
平成20年3月発行 

　就職活動の中で、経験により習得したＵターン就職のためのノウハウ、必勝法、成功談、失敗談
など、これからＵターン就職をする後輩達のために、ぜひとも何かを伝えたい！と思っている方を
募集します。今春大学等を卒業して、実際にＵターン就職をする方であればどなたでも結構です。
提供していただいた情報は、今後発行する本誌に掲載させていただきます。 
　募集される方は、下記労政雇用課まで直接お電話ください。 



■企業概要 

http://www.corona.co.jp

　当社は、日本に「石油ストーブ」という新しい文化を創造した加圧式石油ストーブの開発成功を起
点に、石油暖房機器メーカーのリーディングカンパニーとして発展してきました。独自の石油燃焼技
術をはじめとする様々な技術開発と創業以来のチャレンジ精神で、空調・家電機器や住宅設備分野
でも大きく躍進。住設分野では、世界初の自然冷媒（ＣＯ２）ヒートポンプ式給湯機「エコキュート」の
商品化に成功しました。これは、大気の熱を利用して効率よくお湯を提供できる給湯システムで、環
境保全やエネルギー資源問題の意識の高まりや、近年の「オール電化住宅」の急伸を背景に、クリ
ーンで、しかも高エネルギー効率を得られる画期的なシステムとして大きな注目を集めています。現在
は、「地球と暮らしにやさしい住環境の豊かさ」をテーマに、快適で健康な住環境をトータルに提供す
る新しい時代の『住宅設備機器メーカー』として新たな成長と飛躍を目指しています。また、家庭用
燃料電池をはじめとする新技術の研究や、水と空気の質に関わる新しい事業領域に関しての研究も
始まるなど、さらなるお客様の喜びを追及するために、すでにコロナの次の挑戦が始まっています。 

■求める人材 
　石油暖房機器とエコキュート。当社がこの２つの分野でリーディングカ
ンパニーとなり、トップブランドを確立できたのは、「お客様の喜び」の実
現のために社員一人ひとりが誠実に、そして真剣に努力するという創業
以来の精神が社風としてしっかりと受け継がれているからです。お客様
に感動していただくために、自らも素直に感謝する気持ちと、何事にも「明
るく・楽しく・前向きに」取組める姿勢を持ったみなさんとお会いできるの
を楽しみにしています。 

■学生のみなさんへ 
　一般的な企業イメージにとらわれず、自社説明会などに積極的に参加
して、自分のやりたいこと、企業と自分との「接点」を見つけてみてください。
就職活動は自分を見つめ直し、今後の人生設計の大切な活動です。今
後の人生に大きな影響があることに間違いありません。失敗も挫折も経
験されることと思いますが、焦らず、慎重に、ある時は大胆に行動してほし
いと思います。自らの目標を見極め、自信を持って頑張ってください。 

■企業概要 

http://www.issoku.jp

　昭和１９年の創業以来、お客様の様々なニーズに応える高精度・高品質の測定器・精密
機械部品を製造しているメーカーです。「ＩＳＳＯＫＵ」のブランド名を持つ当社の製品は、大
手自動車メーカーをはじめとする数多くの企業で使用されており、高い評価を得ております。
また、ものづくり日本大賞を受賞するなどＩＳＳＯＫＵは高い技術力が自慢の会社です。今年は
上海にも営業拠点を設け、国内市場だけではなく、世界をも視野に入れた「ＩＳＳＯＫＵ」へと
発展していきます。 
　ＩＳＳＯＫＵは地球環境の保全が重要課題であることを認識し、環境に配慮した事業活動を
展開することを目指しております。製造・営業活動だけに留まらず環境面においても積極的
に活動しています。平成１７年には本社工場でＩＳＯ１４００１を認証取得し、環境マネジメントシ
ステムの向上に努めています。 

■求める人材 
　ＩＳＳＯＫＵはものづくり企業として、日々進化し続けるさまざまなお客様
のニーズに応えてきました。そこには社員ひとり一人に「ものづくりへの
熱い情熱」、「満足しない挑戦し続ける姿勢」が受け継がれています。こ
んなものづくりへの思いを共感できる人は大歓迎です。みなさんが持って
いる「専門知識」、「意欲」また、「自由な発想」がプラスされＩＳＳＯＫＵは
さらに進化するのです。 

