
会津大生の進路や就職状況
在学中に働くことに関して考えてほしい事

2017/12/16（土）13:50-14:10
会津大 学生課

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 佐野昌利



はじめに
「新１３歳のハローワーク」（村上龍）
この世の中には、2種類の人間がいる。活き活きと充実感を
得ながら仕事をやっている人と、そうではない人の2種類
だ。・・・いやいやながらやる仕事よりも、徹夜しても飽きない
ような、自分に向いたことをやったほうがいい。・・・誰もあな
たの代わりに生きてはくれない。

「下町ロケット」（池井戸潤）
仕事っていうのは、二階建の家みたいなもんだと思う。一階
部分は、飯を食うためだ。必要な金を稼ぎ、生活していくた
めに働く。だけど、それだけじゃあ窮屈だ。だから、仕事には
夢がなきゃならないと思う。それが二階部分だ。夢だけ追っ
かけても飯は食っていけないし、飯だけ食えても夢がなきゃつ
まらない。（佃社長の言葉）



会津大生の進路
どんな職種？

●研究者（修士以上）
大学教員、独法等研究員（任期付多し）、企業研
究員（基礎研究より応用研究にｼﾌﾄ、少数精鋭）
●技術者
ﾒｰｶ・通信・ｺﾝｻﾙ（修士以上多し）、SIer、ｹﾞｰﾑ、
Webなど
●一般職
金融（営業、融資等）、流通（ﾊﾞｲﾔｰ等）、JAなど
●公務員
地方公務員、県警、消防、中高教員など



会津大生の進路

学部生、修士生は？～平成２８年度～
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学部生：県内３割、県外７割
修士生：県内１割、県外９割



会津大生の進路
どんな企業？～産業別～

ﾒｰｶ２～３割、情報（SIer/Web）６割、ｻｰﾋﾞｽ1～２割

●メーカ

電機、機械、自動車等のメーカ。修士がやや多い。

●情報

SIer系（ﾕｰｻﾞ系、ﾒｰｶ系、独立系、地元系）だけでな
く、Web・ﾈｯﾄ・ｹﾞｰﾑ系、ｺﾝｻﾙ系が増えている。

●サービス

JR、銀行、教員・公務員が増えている。流通は少な
い。



平成28年度 内定先 下線は福島県
区分 大学院 学部

メーカ アルパイン、キャノン、新光電子、
日立オートモティブシステムズ、
パイオニア、スクリーンホール
ディング

日立製作所、信越化学（半導体白
河工場）、会津オリンパス、白河
オリンパス、福島キャノン、新日
本無線

ｺ ﾝ ｻ ﾙ ・
SIer

NTTデータ、三菱電機インフォメー
ションシステムズ、日商エレクト
ロニクス、NECネッツエスアイ、ク
ボタシステム開発、ドコモテクノ
ロジ

アクセンチュア、日本総合研究所、
伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ、JR東日本情
報システム、ＪＦＥシステムズ、
富士通ビー・エス・シー、三菱総
研DCS 、日立ソリューションズ東
日本、FSK、シンク、エフコム

Web・ゲー
ム

スクウェア・エニックス、ドワン
ゴ、gumi、ギークス、DeNA

DeNA、ぐるなび、セガゲームス、
カプコン

通信 ソフトバンクグループ インターネットイニシアティブ、
ヤフー

その他 ラック、パスコ、東京電力、カル
チュア・コンビニエンス・クラブ

JR東日本、大東銀行、新生銀行、
会津若松市役所、喜多方市役所、
埼玉県警、陸自幹部、白河JA



働くとは

•うごく

•精神が活動する、お勤め（修行）

•精出して仕事をする

•他人のために奔走する

働く

（広辞苑）

•稼ぐこと（新１３歳のハローワーク）

働く

（村上龍）

7



社会で必要とされる人や能力

熱意、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力、課題解決力、
基礎学力、専門性

•経団連、企業

愛嬌、運が強そうなこと、後姿

•松下幸之助



具体的にはどんな人？

どんな時でも、明るく元気に笑顔で挨拶できる人

•流通業、サービス業、営業
答えが見えにくいことにわくわくしながら挑戦し続けることの
できる人

•コンサル、SIer

開発に長時間を要する技術に、粘り強く飽きずに取り組める人

•設計技術者

初めての場所に行ってもすぐにその風土になじめる人

•シュルンベルジュ（世界最大の石油資源探査会社）



企業は皆さんの将来の可能性を重視して採用

過去

現在

未来

ある期間で頑張った取組の姿勢や内容（勉強や研究、ｻｰｸﾙ、ﾊﾞｲﾄ、地域貢献等）
↓
将来も同じように頑張ってくれるのではないかという期待

高校・大学で学んだり経験したことが、
そのまますぐに活かせる仕事は少ない
が、それらの経験は必ず将来役に立
つ。



高校や大学での学びのために

主体的に

•自分なりの目標を➡めざしたい生き方、仕事を考える

•知らない自分に気づく➡成長する

関心を持つ

•社会➡少子高齢化、地球環境、安全安心、科学技術等

•企業➡海外展開、新商品開発、法令順守、健康経営等

•人➡家族、隣人、友人、先生、企業関係者、行政関係者等

何故と問う

•本質を考える、目的を考え・手段を考える



仕事を考える
したいこと VS できること

人生観・就職観
志、幸せ、成長、好き、嫌
い、変化、刺激、多様、堅
実、納得、理念、時間、自
由、自律、お金、名誉

業種
農水、建設、自動車、電機、
医薬、食品、化学、流通、
金融、情報通信、公務

職種
営業、設計、製造、研究、
人事、経理、法務、総務

場所
首都圏、福島県、会津

能力
・社会人基礎力

（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力、踏み出す
力、考え抜く力）

・基礎学力

（英語、国語、数学、常識）

・専門能力

（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ、AI、IOT、ﾋﾞｯｸﾞ
ﾃﾞｰﾀ、可視化、統計、ｾｷｭﾘ

