
人々の「当たり前」を守る技術者になりたいと思い、内定先を志望しました。
新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインでのイベントが多く、

採用担当の方とコミュニケーションが取りづらくて苦労しましたが、大きめ
に相づちを打つことや、目線をカメラに向けることなどを意識して乗り切り
ました。
　就職活動ではマナーや礼儀に気をつけつつ、目立つことも重要だと思い
ます。自分なりの良い目立ち方で内定を勝ち取ってください。

A.①1社／②1社／③3年生1月
都市建設工学科  亀井 温斗さん

東海旅客鉄道株式会社

就職活動では、学内や求人サイト主催の説明会に参加して情報を集めて
いました。また、自分と同じ職種を目指す友人に相談して企業研究を行い、エ
ントリーシートや面接の確認もしてもらいました。
　就職活動は一人だけでは行わないことが大切です。一人だけで行うと、周
りの状況が分からず焦ってしまい、精神的に辛くなってしまいます。友人や先
輩、キャリア支援課の職員の方など相談できる相手を見つけて頑張ってほし
いと思います。

A.①5社／②4社／③3年生7月
機械工学科  大羽 辰宜さん

株式会社アイシン

特集

国や街のシンボルとなる大規模な建築物の施工に携わることができ、も
のづくりを通じて社会に貢献できると思い内定先を志望しました。
　就職活動では面接が終わったらすぐに問われたこと、うまく答えられな
かったことをメモしておき、次の面接に生かせるようにしていました。
　また、自分が将来その会社に入って何をやりたいか、10年後・20年後どう
なっていたいかを具体的に伝えることが重要だと思います。

A.①8社／②4社／③3年生2月
建築学科  伴 大輝さん

株式会社大林組

内定先は自動車部品メーカーで、小さい頃から自動車やものづくりが好き
だったので志望しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響でほとんどの企業がオンラインでの会社説
明会となり、実際に行くことができないため、疑問に思うことは採用担当の方に
質問をしていました。
　就職活動では自己分析を行い自分のやりたいことを明確にしてから業界を絞る
と良いと思います。また、面接の前には志望の業界について事前に調べ、今どのよ
うな状況で今後どのように変化していくのかを知っておくと役に立つと思います。

A.①5社／②1社／③4年生4月
応用化学科  住田 竜輝さん

矢崎総業株式会社

IT業界を中心に就職活動を行いました。内定先はシステムインテグレー
ションの会社で、自分のやりたい仕事ができると思い志望しました。
　就職活動では大学のC-NETや求人サイト以外にもSNSを使って情報を得
ていました。
　書類選考が確実に通るようにエントリーシートや筆記試験の対策を怠ら
なかったことと、面接では結論ファーストを意識し、笑顔で明るくハキハキと
答えられたことが内定につながったと思います。

A.①5社／②3社／③3年生6月
情報工学科  吉村 奈那子さん

株式会社日立ソリューションズ

交通事故で苦しむ人々を少しでも減らしたいと思い、ブレーキシステムの
サプライヤーである内定先を選びました。
就職活動では、アピールしたい自分の「売り」をノートやスマートフォンのメ

モ機能を利用して文字に起こしていました。そうすることで、自分の考えが整
理でき、面接官に分かりやすい言葉で伝えることができました。
　また、志望する企業に対し、なぜその業界を選んだのか、なぜその業種を
選んだのか、なぜその企業を選んだのかと、3段階で絞っていくと志望理由
を明確に伝えられると思います。

A.①4社／②3社／③3年生4月
ロボット理工学科  小林 大輔さん

株式会社アドヴィックス

警察官である叔父から話を聞き、自分の仕事が人々の安全につながるこ
とに魅力を感じて志望しました。
　エントリーシートや面接では、企業の求める人物像と自分がどれだけ合致
しているかを伝えるため、自分がどういう人間なのか理解することが必要で
す。そのため、自己分析をしっかりと行うことが大切だと思います。また、今は
やりたいことや目標が見つからなくても、自己分析をすることで見えてくるも
のもありますし、今後の自分の人生において一つの指標になると思います。

A.①10社／②2社／③3年生12月
日本語日本文化学科  西部 僚哉さん

岐阜県警察

人と話すことが好きなので営業職に就きたいと思っていました。内定先は
住宅の間取りのラフ作成から販売まで、幅広い仕事ができることに魅力を感
じて志望しました。
　インターンシップに積極的に参加して、採用担当の方や実際に働いている
方に質問をして企業が求める人材を見極めていました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、面接はほとんどがオンラインでし
た。そのためスタンドライトを使って顔をはっきり映すことや、目線をカメラに
向けることを意識しました。