■学生のみなさんへ 
　「ものづくり企業」を思い浮かべるとどうしても、技術系の活躍の場が
多いと思いがちですが、事務系の仕事もたくさんあります。皆さんが学ん
だ専門知識を活かし、楽しく、やりがいを感じ、夢中になれる、そんな活躍
の場が「ＩＳＳＯＫＵ」にはあります。 
　昨年入社した新入社員も能力をのびのびと発揮し、どんどんスキルア
ップしています。こんな「ＩＳＳＯＫＵ」の仲間入りをしてみませんか。 

■企業概要 

http://www.echigoseika.co.jp

　「正解は？」「越後製菓！」のＣＭでおなじみの当社は、餅・米菓を主軸に、圧力を活用した
加工技術の開発等で他社が実現できない安全で美味しい商品を提供しています。 
　商品の発案・開発はもちろん、生産設備にいたるまで自社開発で、多くの若い社員が活
躍しています。 
経営方針：社会に役立つ企業、安心・安全な食品の製造 
Ｐ Ｒ：全商品保存料等無添加を貫き、安全・安心な食品 
生麺：長岡地域の食堂等の７割超で使用。学校給食は１００％ 
　　　商品開発に定評があり、個性的な商品群を有する 
米菓：ふんわり名人（新食感おかき） 
鏡餅：押すだけポン（業界初、容器から簡単に取り出せる鏡餅） 

■求める人材 
○自主積極的に仕事に取り組める人 
○組織の中の核となり、生き生きと行動できる人 
○明るく前向き、素直な人 

超高圧利用の食品製造技術で、自社商品の差別化 
パックご飯：越後のごはん→美味評価（製造ライン輸出） 
　　　　　　　　　　→長期保存後の美味評価（災害時備蓄用に採用） 
所在地：本社（長岡市）、工場（中越地区９工場）、営業所（全国１３
　　     営業所） 

■学生のみなさんへ 
　是非、会社説明会に参加してください。 
　工場見学を含む会社の説明会に参加し、職場環境を実際に自分の目
で見、雰囲気を感じて、会社選択の参考にして下さい。 
＊越後製菓（株）ホームページから、「就活ナビ」に入れます。 

　県内企業を皆さんはどれくらい知っていますか？ 
　就職活動　就職活動にパソコンが欠かせないアイテムとなった
今、情報収集は簡単にできるようになりました。その
反面、「情報がありすぎて何を見ていいのか分からない。」
「大事な情報や自分に合った企業を見逃してしまって
いるかもしれない。」そんな悩みはありませんか？ 
 
　今回は　今回は、見逃見逃してほてほしくないないNO1NO1やONLY1ONLY1を集めを集め
た「世界にチャレンジするものづくり企業」からのメッ
セージをお届けします。要チェックです！ 

　県内企業を皆さんはどれくらい知っていますか？ 
　就職活動にパソコンが欠かせないアイテムとなった
今、情報収集は簡単にできるようになりました。その
反面、「情報がありすぎて何を見ていいのか分からない。」
「大事な情報や自分に合った企業を見逃してしまって
いるかもしれない。」そんな悩みはありませんか？ 
 
　今回は、見逃してほしくないNO1やONLY1を集め
た「世界にチャレンジするものづくり企業」からのメッ
セージをお届けします。要チェックです！ 

株式会社コロナ 

株式会社第一測範製作所 

越後製菓株式会社 



■企業概要 

http://www.niigata-power.com/

　日本初の産業用ディーゼルエンジンを開発した新潟鐵工所の技術を継承し、ＩＨＩのグループの一
員として２００３年に設立されました。 
　当社は、お客様に安心して使って頂けるような発電用、車両用そして船舶用、原動機製品を提供
してきました。高性能は当たり前。製品のライフサイクルを通じて顧客に信頼してもらえる企業になる
ため、「客先クレーム“ゼロ”、仕損“ゼロ”、補償工事“ゼロ”」を企業理念としてお客様重視の
製品開発、技術サービスに努めています。最高のモノづくりの現場に出会える場所がここにはありま
す。エンジンを扱う機械系や、発電システムをつくる電気系はもちろんのこと、機械の制御を行う電
子系の技術者など、当社では様々な技術者が活躍しています。また、社員数も１，０００人弱の会社で
すので、それだけ一人ひとりの責任も大きく、若いうちからやりがいの大きな仕事をどんどん任されて
いきます。エンジンに関する仕事がしたい人にとって、幅広い活躍のフィールドを持った会社です。 
　そんな環境で社会人の第一歩を踏み出しませんか？ 

