				北海道		本社		011-738-3759		603010		教育、学習支援業 キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		学習塾の経営		197711		1000				0		0		1				5000		教員		5030		中学校教員		1		正規雇用		1						1		自由応募		免許がないが教員になりたかったため。<改行>あと家の近く。		4		2		2		20180320		20181020		0		0		本当にやりたいことを自分に嘘をつかずに見出す。		慎重さ、社会常識の重要性。ないとどれだけ熱意あっても些細なことで落とされる。		自分の意思で動け、エージェントに頼るな、向こうは手柄しか見てない。自分しか信じるな。<改行>あと嘘は上手につけ。		理科大色々迷惑掛けたけど、感謝してる。ありがとう。特に内田さん、加藤さん。お元気で。

		S215048		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		松本薫		10		企業・団体等				未審査		20180507		ユードム		株式会社ユードム		193779		3100803		茨城県				茨城県		本社		029-227-3061		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		・自動車、鉄道、電力、物流などの制御系・組込系システムのソフトウェア設計、開発<改行>・地図情報、顧客管理情報システム、クラウドサービスなどの業務系システムのソフトウェア設計、開発<改行>・二酸化炭素測定装置システムの開発・販売		197609		9520				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		8						1		自由応募		第一志望であったため		1		4		1		20180326		20180610						親との意見の違いに悩みました		自然体でいることの重要性		親に納得してもらいたいなら自分の素直な気持ちをぶつけるべきです

		S314040		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		中村佳樹		10		企業・団体等				未審査		20181008		イーテック		株式会社イーテック		179328		1050004		東京都				東京都		東京 名古屋 静岡		03-6809-2850		607070		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		当社は正社員雇用アウトソーシング事業と受託設計事業を柱に事業運営をしています。顧客は主として世界の一流企業と位置付けられる東証一部上場企業であることから、当社の社員は顧客先にて世界最先端の技術に接しながら、社員の専門分野に準じて、制御系ソフトウエアの設計開発、オープン系ソフトウエアの設計開発、メカトロ系（機械・航空宇宙・電気電子）の設計開発に従事します。		200112		5000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		13						2		学内選考		アウトソーシングで色々な体験や技術が身に付くと考え志望した。ものづくりに携わりたいという思いがあった。		10		8		1		20180401		20191008		0		0		履歴書が上手く書けず苦労した。		学生時代の感情や思考が甦った。<改行>自分の長所ややりたいことが見つかった。		キャリア支援室入りづらいけど活用すべし

		S315001		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		浅原一熙		40		公務員				未審査		20180810		アイチケンケイサツホンブ		愛知県警察本部		54183		4608502		愛知県				愛知県				052-961-1479		A01050		公務 コウム		誰もが「安心」して暮らせる「安全」な街づくりに向け、愛知県において犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、その他公共の安全と秩序の維持にあたることを責務とし、様々な活動を行っています。		195407						0		0		1				4000		公務員（教員を除く）		4020		警察官・消防士・自衛官		1		正規雇用		23						1		自由応募		第一志望が愛知県警だったため、今回の合格をもって就職活動を終了する事にしました。<改行>地元での就職、公務員志望、警察官志望を目標にしていましたが、全ての条件を満たしたので内定を受ける事にしました。		4		7		3		20180320		20180810		0		0		1次試験の勉強は大学の勉強と一切の関わりはない為、全て独学で勉強を進めました。理系の人間にとって文系科目は不利だと考え、得意分野に絞った勉強をしました。全て一人で勉強した為、大変でした。<改行>面接は警察官の試験官の視点が独特な為、警察関係者にお願いする他対策の取り用がありません。大学事務や塾では勝手が違う為話す練習くらいにしかならないと言われました。ネットや参考書で元警察官の…という肩書きを持ったサイトを探して対策を立てましたが、信頼性を考慮する必要があるので結構大変です。<改行>用意した回答はあまり役に立たたず、ありのままの本心をぶつけた方が熱意が伝わる感覚がありました。		苦手をなくすのも大切ですが、得意をとことん伸ばす方が効率も良く結果が望める事に気がつきました。<改行>苦手は誰にもあるので、一人で苦手を克服するより仲間と苦手を埋め合うことで出来る事の幅が広がると思います。そうすることで苦手を克服する時間も生まれるんだと思います。<改行>また、綺麗な回答より素直な回答(ただし前向きな)の方が相手も納得してくれる事が分かりました。<改行>面接は原稿の朗読ではなく、会話、コミュニケーションです。本当の意味で言葉のキャッチボールが出来るのは結構難しい事なんだと思いました。		本気で警察を志している人にとって、試験は緊張よりワクワク感の方が強いです。面接では、もっと話したい、もっと自分を知ってほしい、だとか、同じ受験生に対してこれから仲間として一緒に頑張っていくかもしれない人達だ、と思えて気分が高揚します。<改行>逆になんとなくで受ける人は熱意が弱い分、作業のような試験になるのだと思います。<改行>警察は正義感と責任感が必要な熱い仕事だと思います。是非志は高く、強く熱意を持って試験に挑んで欲しいです。<改行>自分は絶対、警察官になってこの街を守るんだ！と心からの想いがあれば合格できると思います。		愛知県警、長野県警、警視庁を受験しました。<改行>宿泊が必要な場合、近くの宿は早めに確保するようにし、移動手段も早めに考えるようにしました。<改行>警視庁は日程的に一番早く、独特な雰囲気があります。県警の試験は内容的にあまり違いは無いと感じました。<改行>1次試験で６割、2次試験は面接重視だと言う警察の方が何人もいました。<改行>愛知県では受験者に対して試験の説明会を開いてくれる署があります。<改行><改行>上記活動期間の始めは要項の授受、終りは合格発表です。試験勉強は2017年春から少しずつ始めていました。情報集めやネタ作りは2015年冬から行っていました。