ﾃｨ、通信）

12＜したいこと＞ ＜できること＞



就活のポイント
●視野を広く、初めから狭く限定しない。
●いろいろな企業のインターン職業体験を。
●自分の強みを活かせそうな仕事を探す。
●企業研究、自己分析、面接などの準備を。

ICT（SIer、通
信、ゲーム

等）

農林水産

建設、電機

自動車

医療

食品

流通

商社

インフラ

エネルギー

公共

金融、その
他



参考 福島県の会社 その１
業種 企業名 場所 上場区分 備考

情報 アクセンチュア 会津若松市、首都圏 米国上場 コンサル

情報 シンク 会津若松市 非上場 会津大OB創業

情報 エフコム 郡山市 非上場 富士通系

情報 福島情報処理センター 郡山市 非上場

情報 東日本計算センター いわき市 非上場

情報 福島コンピュータシステム 郡山市 非上場

情報 アルパイン情報システム いわき市 非上場

情報 朝日ｼｽﾃﾑ 福島市 非上場

情報 アイズジャパン 会津若松市 非上場

情報 福島総合計算センターFSK いわき市 非上場

情報 福島県中央計算センター 福島市 非上場

情報 東邦情報システム 福島市 非上場 東邦銀行系

情報 デザイニウム 会津若松市 非上場 Web主体

情報 日本デジタル研究所 いわき市他 非上場 会計システム

情報 会津ﾗﾎﾞ（日本ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ） 会津若松市,東京 非上場

情報
ティービーケー・システムエンジニ
アリング

郡山市 非上場

情報 ウエッブレッジ 郡山市 非上場 検証

情報 コンピュータシステムハウス 郡山市 非上場 業績堅調老舗

電機 アルパイン いわき市・大田区 東証１ カーナビ・音響機器

電機 アルプス電気 いわき市・大田区 東証１ 電機部品

電機 NECプラットホーム 福島市・那須市他 非上場 旧NECﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ

電機 福島キャノン 福島市 非上場 インクジェットプリンタ

電機
三菱電機ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ製作所
郡山工場、鎌倉製作所郡山工場、
三菱電機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ郡山支所

郡山市 東証１ 総合電機メーカ

電機 村田製作所郡山 郡山市 非上場 旧ｿﾆｰｴﾅｼﾞｰﾃﾞﾊﾞｲｽ

電機 北芝電機 福島市 非上場 東芝系重電

電機 会津富士通ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ 会津若松市 非上場 半導体製造
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参考 福島県の会社 その２
化学 信越半導体（信越化学） 白河市 東証１ 半導体シリコン世界シェア

機械 会津オリンパス 会津若松市 非上場 内視鏡生産工場

機械 白河オリンパス 白河市 非上場 内視鏡生産工場

機械 シグマ 磐梯町・川崎市 非上場 カメラ・レンズ製造

機械 コマツ 郡山市・港区 東証１ 建設機械（油圧シリンダ）

機械 タンガロイ いわき市 元東証１ 切削工具世界シェア

機械 日特エンジニアリング 福島市・さいたま市 JASDAQ 巻線機世界一

機械 北日本金型 会津若松市 非上場 金型

住宅機器 クリナップ いわき市 東証１ キッチン等

医薬 日本全薬工業 郡山市 非上場 動物医薬業界首位

医薬 ﾉﾎﾞﾙﾃﾞｨｽｸﾌｬｰﾏ郡山工場 郡山市 非上場 外資系医薬製造大手

素材 三菱伸銅会津工場 会津若松市 元東証１ 三菱マテリアルグループ

素材 三菱製鋼広田製作所 会津若松市 東証１ 特殊鋼

素材 本田金属技術喜多方 喜多方市 非上場 シリンダヘッド等

素材 アサカ理研 郡山市 JASDAQ リサイクル、レアメタル

ｻｰﾋﾞｽ 富士ゼロックス福島 郡山市 非上場 ゼロックス販社

ｻｰﾋﾞｽ リオンドール 会津若松市他 非上場 スーパ

ｻｰﾋﾞｽ ダイユーエイト 福島市他 非上場 ホームセンター

ｻｰﾋﾞｽ 会津ゼネラル 会津若松市 非上場 GS、スポーツクラブ等

ｻｰﾋﾞｽ ハニーズ いわき市 東証１ アパレル

ｻｰﾋﾞｽ ゼビオ 会津若松市 東証１ スポーツ用品販売

ｻｰﾋﾞｽ 常磐興産 いわき市 東証１ ハワイアンズ

金融 東邦銀行 県内各地 東証１

金融 大東銀行 県内各地 東証１

金融 福島銀行 県内各地 東証１

金融 会津信金 会津若松市 非上場

その他 会津JA 会津若松市 非上場

その他 日本工営福島 須賀川市 東証１ 水力発電メーカ
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