■求める人材 
○夢を叶えたい方 
○世界を股にかけて活躍したい方 
○真剣にエンジニアとしての成長を望んでいる方　 
○モノづくりの好きな方 
○この業界で活躍を目指している　 
○大きな仕事がしたい方 
○主体性・極性を持った方 

■学生のみなさんへ 
○企業にアプローチする方法はやる気次第でいくらでも作ることが出来
ると思います。 
○自分が希望する会社に入社して何が出来るのか、何をしたいのかを明
確にして、就職活動に臨んでください。きっと、良い結果に結び付きます。 

○就職活動では、自分の感覚や感性を大切にしてください。 

■企業概要 

http://www.cleantechnology.co.jp

　熱・紫外線・オゾン・赤外線・真空を要素技術として、液晶用製造装置を開発・設計・製造・
販売している技術開発型ベンチャー企業です。特にＨＰ－ＣＰ（加熱冷却）装置は、世界シェ
ア90%と高い評価を得ています。「アグレッシブチャレンジ、積極的挑戦」の精神と全社員の
チームワークで、平成2年の創業から１7年の短期間で急成長を遂げました。 

　当社には、特に優れた人はいません。ひとり一人が普通だからこそ、力
を合わせた結果良い製品が生まれました。同じ船に乗ったと思って一
緒に漕げる人です。 
○自立した人 
　与えられた仕事を、自分で考え、計画を立て、実行できる人です。 

■求める人材 
○「積極的挑戦」の出来る人 
　当社のモットーは、「アグレッシブチャレンジ」です。失敗しても構いません。失敗を恐れず
に果敢に挑戦する人です。 
○みんなと一緒に努力出来る人 

■学生のみなさんへ 
　具体的な企業を選ぶ前に、まず自分の未来像をイメージしてみましょう
（夢）。幸福そうな自分は、どんなふうに働いていましたか？どんなふうに暮
らしていましたか？それを実現するためには、どのような職種、どの企業が
最良の選択になるのでしょうか？そして、行動に移す際は、幸福は自分で
掴む、自分で作るものと考えて積極的にすると良いでしょう。 
　当社は、会社の発展と同様にひとり一人の社員が成長することが大
切だと考えています。 
　常に新しい技術・新しい製品を作り出す当社には、ひとり一人が積極
的に挑戦できるフィールドがあります。『挑戦』は、きっとあなたを成長させ
幸福に導いてくれるでしょう。 

■企業概要 

http://www.niigata-t.co.jp

　１９６０年に創立。新潟市に本社、工場を置き、全国のエンドユーザーに直接製品を販売し
ています。自社ブランドで、ＧＰＳ-ＡＶＭシステムを初めとする無線通信システムや、自動車教
習用のシミュレータなどの交通安全機器を設計開発・製造し、アフターサービスやメンテナン
スも自社の支店・営業所から直接お客様へ伺う一貫体制を敷いています。お客様と直接触
れ合う中で頂いたニーズは、すぐに製品に反映される形を取っており、オーダーメイドの仕様で、
あくまでもお客様に合った製品を個々に提供していくことが当社のモットーです。 
　営業職に限らず、設計開発職、製造職、セールスエンジニア職など、いずれもお客様と直
に関わった中で製品づくりが行われ、生み出した製品が社会のために役立っていることを実
感できる職場です。技術力とこれまで培ったノウハウを活かした営業力で、オンリーワン企業
を目指して邁進しています。 

■求める人材 
　設計開発職を本社工場で、営業職・セールスエンジニア職を支店・営
業所で募集しています。営業職は勿論、開発職でも製造職でも、基本は
お客様のお話をきちんと聞けること。明るくお客様に接し、お客様の気持
ち、ニーズを汲み取れる人。またお客様との約束を真摯に果たし、信頼さ
れるような責任感のある人。 
 
 