A.①3社／②1社／③3年生8月
英語英米文化学科  山本 滉大さん

セキスイハイム中部株式会社

インターンシップでは積極的に社員の方に話しかけ、面接では面接官と会
話のキャッチボールをすることを意識しました。
　就職活動では自分のことをよく知っておくことが大事だと思います。自分
の長所・短所を知らずに質問に答えても、うわべだけの答えになり面接官に
は見抜かれてしまいます。自分と同じ人生を歩んでいる人は絶対にいないの
で、今まで自分が頑張ってきたことは何か、何に興味があってどんな失敗や
成功をしてきたかなどを箇条書きにすることにより、自分が見えてくると思
います。

A.①2社／②1社／③3年生7月
電気電子システム工学科  永田 大貴さん

中部電力パワーグリッド株式会社

就職に関する情報は求人サイトやClass roomの投稿などから得ていま
した。
スペースガールズに所属するなど課外活動を積極的に行ってきたことで、

「行動力」や「コミュニケーション能力」を認めていただけたことが内定につ
ながったと思います。
　就職活動で一番大切なのは、これだけは譲れないという「軸」を決めるこ
とだと思います。軸が決まったら特定の業界に絞らず、いろいろな業界・業種
にチャレンジしてみてほしいです。

A.①3社／②3社／③3年生7月
宇宙航空理工学科  佐藤 真央さん

ヤマザキマザック株式会社

コロナ禍でどのように就職活動が進んでいくのか不安でしたが、少しでも
疑問や不安に思ったことは、すぐにキャリア支援課の方やゼミの先生に相談
して解決するようにしていました。
　就職活動では早めの準備が大事だと思います。時間に余裕があるときに
情報収集や面接対策などを行うことで、自分自身を見つめ直してやりたいこ
とが分かります。事前に会社の下調べをしっかり行ったことで、面接でどんな
質問にも慌てずに答えることができ内定につながったと思います。

A.①10社／②4社／③3年生8月
コミュニケーション学科  黒石 一翔さん

株式会社ジェイアール東海ホテルズ

アルバイトで自動車保険に関する仕事をしていたため、金融業界に興味
がありました。内定先は保険を取り扱っている会社で、地元企業ということ
もあり志望しました。
　就職活動では採用担当者との丁寧な連絡がとても重要だと感じました。
会社説明会後のお礼や企業への返信などは怠らないよう意識しました。採
用担当者の方から、メールの返信が一言で終わる学生が多いと聞きました。
宛名やあいさつ文、文末の締めや署名などは社会人になれば当たり前のこ
となので、手を抜かないよう意識すると周りとの差をつけられると思います。

A.①3社／②1社／③3年生12月
心理学科  菅原 あいさん

ぎふ農業協同組合

内定先は大学で開催されたWeb業界研究会で知りました。元々数字を扱
うのが好きで、大学では会計に関する授業を多く受けていたこと、簿記の資
格を取得していたことから、自分の知識が生かせるのではないかと思い志望
しました。
　エントリーシートや面接では、大まかに伝えるのではなく、自分の今までの
経験を相手に分かりやすいように詳しく伝えることが大切だと感じました。
また、話す時は笑顔でゆっくり話すことを意識しました。

A.①5社／②3社／③3年生8月
経営総合学科  本多 莉菜さん

東濃信用金庫

内定先は求人サイトで知りました。働きやすい環境であることと、お客さま
の人生の節目に寄り添う仕事内容に魅力を感じて志望しました。
　エントリーシートを作成する時は、自分が主張したい内容とそれに基づく
経験に矛盾がないかどうかを周りの人に確認してもらうと良いと思います。
また、就職活動のことで頭がいっぱいにならないよう、遊ぶ時には思い切り
遊ぶなど、生活にメリハリをつけてストレスをためないことも大事だと思い
ます。

A.①6社／②3社／③3年生9月
国際学科  上杉 真優さん

日本生命保険相互会社

内定への道
4年生が語る

①受験社数／②内定社数／③就職活動の準備を始めた時期Q.