		S315002		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		阿部翔太		10		企業・団体等				未審査		20180704		メイテックフィルダーズ		株式会社メイテックフィルダーズ		177703		1100005		東京都								03-6778-5034		607070		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		●エンジニアリングアウトソーシング事業 <改行><改行>いま話題のハイブリッドカーやスマートフォン、これからの基幹技術である燃料電池、そのほか家電製品から航空機まで、日本のものづくりの最前線がわたしたちの活躍の場です。 <改行><改行>（1） 設計・開発 <改行>自動車・輸送機器関連、航空機・ロケット関連、産業用機器関連、精密機器関連・情報通信機器関連、電気電子機器関連、半導体・集積回路関連、半導体製造装置関連・情報処理関連、プラント関連 <改行><改行>（2） フィールドエンジニアリング <改行>半導体製造装置、医療機器など超精密機器の設置・運用・検査・保守管理 <改行><改行>（3） ケミカルエンジニアリング <改行>汎用樹脂、触媒、二次電池・燃料電池、医薬・試薬・バイオ、半導体プロセス等の新素材の開発・評価・解析等 <改行><改行>厚生労働省が進める「優良派遣事業者認定制度」において認定取得 		197912		12000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用								1		自由応募		私は最初は地元で働こうと考えていましたが、地元では情報系に企業があまりなく製造業の企業に説明会など言っていましたが、面接などで企業の方と話しているうちにやはり情報系の仕事をやりたいと思い、急遽変えたため業界分析や情報系の具体的に何がやりたいかなどが決まってなく、時期的にも企業が減ってきていて厳しくなってきている状況でした。そんな時にたまたま目に入り説明会に伺い、多くの案件の仕事に就くチャンスがあることや自分のやりたいことを見つけることができる環境があることを知った。事業がアウトソーシングいわゆる派遣業ではあるがそんな中でも自分のスキルアップしてやりたいことを見つけていきたいと思い、この企業に決めました。				14		2		20180217		20180705		0		0		自分が何をやりたいかという部分をもっと考えるべきであったと思う。私の場合は企業の待遇や将来性、規模の大きさなどを重視しすぎていた。そのため自己分析の部分が不安定であり、結果的に業界を変えることとなり大変であった。<改行>また、移動手段がないことが大変であったと思う。地元の企業といっても駅の近くにあるとは限らないので自分の足で行くしかなく、大変であった。また、東京等の遠方に行くことになればまたお金がかかり出費がかさむのでしっかりと予定を立てて行動したほうがいいのではないかと思いました。<改行>		ありのままの自分を知ってもらうことが大切なのかなと思います。さらけ出しすぎてもいけないとおもいますが、やはり内定もらえるとかは縁ってものがあると思うので面接官のイメージがよかったとか話しやすかったとか自分が企業の方と話して感じたイメージは大切にしたほうがいいと思いました。		自分のやりたいことを見つけることが就活において大事なことであると思います。なのでしっかりと自己分析したうえで就職活動を始めることがいいと思います。<改行>また学歴書く際、学科名長いのでそこのところを気を付けて書いてください。

		S315005		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		飯島大樹		10		企業・団体等		株式会社ジインズ		未審査		20180614		ジインズ		株式会社　ジインズ		190737		4060846		山梨県				山梨県		本社		055-269-8780		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		・自社パッケージソフト「ADMS」開発/販売<改行>・クラウドビジネスの展開<改行>・システム開発<改行>・ネットワーク構築/運用/保守事業<改行>・セキュリティサービス		199604		4300				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		19						1		自由応募		地元に貢献できること。また、主に相手をしている地域が私の住んでいる地域だったためこの企業に決めました。		5		5		1		20180301		20180718		0		0		情報の収集がとても大変でした。調べてもテンプレなことは分かりますがそこから先は分からないことが多くどうしようか悩むことだ多かったです。なので企業説明会などで先輩社員の方の話を聞いたり就活の時に意識したことなどを聞いて情報収集していました。				準備に『早すぎる』はないのでふと思っと時にでもスマホでリクナビ、マイナビで自分の好きな職種を見てみたり友達や先輩、親やキャリアセンターに相談することをお勧めします。私は３月から始めたので、周りの人たちから出遅れたと感じました。