■学生のみなさんへ 
　出来るだけ自分の足で企業を訪問し、自分の目で会社や職場を見さ
せてもらうことが良い勉強になると思います。分からないところは良く教え
てもらいましょう。興味ある会社や業種・職種があれば、そこの年代の近
い先輩社員を紹介してもらって聞いてみるのも理解しやすい方法だと思
います。そんなことが出来るのは、この時期の学生さんに与えられた特権
のようなもの。夢を持って臨んで下さい。 

■企業概要 

http://www.yukiwa.co.jp

　１９４６年の創業以来、「人の和」を企業理念として、ドリルチャック、ツーリングシステム、Ｃ
ＮＣ円テーブル、割出台等の設計、製造、販売を行っています。特に工作機械や電動工具な
どに使われるドリルチャックは国内では８０％を超える圧倒的なマーケットシェアを誇り、世界
三大メーカーのひとつに数えられるまでに成長しました。特にその品質の高さは、アメリカのＮ
ＡＳＡにも認められスペースシャトルに当社のドリルチャックが組み込まれた電気ドリルが搭
載されて宇宙で故障した太陽観測衛星の修理に使用されました。 
　また、ドリルミルチャック、コレットチャック、円テーブル、割出台でも多種多用な製品を開発。
高品質、高精度を追求し合理化された生産ラインから常に信頼のおける製品を生み出し自
動車産業やハイテクを駆使する分野など、様々なものづくりの現場の中で常に高い評価を
受けています。 

■求める人材 
○大企業で歯車のひとつになりたくない人 
○明るく協調性に富み持続力のある人 
○相手に自分の考えをしっかりと伝えることができるコミュニケーション能
力を持った人 
 

■学生のみなさんへ 
　就職はその人の人生を決める重要な節目です。そのためにも自分の
性格、特性をしっかりと見極め、その上で職種を選び更に具体的に会社
を選択して下さい。また、会社を選ぶ時は、大企業ばかりに目を向けないで、
中小企業にも選択の幅を広げてください。皆さんの身近にも独自の技
術を持ち高い評価を受けている会社が必ずあるはずです。 
　是非、積極的に就職活動を行い自分で決めた目標に向かってチャレ
ンジして下さい。 

　県内企業を皆さんはどれくらい知っていますか？ 
　就職活動にパソコンが欠かせないアイテムとなった今、
情報収集は簡単にできるようになりました。その反面、「情
報がありすぎて何を見ていいのか分からない。」「大事
な情報や自分に合った企業を見逃してしまっているか
もしれない。」そんな悩みはありませんか？ 
　今回は、見逃してほしくないNO1やONLY1を集め
た「世界にチャレンジするものづくり企業」からのメッ
セージをお届けします。要チェックです！ 

新潟原動機株式会社 

クリーン・テクノロジー株式会社 
 

新潟通信機株式会社 

ユキワ精工株式会社 



■企業概要 

http://www.densei-lambda.com

　デンセイ・ラムダは、電子機器の心臓部とも言える「電源」を専業とした「スイッチング電源」
「無停電電源装置（ＵＰＳ）」を世界最高レベルで開発する、ＴＤＫグループのパワーエレクトロ
ニクスメーカーです。 
　当社の製品はあらゆる場面で社会インフラの根幹を支えています。 
「社会インフラの根幹を支える」といっても皆さんピンとこないでしょう。携帯電話、医療機器、
銀行のＡＴＭ、スーパーのレジ、あらゆる場面が電気によって動いている現代社会。電気を必要
とするすべての製品は「心臓＝電源」なしでは動かないのです。 
　それらの製品に命を吹き込む、それが「電源」の使命であり、安定した電力を供給することが
私たちデンセイ・ラムダの役割です。 
　国内標準スイッチング電源シェアＮｏ１．　産業機器向けでは世界シェアＮｏ１．と、今後も業界
のリーディングカンパニーとして飛躍していきます。 

■求める人材 
　実は当社製品の効率が１％改善されると、長岡市が使用する１ヶ月分
の電力消費量を抑えられます。自由な社風の中で自分たちの努力が環
境を守ることにつながるわけです。 
　１％の効率を追求する地味カッコいい仕事に情熱を注ぎたい方、環境
を守る仕事に共感を覚えた方、自由な風土で思う存分に能力を発揮した
い方、ぜひ当社の一員として一緒に成長していきましょう。 