今春卒業する4年生の就職活動体験記をご紹介します。

内定先は総合大学とあって、実にさまざま。

新型コロナウイルス感染症の影響で活動が困難な状況でしたが、

それぞれが臨機応変に乗り切りました。

ぜひ参考にしてください。
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必ず中部大学進路支援システム「C-NET」から進路報
告登録をしてください。

就職先が決定した皆さんへ

キャリア支援課では全員の進路が決定するまでサポート
していきます。就職先が未決定の学生は、不言実行館
ACTIVE PLAZA5階のキャリア支援課を訪ねてみてくだ
さい。卒業後（既卒者に対して）も就職活動を支援します。

就職活動を継続している皆さんへ

●中部大学進路支援システム「C-NET」への登録は済
んでいますか。登録することでさまざまなサービスが受
けられます。

今後就職活動を行う皆さんへ

中部大学に届く「求人票」や先輩方の「就職活動
体験記」の検索・閲覧ができます。

求人情報や各種行事に関する情報がメール配信
されます。

学内の各種就職関連行事の申し込みができ
ます。

あなたの就職活動スケジュールを管理できます。

●中部大学幸友会の「幸友ナビ」も活用しましょう。中部
大生限定の就職サイトで、約455社の法人会員企業か
らの求人を閲覧できます。

　数学を好きになるきっかけをくれた中学時代の恩師に憧れ、教師を志しま
した。
　教育実習センターの担当教員や昨年の卒業生から、就職に関する情報を
得ていました。特に卒業生からの情報は、試験対策や試験会場の様子など
経験に基づくお話が聞けてとても参考になりました。
　教員志望の場合は、大学の講義一つ一つが教員採用試験につながると思
います。講義を疎かにすることなく、全てが将来につながると思って頑張って
ください。

A.①1社／②1社／③3年生12月
現代教育学科  伊藤 慶吾さん

岐阜県教育委員会
（中学校教諭）

　内定先は実習でお世話になった病院で、作業療法士の方が患者さんに寄り添
い、日々向上心を持って治療に当たっていたことや自分の強みを生かして働ける
ことに魅力を感じて志望しました。
　面接で、「なぜこの病院を志望したのか」を具体的に話せたことが良かったと
思います。
　就職活動をしているとなかなか自分に合う就職先が見つからず悩むこともあ
るかもしれませんが、そんなときこそ広い視野を持ち積極的に情報収集をするこ
とが大事です。また、自分のアピールポイントを見つけてほしいと思います。

A.①1社／②1社／③4年生9月
作業療法学科  安藤 秀馬さん

岐阜大学医学部附属病院
（作業療法士）

　求人情報は主に大学のC-NETで得ていました。そこで気になった病院に
電話で見学を依頼し、直接お話を伺いました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で求人数が少なくなることや、病院見
学を断られる可能性を考えてなるべく早い時期に病院の見学を依頼してい
ました。
　提出する書類は最大限丁寧な字で書くようにすると印象が良いのではな
いかと思います。また面接では常に姿勢を正すことを意識して悪い印象を与
えないよう注意していました。

A.①3社／②1社／③3年生3月
臨床工学科  辻 悠雅さん

名古屋大学医学部附属病院
（臨床工学技士）

　父が消防士だったので、幼少期から消防の仕事に憧れていました。就職セ
ミナーに参加した際、職員の方々の雰囲気が良かったため内定先を志望し
ました。
　クラブ活動のため、公務員講座を受講できなかったので苦労しましたが、
同じゼミのメンバー全員が公務員を目指していたこともあり、先生が模試を
行ってくださったおかげで乗り越えられました。
　就職活動では、一人だけで頑張らないことが大切です。みんなで切磋琢磨
して、まずは筆記試験の合格を勝ち取ってください。

A.①2社／②1社／③3年生9月
スポーツ保健医療学科  奥村 優加里さん

名古屋市消防局
（救急救命士）

　就職に関する情報は先生方や先輩の過去の記録、友人から得ていました。
　就職活動では各市町村で試験内容が違ったため、対策をするのに苦労し
ました。また同時進行でピアノ練習や筆記試験の勉強を行う必要があったた
め、事前に計画を立てて効率よく行いました。
　エントリーシートや面接は内容が似ていることが多いので、ベースを1つ
作っておき、そこから志望先に合うよう臨機応変に対応すると進めやすいと
思います。

A.①3社／②2社／③3年生9月
幼児教育学科  安田 渚央さん

春日井市職員
（保育職）

　食を通して高齢者の方に笑顔を届けたいという気持ちから、栄養士を目
指しました。内定先は説明会に出席した際の雰囲気が良かったことや従業
員の方々がいきいきと働く姿を見て、ここで働きたいと思い志望しました。
　面接は新型コロナウイルス感染症の影響によりマスク着用で行われ、表
情があまり見せられないため、第一印象を良く見せることに苦労しました。マ
スク着用時の面接はいつも以上に明るくハキハキ話すことが重要だと感じ
ました。