		S315014		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		荻原光弘		10		企業・団体等				未審査		20180518		ユーティーグループ		ＵＴグループ株式会社		339184		1410022		東京都				東京都		本社		03-5447-1711		606010		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		■UTテクノロジー株式会社<改行>・技術開発における構内請負・受託開発事業、設計開発技術者派遣事業、業務アプリケーション開発、インフラ基盤設計/構築・運用管理<改行>■UTコンストラクション株式会社<改行>・建設技術者派遣事業：プロジェクトマネージャー(施工管理)・建設設計・ICT(BIM・CIM)<改行>プラントファシリティーマネジメント(FM)派遣事業：設備運転管理・各種工事管理・メンテナンス<改行>■UTエイム株式会社<改行>・総合製造派遣・請負事業<改行>■UTパベック株式会社<改行>・電池製品　加工・組立て・包装業務・製造・請負事業<改行>派遣事業（パナソニック AIS社、及び関連会社等）<改行>		200704		68000				0		1		0		60		1000		企業・団体職員		1160		電気系開発職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		13						1		自由応募		内定が一番はじめに決まったから		4		3		1		20180401		20180518		0		0		全体的に大変だった		テストが面倒だった		大変だけど頑張って下さい

		S315017		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		垣内大夢		10		企業・団体等		IT業界		未審査		20180619		コンピユーターマネージメント		コンピューターマネージメント株式会社		221315		5520007		大阪府				大阪府		大阪本社		06-4395-1000		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		コンピューターマネージメント(株)（略称：CMK）は独立系システム開発会社として、最先端のIT技術を駆使して、金融・製造・通信・物流など様々な分野に対しシステムやソリューションを展開しています。<改行><改行>●インダストリーソリューション・サービス<改行>●ファイナンシャル＆パブリックソリューション・サービス<改行>●ERPソリューション・サービス<改行>●インフラソリューション・サービス		198111				8、072万円		0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		27						1		自由応募		風通しのいい社風と給料や基本的な福利厚生が整っていた。また、親身になって配慮してくれたところがとても印象に残り、IT業界として一緒に働きたいと感じた。		30		15		4		20180201		20180619						東京都か大阪府で働きたいと思っていたので、企業説明会のたびに長時間の移動が月に何回もして、心身共に疲れてしまった。また、説明会に履歴書を持ってきてほしい企業が何社かあり、手書きの履歴書を何枚も書くのが大変だった。		いろんな出会いがあり、楽しいと感じた。就活を重ねていくごとにやりたいことや、採用担当者に伝えたいことまとめいったと感じる		就活は早めに準備したほうがよいです。自分がやりたいこと好きなことをやれる企業選びが大切だと考えます。SPIや履歴書の練習も早めにやっておくと後悔しないと感じます。

		S315018		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		河角輝		10		企業・団体等				未審査		20180926		ワイシーシー		株式会社ワイ・シー・シー		290112		4000035		山梨県								055-224-5511		701010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		◎公共ソリューションサービス：総合行政分野システム、文教分野システム等<改行>◎医療保健福祉ソリューションサービス：医療関連システム、保健福祉総合システム、介護事業者支援システム等<改行>◎アウトソーシングサービス：IDCセンター運用サービス、電子化サービス等		196605		21200				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用								1		自由応募

		S315022		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		小橋芽		10		企業・団体等				未審査		20180416		フジフイルムソフトウエア		富士フイルムソフトウエア株式会社		8579		2220033		神奈川県				神奈川県				045-476-9300		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		富士フイルムグループの製品・サービスにおけるソフトウエア開発、および、ITインフラサービスを提供しています。<改行><改行>メディカル・イメージング・ネットワーク・デジタルカメラ・グラフィックという5分野を主軸に、<改行>更に活躍の場を広げています。<改行>ソフトウエアとITインフラの力で製品・サービスの価値を高め、事業の成長と人々の豊かな生活の実現に貢献します。		199009				5000万円（富士フイルム株式会社100％出資）		0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		14						1		自由応募		2月にインターンシップに参加して、社員の方とも話すことができ、そこで会社の雰囲気がいいと思ったからと、興味を持っていた医療機器の開発も行っていたため、自分のやりたいことができると思ったからです。		5		10		2		20180301		20180531		0		0		研究をしつつ、実家（都内）と茅野を行き来するのが体力的にも精神的にもきつかったですが、実家を活動拠点にできたのでサポートをある程度してもらえたので助かりました。		自分ができること、長所短所を改めて考えることができたこと		大変なことが多いと思いますが頑張ってください。		私の学年および学科は女子生徒が少ないです。よって、就職先を公開する際に性別で分けた内訳を書かれると下級生で分かる人にはわかってしまいますので男女内訳の書類作成はしないでいただきたいです。<改行>また、パンフレットに就職先の例として書かれたくありません。<改行>よろしくお願いします。

		S315028		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		笹川士元		10		企業・団体等				未審査		20180517		エヌアイデイ		株式会社エヌアイデイ		4362		1046029		東京都								03-6221-6811		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		エヌアイデイは独立系IT企業。独自の技術力を蓄積し、親会社に縛られることなく、幅広い分野の開発に関わっています。自動車、航空、生保、損保、各自治体や電力、ガスなどのエネルギー関係、また医療関係から放送まで。どれをとってもハイクオリティ、全てが当社の基幹事業です。当社は最新のIT技術が人を置き去りにすることなく、人に寄り添う情報技術を目指し、事業を営むことを通して、社会に貢献していきたいと考えています。ITを人のために活かして、ITと共に生きていきます。<改行>		196705		65335				0		1		0		60		1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用								1		自由応募		自身が今後長い期間携わっていく仕事として、挑戦したい、やりたいと思っていることと、業務とのマッチングを重視し、それが当てはまる企業に採用を頂いたため。		6		6		1		20180301		20180611		0		0		活動拠点と移動手段。また、それに必要な資金のやりくりが大変だった。		服装や時間への気配りはもちろんのこと、面接後のお礼のメールなど、今後社会に出て必要なスキルを実際に就職活動をする中で学ぶことができた。		選考が思うように進まなかった時は苦しく、就職活動を諦めようかとも考えたりもしたが、なんども挑戦する中で、少しずつではあったが自身で考え、実践して成長をすることができた。ぜひ楽しんで頑張って欲しい。