■学生のみなさんへ 
　就職活動という大切な場面、皆さんは一つの岐路に立っていると思い
ます。だからといって慎重になり過ぎることはありません。自分で何色にで
も未来を描けるチャンスがそこにはあります。まずは心を澄ませて色々な
企業の話を聞いてみましょう。どこかで自分の心に響く企業との出会い
があるはずです。そして心に響いた企業との縁を大切にしていけば必ず
道は拓けます。皆さんが前向きである限り私たち採用担当がフォローしま
す。一緒に考えていきましょう。 

■企業概要 

http://www.macoho.co.jp

　マコーは「ウェットブラスト技術」という分野に約２５年間全力投球し、お客様の問題解決
係として貢献しています。「ウェットブラスト技術で世界をリードする」「ウェットブラストを世界
に普及する」これはマコーの目指すところです。より高い技術力と提案力に期待し、お客様か
らの依頼が舞い込む日々です。 
　ウェットブラストの基本は、「粒子と水と空気で物体の表面を加工する」こと。「地球に優し
い技術である」ことにあります。また粒子の大きさによっては「ナノ」の世界の加工が出来る
のです。ウェットブラストの用途はまだまだニッチですが、自動車業界等の特定分野において
は高い評価をされています。 
「ウェットブラスト技術で世界をリードする」という目標に向かって８０名の社員それぞれが自立
型で行動していることがマコーの特長です。 

■求める人材 
　マコーは「ウェットブラスト技術で世界をリードする」ために、この技術で
先頭を走り続けます。技術を進化させるために、研究開発に力を入れる
のはもちろんのことですが、社員一人ひとりがプロとしての意識を持ち、
人から「頼りにされる」社員へと成長出来る環境を用意しています。「現
状に満足せず常に未来を見て足りないところを創り出していく」「目標に
プラス思考で取り組む」このような気持ちを持っている方からの応募をお
待ちしています。 

■学生のみなさんへ 
　学生時代は知識を身につけることで評価されていましたが、社会人に
なると仕事の成果で評価されます。例えば「約束を守る」といってもただ
決められたことを実行するだけでなく、そこに「納期・品質・コスト」という
ものがプラスされるのです。まずは社会に出る心構えを持つことが必要
です。就職活動を通して社会に出る準備をしましょう。 

■求める人材 
○世の中にまだないものを生み出したい！ 
○グローバルな視点で仕事がしたい！ 
○今まで培ってきた知識を十分に発揮したい！ 
○成長する企業と共に、自分の力を伸ばしていきたい！ 
以上挑戦する意欲・開拓する意識をお持ちの方歓迎。 
 

■学生のみなさんへ 
　『就職』をするということは社会に改めて一歩を踏み出す大事なことで
す。 
　今後の人生設計を描くうえでの大切なスタートです。自分は何をやりた
いのだろう、何が自分にとって一番大切かを真剣に考えてください。会社
に『就職』することではなく、自分がしたい仕事を与えてくれるような会社
だろうかを心がけて就職活動をしていただければと考えます。 

■企業概要 

http://www.tokki.co.jp

　トッキの技術に世界が注目！ 
『有機ＥＬディスプレイ製造装置』を世界で初めて開発し、次世代のクリーンエネルギーとして
期待される『薄膜太陽電池製造装置』などの新技術への積極的なチャレンジで市場を創出・
拡大してきたメカトロニクスメーカーです。 
　ユーザーのさまざまな用途・要望にお応えするために最先端技術を駆使した独自性のある
製造装置を国内・海外の市場へ提供し、世界的な電子産業界へ貢献することで、新しい社
会を作る手助けをしております。 

マコー株式会社 

トッキ株式会社 

デンセイ・ラムダ株式会社 

詳しくはWebで 

世界にチャレンジするものづくり企業 

　県内には、世界的に注目注目される技術や技術やトップシェアをもつ元気なものづくり企業がたくさんあります。このよ
うな企業の技術や製品等を次の基準で選出したものです。 
○商品、製品、部品等の生産量や生産高が世界／日本トップクラス 
○業界ナンバーワンまたはトップクラスの優れた技術をもつ 
○特許権等を出願・取得後、その技術を活用して商品、製品等を生産し事業化している独自技術をもつ 
○著名な表彰を受けている 
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サービス業 