A.①3社／②3社／③3年生11月
食品栄養科学科 管理栄養科学専攻  中澤 美穂さん

社会福祉法人
紫水会（管理栄養士）

　内定先は実習でお世話になった病院で、各検査室内の雰囲気の良さや他
部署と連携してさまざまな検査の経験を積めることに魅力を感じて志望しま
した。
　内定を得ることができたのは実習期間で好印象を与えることができたことと、
2次試験でのグループ討論と面接でしっかりと自分をアピールできたからだと思
います。
　大学生活では勉強はもちろんですが課外活動にも参加して、自分の強みとな
るアピールポイントを作っておくと就職活動でも役に立つと思います。

A.①1社／②1社／③4年生5月
生命医科学科  内藤 有彩さん

公立陶生病院
（臨床検査技師）

　説明会やインターンシップなどの就職情報は、各病院のウェブサイトや看
護師専門の求人サイトから得ていました。
　どの選考でも言えることですが、自分が将来どんな看護をしたいのかを実
習の経験などを振り返り、はっきりさせておくと良いと思います。また、事前
に病院のウェブサイトを見て病院の理念を理解し、どんな看護師が必要とさ
れているのか考えることが大切だと思います。

A.①2社／②1社／③2年生12月
保健看護学科  福邑 明音さん

愛知県厚生農業協同組合連合会
豊田厚生病院（看護師）

　就職活動に関する情報は病院のウェブサイトやゼミの先生、先輩から聞い
て得ていました。また、履歴書や面接などで不安がある時はキャリア支援課
の方に相談をして解決していました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で病院内の見学が十分にできないこと
がありましたが、その分質問をして補っていました。
　友人の就職先が次々決まっていくと不安になりますが、焦らずにゼミの先
生やキャリア支援課の方に相談して自分に合う就職先を探してみてください。

A.①2社／②1社／③4年生9月
理学療法学科  田中 柚希さん

医療法人三九会
三九朗病院（理学療法士）

　国家公務員を志望していたので、試験の傾向や勉強方法などは専門の予
備校に通って情報を集めました。筆記試験の対策は効率よく量をこなすこと
が大事だと思います。また、面接は事前に国家公務員志望者向け説明会に
参加しておくと話す内容を決めやすいです。
　公務員は民間企業に比べ、就職活動期間が長いですが、しっかりと準備を
すれば必ず合格できると思います。また国家公務員や地方上級公務員を目
指す場合は、専門の予備校に通うこともおすすめです。

A.①1社／②1社／③3年生5月
環境生物科学科  野村 速斗さん

総務省（国家公務員一般職）

　人々の健康を支える「食」に関わる仕事がしたいと思っており、知識を生か
してお客さまへ提案し、共に製品を作り上げる提案営業という仕事にも魅力
を感じて内定先を志望しました。
　キャリア支援課のチャレンジ就活に参加して職員の方に何度も面接練習を
していただいたことで、本番でもあまり緊張せず話すことができました。キャリ
ア支援課の面接対策は2月と3月は予約が取りにくくなるので、早めに自分の
話し方の癖や言葉遣いを分析しておくと良いと思います。

A.①17社／②7社／③3年生5月
食品栄養科学科 食品栄養科学専攻  芝高 亜実さん

アピ株式会社

　就職活動に関する情報は、求人サイトやキャリア支援課主催の就職ガイダ
ンスなどから得ていました。
　エントリーシートで自分の考えを端的にまとめ、自分のアピールポイントを
把握することで、自信を持って面接に臨むことができました。
　就職活動では自分をよく知ることが大切です。自分自身では気付けない
こともあるので、友人や親にも相談して長所・短所をよく把握し、企業の求め
る人材に合うアピールポイントを見つけてください。

A.①12社／②2社／③3年生11月
歴史地理学科  伊藤 一志さん

イオンリテール株式会社

　食の安全性について興味があり、それに関する仕事がしたいと思っていまし
た。先輩から内定先について聞き、化学分析を通じて人々の健康を守る仕事に
魅力を感じて志望しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で選考が延期となり、就職活動が思うよう
に進まず苦労しました。
　就職活動では筆記試験の対策をしっかり行ってください。採用試験ではほと
んどの会社で筆記試験があり、中には60分で5教科120問の筆記試験を行う
会社もありました。

A.①10社／②1社／③3年生3月
応用生物化学科  阪野 佳南さん

一般社団法人愛知県薬剤師会

せっさたくま
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