		S315030		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		佐野常明		10		企業・団体等				未審査				モンテローザ		株式会社モンテローザ		4048		1808538		東京都				長野県				0422-36-6788		601010		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		白木屋、魚民、笑笑、千年の宴、山内農場など直営飲食業態33業態を展開		198305		289500				0		0		1				1000		企業・団体職員		1010		営業系職種		1		正規雇用		20						5		その他				5		8		0		20180301		20180801		0		0		スーツが暑かった

		S315040		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		忠地将吾		10		企業・団体等				未審査		20180719		エヌティティヒガシニホングループガイシャエンジニア		ＮＴＴ東日本グループ会社〈エンジニア〉（旧ＮＴＴ－ＭＥ）		7419		1700013		東京都								03-5217-9139		801010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		■ 電話網・県間通信ネットワークを含めたIP網の構築・維持・運用・サービス品質管理<改行>■ 電気通信及び情報通信に関する技術支援・人材育成<改行>■ 通信機器、設備及びシステムの開発、施工、運用　等		199904		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1140		その他開発以外の技術職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用								1		自由応募		NTT東日本グループであり、大規模な仕事ができるから		10		8		1		20180210		20180719		0		0		業界研究<改行>企業研究<改行>		自分と向き合うことの大切さ		企業との相性もあるため、うまく行かなくても諦めずに頑張ってください。<改行>

		S315041		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		寺田雄輝		10		企業・団体等				未審査		20180515		シップ		株式会社シップ		265406		1130033		東京都				東京都		本社		03-3868-9621		605020		学術研究、専門・技術サービス業 ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ ギョウ		住宅リフォーム業に専門特化した『ローコスト集客～生涯顧客化』の仕組み構築のためのサービス提供・コンサルティング <改行>プレゼンテーションソフト・サービス事業<改行>インターネット集客事業<改行>コンサルティング事業<改行>自然素材リフォーム事業<改行>環境貢献・地域活性化事業<改行>ビジネスモデル提案事業<改行>アジア進出支援事業		200110		8750				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		自分のやりたいこととマッチングしてたから		20		7		3		20180301		20180515		0		0		交通費を工面すること、移動距離が長かったことなどが大変でした。		自分自身就活自体がとても新鮮で面接なども特に苦ではなかったことです。		SPI（筆記試験）は必ず対策をやっておいたほうがいいです。<改行>面接対策は自分自身、志望理由や自己紹介など聞かれることが大体確定していることしか考えていなかったので細かくはやっていません…強いて言うならバイトなどで学外の人たちと関わった方が自分のプラスになると思います。

		S315042		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		戸島拓海		10		企業・団体等				未審査		20180918		フジツウアイ・ネットワークシステムズ		富士通アイ・ネットワークシステムズ株式会社		374170		4000226		山梨県				山梨県		本社		055-285-0311		109030		製造業 セイゾウギョウ		企業向けの様々なネットワーク領域（広域、センター、オフィス、モバイル各種のＮＷ）を支える製品の設計・製造、製品保証およびサービスの提供。主な製品は、ＩＰテレフォニー機器、通信機器関連装置、電力会社様向け通信端末等。他社のネットワーク機器の各種カスタマイズ。		194310		10000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1110		開発職以外の電気系技術職（例：電気・電子機器・部品、電気施設など）		1		正規雇用		19						1		自由応募		大学にて習得した技能等活かせる仕事であること、自宅から通える距離であること		12		12		1		20180227		20180918		0		0		自分が会社において何に重きをおく就活していくなかで悩んだ。会社を知り、履歴書や志望理由を考えていくのは大変だった。		色々な会社をまわり、社会について少しでも知ることができた。初歩的なビジネスマナーを身につけ就活を行ったが、面接等を通して人前であまり緊張せずに話せるようになった。		前年度10月より就職活動が始まっているが、「そこまでして準備しなければ就職活動に参加できないのか」と思っていたがこれは半分正解だった。あまり準備しなくても参加はでき、面接も受けられるが、いざ立ち向かうと歯が立たないとわかる。やはり、適正検査・行きたい企業についての知識・面接の仕方への対処法は抑えていたほうが早く就職活動を終えることができるだろう。

		S315047		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		中村颯人		10		企業・団体等				未審査		20180427		ニホンエスイー		日本ＳＥ株式会社		54062		1740041		東京都				東京都				03-5970-6565		701010		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		・コンピュータのシステム設計、プログラム開発及びコンサルティング<改行>・ネットワークの基盤構築および保守・運用		200502		31000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募