　「今まで志望はサービス業にしたいと思って
いましたが、その漠然としていたものが、イン
ターンシップを通じて将来についてよく考える
きっかけを与えてくれ、就職活動への意欲がも
てました。社会で仕事をしている人としてお客
様にも見られていると感じたので、良い緊張感
を持って取り組み、貴重な体験ができました。」 

マスコミ　 

　「以前から興味ある業界であったので、実際
どんな所であるかをこの機会を使って知りた
いと思い参加しました。自分の抱くイメージと
のギャップに気付き、さらなる理解ができたこ
とは就職活動に大変良い影響を与えてくれた
と思います。」 

 

金融業 

　「はじめは働くことに漠然とした意識しかな
かったが、インターンシップに参加するという
意識を持つだけで、将来についてよく考える
ようになった。業界について理解が深まったと
ともに、グループワークを通じて自分の意見を
相手にしっかり伝えることの大切さと相手の
意見を受入れる難しさを知った。」 

情報システム業 

　「ＳＥというものを目指すにあたって『スーツ
を着た大工』というイメージが不安だったが、
実際に現場を見てみると人間らしい職場で、私
の誤った考えを払拭できた。また現場と大学
のレベルの違いというものを見せられた。より
一層自分に磨きをかける必要があると再認識し、
日々目的を持って過ごせるようになった。」 

食品製造業 

　「大学で学んだことをこの企業で生かせる。
自分にはどんな企業が向いているか。自分に
足りないところを見つけ勉強するために参加
した。自分のやりたい職業についてしっかりと
見つめ直し、考えることができた。」 

福祉施設 

　「働くことはどのようなことなのかを知ること
ができた。これまで将来について深く考えた
ことがなかったが、この参加を機に考えること
が多くなりました。仕事をするということをは
じめて知り、大学とは生活リズムや意識など全
く違うんだと感じ、将来についても良い刺激と
なりました。」 今回紹介した企業の他にも県内には 

「世界にチャレンジするものづくり企業」がたくさんあります。 
詳しくは新潟県ＨＰで公開しています。 
ぜひチェックして今後の就職活動に役立ててください。 

今回紹介した企業の他にも県内には 
「世界にチャレンジするものづくり企業」がたくさんあります。 
詳しくは新潟県ＨＰで公開しています。 
ぜひチェックして今後の就職活動に役立ててください。 



　社会での活躍に必要なものは「社会人基礎力」だと言われます。具体的には就職した企業などで活動するのに必要
な基礎的な能力、「前に踏み出す力」（アクション）、「考え抜く力」（シンキング）、「チームで働く力」（チームワーク）
です。近年、せっかく就職したのに、短期で離職する若者の増加が大きな問題となっており、その要因の一つとして若
年者の職業観、就業意識の希薄化・多様化が考えられています。 
　こうした現状を踏まえ、学生が在学中に就業体験を通して社会や企業の実情を知り、仕事や職業に対する興味や関
心を高め、社会人基礎力の向上に結びつける「インターンシップ」が大いに注目されています。 
　「にいがたインターンシップ推進協議会」は、新潟県内２８０余の優良企業や諸団体の理解と協力のもとに「インター
ンシップ」を推進しており、多くの学生が３年生の夏休みを中心に１－２週間程度これらの企業や団体でインターンシッ
プに参加しています。 
　みなさん！　今年の夏休み「インターンシップの参加」を考えてみませんか。 

にいがたインターンシップ推進協議会 

希望する「企業」、あるいは「業種」「職種」は？　 
「こんな体験をしてみたい」？ 

新潟インターンシップ推進協議会にお電話ください! 
�025-234-1935 
ご希望の方には小冊子「やってよかったインターンシップ」を差し上げます。 

あなたの希望するところは、こちらにきっとあります。 

実際にインターンシップを体験した学生さんの報告レポートです。 
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1 新潟県へＵターン就職した理由 

　首都圏に住んでみて、新潟のよさを実感し、地元に貢献できる仕事に就きた
いと思いました。「美味しいごはんが食べたかった」というのも理由のひとつです。 

2 入社の動機 

　人事担当の話を聞いて、会社の雰囲気がいいと感じたこと、また、「米」とい
う新潟の特色を活かした仕事ができると思ったからです。 

3 仕事の内容 

　お米の集荷業務。肥料等の仕入販売。主に下越・県央地区の肥料販売店
を担当しています。 
　新米収穫時期は猫の手も借りたいほど忙しいです。 

4 仕事の魅力 

　入社してすぐに大きな仕事を任せてもらえて、重圧もあったけどやりきったこ
とで自信がついたし、今ではやりがいを感じています。 
　地元の人たちとの触れ合いが多いことも、とても楽しく感じています。 