		S315048		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		長澤勇貴		10		企業・団体等				未審査		20180530		サイビス		株式会社サイビス		391960		3900815		東京都				東京都				0263-31-8151		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		サイビスは、大手・中堅企業向けに【 ITサービス 】を提供する会社です。<改行>この【 ITサービス 】（＝サイビスの商品）とは、<改行>企業の価値を高めるために必要な、専門的かつ、高度な知識とITスキルです。<改行><改行>【「基幹システム」向け ITサービス】<改行>企業は、自社の業務をより効率化するため、様々な課題や要望を持っています。<改行>当社では、その企業が持つ課題や要望を実現するため、<改行>これまで長年培ってきたあらゆる経験値をもとに、<改行>高品質なITサービスを提供することを生業としております。<改行><改行>【「リスク管理システム」向け ITサービス】<改行>昨今、企業のリスク管理に対する意識はより高まりつつあります。<改行>グローバル化、IT化が進むことで、企業はその利便性と反面にあるリスク、<改行>例えば、データ改竄、事務ミスや従業員の不正、また、業務のほとんどをネットワークを介するため、<改行>従業員単位で端末（パソコン、スマホ）を管理をしなければなりません。<改行>今でこそ当たり前のように言われる「リスク管理」ですが、<改行>当社では、2006年より、先の世を見据え、地道に取り組んできたことで、<改行>今では、業界内では古参の企業として認められる存在になっております。<改行><改行>決して目に見える部分とは言い難いものですが、<改行>誰しもが聞いたことある企業のシステムの根幹に、<改行>我々、サイビスの【 ITサービス 】が組み込まれています。		199508		5500				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		面接が楽しくできまた、その後の内定者面談で疑問点を解消できたから。<改行>また、東京で働きたいと思ったため、私が受けた企業の中で当てはまってたから。		7				2		20180301		20180615		0		0		履歴書の学校名、学科名が長くて何度も失敗した。<改行>1社目が圧迫面接だったので気持ちが不安定になった。<改行>		自分をよく見せようと面接で喋るとよくなかった。<改行>趣味などよく見せようとせず、自分の趣味で落とされるようなそこにはいかないような気持ちの方がいい。		気持ちが落ち込むこともあると思いますが、あきらめず頑張ってください。

		S315049		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		西澤和正		10		企業・団体等				未審査		20180720		メイテックフィルダーズ		株式会社メイテックフィルダーズ		177703		1100005		神奈川県				神奈川県		厚木　研修センター		03-6778-5034		607070		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		●エンジニアリングアウトソーシング事業 <改行><改行>いま話題のハイブリッドカーやスマートフォン、これからの基幹技術である燃料電池、そのほか家電製品から航空機まで、日本のものづくりの最前線がわたしたちの活躍の場です。 <改行><改行>（1） 設計・開発 <改行>自動車・輸送機器関連、航空機・ロケット関連、産業用機器関連、精密機器関連・情報通信機器関連、電気電子機器関連、半導体・集積回路関連、半導体製造装置関連・情報処理関連、プラント関連 <改行><改行>（2） フィールドエンジニアリング <改行>半導体製造装置、医療機器など超精密機器の設置・運用・検査・保守管理 <改行><改行>（3） ケミカルエンジニアリング <改行>汎用樹脂、触媒、二次電池・燃料電池、医薬・試薬・バイオ、半導体プロセス等の新素材の開発・評価・解析等 <改行><改行>厚生労働省が進める「優良派遣事業者認定制度」において認定取得 		197912		12000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		14						1		自由応募				6		2		1		20180501		20180720		0		0

		S315053		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		長谷川裕大		10		企業・団体等		株式会社アイキューブ		未審査		20180305		アイキューブ		株式会社アイキューブ		325648		1030002		東京都				東京都				03-5651-0170		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		当社は東京都中央区日本橋に本社を置くシステムソリューション企業です。　<改行>設立以来、順調に成長を続け、今年で18年目を迎え、さらに事業の拡大をめざしています。<改行>ぜひ、ともに会社の成長を体現していきましょう。　<改行>当社は高い技術力を活かしてＡＩやIoTなどの開発もあり、高度化・多様化するシステムを構築するシステムエンジニアを募集しています。アプリケーション開発からITインフラの構築・運用、さらにお客様のご要望に合わせた総合的なシステム受託開発まで。総合的なITサービスを提供し、さまざまな業界の業務を支援しています。<改行>・オープンシステム・Webシステムの企画、開発、保守・運用<改行>・サーバー・ネットワークの設計、構築、保守・運用<改行>・ミドルウエアの導入、保守・運用<改行>・パッケージソフトウエアの選定、導入、指導<改行>・コンサルティング（システム導入、セキュリティ、営業支援、IT技術研修など）<改行>・人財育成		200107		5000				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		13						1		自由応募		就職活動を続けるか迷っていたが、卒業が近づいたため		10		5		1		20190301		20190901		0		0		大学と就職活動の様々な活動の中で、自ら優先順位を付けて計画的に実行すること。		業界研究の重要さと、それをできる限り早くやる方が就職活動にも学業にも利点になると感じた。		就職活動に自信がないなら、開始時期は速いほうがいいです。情報収集から始めてみてください。

		S315054		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		羽生田悠太		40		公務員				未審査		20180730		ボウエイショウジエイタイ		防衛省自衛隊		392475		3910002		東京都				東京都				0266-82-6785		A01057		公務 コウム		国防・災害派遣・国際貢献		200804				非公開		0		0		1				4000		公務員（教員を除く）		4020		警察官・消防士・自衛官		1		正規雇用		13						1		自由応募		こんな自分でも人の役に立ちたいし、立てると思ったから。		13		9		1		20180213		20181001		0		0		奥手で人としゃべるのが苦手で、面接で喋ると緊張して言葉が詰まるので、それに対して1か月前から面接練習していたこと。		対策して何度も練習すれば苦手なものでも対応できるようになる。自分の悪いと思ってる点が必ずしも相手からも悪い点だとは限らないということ。		例え１つダメでうまく答えられなかったものがあったとしたらそれに対して次は答えられるように対策を考えておくこと。		特になし

		S315059		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		穗坂昂幸		10		企業・団体等				未審査		20180820		プラエンジ		株式会社プラエンジ		449930		4100874		静岡県				静岡県		本社		055-968-8777		10B010		製造業 セイゾウギョウ		一般樹脂　エンプラ素材の切削、曲げ、接着、溶接加工、プレス形成　医療用機器部品の製造		199204		1000								1				1000		企業・団体職員		1100		開発職以外の機械系技術職（例：機械器具、設備機器・部品など）		1		正規雇用		22						1		自由応募		私は加工の仕事に携わりたいと思い、その中でも接着をやりたいと考えていた。貴社は長年培ってきた製造技術や超音波接着といった大手企業にも負けない、唯一の技術を従業員一丸となって取り組んでいた。私も貴社で実用新案を作ってみたいと強く思い、決定した。		2		10		2		20180301		20180820		0		0						周りを気にせず、自由に就活すればいい。

		S315060		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		前澤和幸		10		企業・団体等				未審査		20180925		ニホンナレッジカブシキガイシャ		日本ナレッジ株式会社		406176		1110042		北海道				北海道		札幌事業所		03-3845-4781		701020		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		ソフトウェアテスト・検証<改行>ソフトウェア開発（パッケージ及び受託開発）<改行>セキュリティソフト開発<改行>ネットワーク構築・保守		198510		7100				0		0		1				1000		企業・団体職員		1060		情報処理系職種		1		正規雇用		1						1		自由応募

		S315066		コンピュータメディア工学科 コウガッカ		村松大成		10		企業・団体等				未審査		20180423		キョウワエクシオ		株式会社協和エクシオ		8705		1500002		東京都								03-5778-1122		102010		建設業 ケンセツギョウ		高度情報通信ネットワーク社会が進展するなかで、蓄積してきた技術や事業の多様性を発揮し、さらに進化した技術力・施工力と商品・サービスを提供しています。<改行><改行><改行>1．システムソリューション　<改行><改行>○システムインテグレーション<改行>　通信キャリアや金融業、製造業をはじめとする各種企業向けのシステム構築等、システムインテグレーションの提供<改行><改行>○ネットワークインテグレーション<改行>　企業向けサーバ、LAN等の設計・構築・運用やインターネット環境設備等、ネットワークインテグレーション提供<改行><改行><改行>２．エンジニアリングソリューション<改行><改行>○通信インフラ事業<改行>　NTTグループ向け各種通信インフラ設備の構築・保守<改行>　NCC向け各種通信インフラ設備の構築・保守<改行><改行>○都市インフラ事業<改行>　自治体、官公庁、CATV会社、鉄道会社、民間企業向けの各種通信インフラ設備の構築・保守<改行>　オフィスビル、マンション、データセンタ、メガソーラー等の電気・空調工事<改行>　無電柱化、上下水道設備等の都市土木設備<改行>　水処理・廃棄物処理プラント、バイオマスボイラ等の建設、運転維持管理		195405		688800				0		1		0		10		1000		企業・団体職員		1140		その他開発以外の技術職（機械・電気・化学以外）		1		正規雇用								1		自由応募		・希望する職種だった<改行>・選考が早い段階で終わった<改行>・人事の対応が良く好印象だった（電話で面接官が感じた自分の印象を教えてくれた）		10		4		1		20180301		20180501		0		0		・交通費など出費が多かった<改行>・初めて行く場所が多かったので迷うことが多かった<改行>		・自己分析など準備をしっかりしておくことが大切<改行>		・自己分析など準備を事前にしておけばＥＳなどは比較的スムーズに書けるので、やっておいたほうがいいと思います
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						機械工学科 キカイ コウガッカ		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		コンピュータメディア工学科 コウガクカ		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ

		長野県 ナガノケン		諏訪地域 スワ チイキ		5		10		9		9		33				公立諏訪東京理科大学大学院 コウリツスワトウキョウリカダイガク ダイガクイン		9

				北　  　信 キタ シン		4		4		10		1		19				東京理科大学大学院大学院 ダイガクイン		1

				中　  　信 ナカ シン		2		2		7		6		17

				東　  　信 アズマ シン		6		2		3		4		15

				南　  　信 ミナミ シン		3		1		2				6

				合　　  計 ゴウ ケイ		20		19		31		20		90



		東京都				2		2		12		7		23

		山梨県				1				3				4

		埼玉県				1		1				1		3

		静岡県				2				1				3

		神奈川県								2				2

		北海道						1		1				2

		愛知県				1				1				2

		大阪府								1		1		2

		茨城県						1						1

		石川県						1						1

		徳島県						1						1

		福岡県						1						1

		沖縄県										1		1

		県外合計 ケンガイ ゴウケイ				7		8		21		10		46





卒業生進路状況

		平成30年度　進路内定状況(H31.3.18現在) ヘイセイ ネン ド シンロ ナイテイ ジョウキョウ ゲンザイ

						卒業者 ソツギョウシャ		就職希望者 シュウショク キボウ シャ		就職者 シュウショク シャ		就職率 シュウショク リツ		進学希望者 シンガク キボウシャ		進学者 シンガクシャ		進学率 シンガク リツ		その他希望者 タ キボウシャ		その他決定者 タ ケッテイシャ												社会人 シャカイ ジン				進路決定率 シンロ ケッテイ リツ



		学部合計 ガクブ ゴウケイ				166		141		136		96.5%		11		11		100%		14		14		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0				97.0%

																								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		工学部 コウガクブ		工学部 コウガクブ		130		110		106		96.4%		11		11		100%		9		9		0		0		0		0		0		0				96.9%

																								0		0		0		0		0

				機械工学科合計/
機械システム工学科 キカイ コウガッカ ゴウケイ キカイ コウガッカ		31		28		27		96.4%		2		2		100%		1		1		0		0		0		0		0		0				96.8%

				内女子 ウチ ジョシ		1		1		1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0

				電気電子工学科合計/
電子システム工学科 デンキ デンシ コウガッカ ゴウケイ デンシ コウガッカ		37		29		27		93.1%		6		6		100%		2		2		0		0		0		0		0		0				94.6%

				内女子 ウチ ジョシ		0		0		0				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0

				コンピュータメディア工学科 コウガッカ		62		53		52		98.1%		3		3		100%		6		6		0		0		0		0		0		0				98.4%						(注意)電気電子は1名、メディアは3名原級生がいるが、通常進級生と同じ場所に計上している。 チュウイ デンキ デンシ メイ メイ ゲンキュウ セイ ツウジョウ シンキュウ セイ オナ バショ ケイジョウ

				内女子 ウチ ジョシ		3		2		2				1		1				0		0		0		0		0		0		0		0

		経営情報学部経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガクブ ケイエイ ジョウホウ ガッカ				36		31		30		96.8%		0		0		0%		5		5		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0				97.2%

						4		4		4				0		0				0		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0										通常進級生 ツウジョウ シンキュウ セイ

																																												学科名				性別		就職希望 シュウショク キボウ		就職内定 シュウショク ナイテイ		進学希望 シンガク キボウ		進学内定 シンガク ナイテイ		その他希望 タ キボウ												その他 タ												キャリタス未登録 ミトウロク		社会人 シャカイ ジン		合計 ゴウケイ

		大学院 ダイガクイン		院合計 イン ゴウケイ		13		9		9		100%		1		1		0%		1		1		0		0		0		0		0		2				100%												A		1		B		2		C		C-1		C-2		C-3		C-4		C-5		3		3―1		3―2		3―3		3―4		3―5		E

				内女子 ウチ ジョシ		2		2		2				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										機械				男		0		26		0		2		0												1												0		0		29

				修士 シュウシ		13		9		9		100%		1		1		0%		1		1												2				100%										女		0		1		0		0		0												0												0		0		1

				内女子 ウチ ジョシ		2		2		2				0		0				0		0												0										電気電子 デンキ デンシ				男		2		27		0		6		0												1												2		0		36

				博士 ハカセ		0		0		0				0		0				0		0												0														女		0		0		0		0		0												0												0		0		0

				内女子 ウチ ジョシ		0		0		0				0		0				0		0												0										コンピュータメディア				男		1		49		0		2		0												7												5		0		59

																																																女		0		2		0		1		0												0												1		0		3

				※進学者は大学院進学者。 シンガク ダイガクイン シンガク シャ																																								経営情報 ケイエイ ジョウホウ				男		1		23		0		0		0												1												1		0		25

				※その他決定者は就職または大学院以外の進路希望。 タ ケッテイシャ シュウショク ダイガクイン イガイ シンロ キボウ																																												女		0		4		0		0		0												1												2		0		5

																																												大学院 ダイガクイン		修士 シュウシ		男 オトコ		0		7		0		1		0												1												1		2		11

																																																女 オンナ		0		2		0		0		0												0												0		0		2

																																														博士 ハカセ		男 オトコ		0		0		0		0		0												0												0		0		0

																																																女 オンナ		0		0		0		0		0												0												0		0		0



																																												原級生

																																												学科名				性別		就職希望		就職内定		進学希望		進学内定		その他希望												その他内定												キャリタス未登録 ミトウロク		社会人 シャカイ ジン		合計

																																																		A		1		B		2		C		C-1		C-2		C-3		C-4		C-5		3		3―1		3―2		3―3		3―4		3―5		E

																																												電子ｼｽﾃﾑ				男		0		0		0		0		0												1												0		0		1

																																																女		0		1		0		0		0												0												1		0		1

																																												機械ｼｽﾃﾑ				男		1		0		0		0		0												0												0		0		1

																																																女		0		0		0		0		0												0												0		0		0

																																												経営情報学科				男		0		3		0		0		0												3												2		0		6

																																																女		0		0		0		0		0												0												0		0		0









進路状況一覧

機械工学科/機械システム工学科 電気電子工学科/電子システム工学科

経営情報学科

大学院 工学・マネジメント研究科/工学・マネジメント専攻

企業：アート金属工業㈱/㈱アドヴィックス/㈱エノモト/樫山工業㈱/㈱南
信精機製作所/㈱コヤマ/㈱サンコーレンタル/山洋電気テクノサ
ービス㈱/㈱ＪＶＣケンウッド長野/㈱ダイシン/太陽工業㈱/高砂熱
学工業㈱/㈱ツルヤ/ＴＰＲ㈱/㈱ティービーエム/㈱デンソーエア
クール/日信工業㈱/日本プラスト㈱/光製薬㈱/日立ジョンソンコ
ントロールズ空調㈱/マルヤス機械㈱/㈱ライト光機製作所

進学：公立諏訪東京理科大学大学院

企業：㈱アイ・ケイ・エム/㈱イースタン/㈱エイ・エス・ティ/㈱エム・イー/
㈱エムデジ/岡谷酸素㈱/ＫＹＢ－ＹＳ㈱/㈱札幌進学プラザ/高島
産業㈱/田中精機㈱/㈱ちの技研/㈲中部防災/㈱ディスコ/東京
特殊電線㈱/東洋技研㈱/東洋精機工業㈱/㈱トッパン・テクニカ
ル・デザインセンター/日亜化学工業㈱/日本電産サンキョー㈱/
㈱八十二銀行/㈱羽生田鉄工所/㈱ピーエムオフィスエー/ホシザ
キ北信越㈱/㈱マコメ研究所/㈱ユードム/横河商事㈱

進学：公立諏訪東京理科大学大学院

企業：アート金属工業㈱/㈱アヅマ/あづみ農業協同組合/アルピコ交通
㈱/㈱イースタン/㈱飯沼ゲージ製作所/岡谷酸素㈱/㈱星野リゾ
ート/㈱丸眞製作所/㈱関東甲信クボタ/㈱諏訪貸家アパートセン
ター/大和リース㈱/㈱ツルヤ/東京千住青果㈱/ムトーアイテック
ス㈱/鍋林㈱/日本コムシス㈱/日本郵便㈱（日本郵政グループ）
/ニッポンレンタカー北関東㈱/㈱パスカル/ビップシステムズ㈱/
㈱マーストーケンソリューション/㈱マイクロネット/松本信用金庫/マ
ルゴ工業㈱/㈱モリキ/八ヶ岳乳業㈱/ヨシダ印刷㈱/㈱ライト光機
製作所/

企業：㈱ショーワ/須高ケーブルテレビ㈱/ドコモ・テクノロジ㈱/中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱/長野オリンパス㈱/
日本電産サンキョー㈱/日本無線㈱/モリタ宮田工業㈱

進学：公立諏訪東京理科大学大学院博士後期課程

コンピュータメディア工学科

企業：㈱アイキューブ/アネックス・インフォメーション㈱/㈱イースタン/㈱
泉精器製作所/㈱栄光製作所/㈱ＮＴＴデータ信越/㈱エヌアイデ
イ/ＮＴＴ東日本グループ会社〈エンジニア〉（旧ＮＴＴ－ＭＥ）/㈱オ
ーク製作所/岡谷酸素㈱/㈱シーシーディ/㈱協和エクシオ/医療
法人研成会諏訪湖畔病院/コンピューターマネージメント㈱/コンピ
ュートロン㈱/㈱サイビス/サクラ精機㈱/㈱サンセイコンピュータシ
ステム/㈱ジインズ/㈱シップ/シナノケンシ㈱/㈱しなの富士通/㈱
セリオテック/ＴＩＳ長野㈱/㈱デンソーエアクール/東洋技研㈱/㈱
ＴＯＳＹＳ/㈱ニットー/日本ＳＥ㈱/日本ナレッジ㈱/富士通アイ・ネ
ットワークシステムズ㈱/㈱富士通システムズアプリケーション＆サ
ポート/富士フイルムソフトウエア㈱/㈱プラエンジ/松本日産自動
車㈱/マリモ電子工業㈱/㈱ミヤテック/㈱モンテローザ/㈱ユーシ
ン/ロジテックＩＮＡソリューションズ㈱/㈱ワイ・シー・シー

公務：愛知県警察本部/防衛省自衛隊
進学：公立諏訪東京理科大学大学院/東京理科大学大学院

製造業
77%

その他産業
10%

大学院進学
7%

その他進路
6%

製造業
44%

卸売業、小売業
17%

情報通信業
6%

その他産業
8%

大学院進学
17%

その他進路
8%

情報通信業
30%

製造業
25%

サービス業(他
に分類されない

もの)
6%

公務
5%

建設業
5%

卸売業、小売業
5%

その他産業
5%

大学院進学
5%

その他進路
14%

製造業
27%

卸売業、小売業
16%

情報通信業
14%

サービス業(他に

分類されないもの)
5%

その他産業
16%

その他進路
22%


	スライド番号 1
	スライド番号 2