5 就職活動について　（具体的な活動、自分なりの必勝法は） 

　自分を飾らず、正直に自分を出したほうが、次に進むことができたと思う。 
　面接官もプロですから、その辺はすぐに見抜かれると思います。 

6 新潟にＵターンしてよかったことは？新潟の魅力は？ 

　海や山など自然がたくさんあることですかね。田んぼもたくさんありますし、
食べ物も美味しい。 
　特にお米が美味しいことは仕事にも直結しているので、新潟最大の魅力だ
と思っています。 

7 学生へのメッセージ 

　就職活動は楽しくやったほうがきっとうまくいきます。 
　あと緊張しすぎないこと。ある程度慣れが必要ですかね。 

株式会社新潟ケンベイ 

藤井　翔真　さん 

県内ガイダンス情報 

　おぢや・きたうおぬま就職ガイダンス２００９ 
　日時　平成２０年３月２１日（金）13:30～16:00 
　会場　小千谷市総合体育館 
　【問】　ハローワーク小千谷　�0258-82-2441 
 
　糸魚川市内企業求人説明会 
　日時　平成２０年３月２３日（日）9:00～12:00 
　会場　糸魚川市役所 
　【問】　ハローワーク糸魚川　�025-552-0333 
 
　郷土就職希望者ゼミナール 
　日時　平成２０年３月２５日（火）13:30～16:30 
　会場　ロワジールホテル上越 
　【問】　ハローワーク上越　�025-523-6121 
 
　新発田・村上地域２００９大学等就職面接会 
　日時　平成２０年４月１８日（金）13:30～16:00 
　会場　新発田市地域交流センター 
　【問】　ハローワーク新発田　�0254-27-6677 
　　　　ハローワーク村上　　�0254-53-4141 
 
　十日町地域就職ガイダンス 
　日時　平成２０年４月２５日（金）13:30～16:00 
　会場　クロス１０ 
　【問】　ハローワーク十日町　�025-757-2407 
 
　南魚沼就職ガイダンス２００９ 
　日時　平成２０年４月２８日（月）13:30～16:00 
　会場　サンライズ南魚沼 
　【問】　ハローワーク南魚沼　�025-772-3157 
　 
　合同企業説明会 
　日時　平成２０年５月１４日（水）13:00～17:00 
　会場　新潟市産業振興センター 
　【問】　ハローワーク新潟（若者しごと館） 
　　　　�025-240-4510

　県外にいると県内の情報がなかなか分からない。どうやって県内企業の情報収集すればい
いのか分からない。首都圏と新潟県を往復しながらの就職活動は辛い。東京と新潟、どっちに
就職しようか迷ってる。そんなふうに思っている人は、ぜひ一度「にいがたＵターン情報センター」
に足を運んでみてください。 
　県内求人情報、Ｕターンに役立つサイト情報の上手な使い方など、Uターン就職のためのノ
ウハウをアドバイスします。 

先日、県内の大学生と話をしてきました。彼らはみんな「新潟が好き」とのこと。しかし、「新潟のどんな所が
好き？」と聞くと「う～ん…。」「なんとなく…。」といった感じ。「でも、新潟が好き！」だそうです。理由はない
けどここがいい。そんなふうに思えることが「ふるさとの魅力」なのかもしれませんね。 

にいがたＵターン情報センター利用者の体験談を紹介します。 

◆Ｕターン就職に向けた活動 

○情報収集は、帰省時に新潟日報をまとめ

て読みました。東京に住んでいると、新潟

にどんな企業があるのかという情報も少な

いため、まず、日報で興味のありそうな企

業をピックアップし、インターネットで詳しい

事を調べました。 
○就職に関する疑問や不安は、学校の就

職部の担当の方と何度も話し合い、解決

させました。他にもハローワークやＵターン

情報センターなどは、積極的に利用した

方がいいと思います。活動が本格化した３・

４月頃は実家を拠点にして活動しました。 

◆これから就活を始める人へのアドバイス 

○就職活動を楽しむこと。例えば、面接会

場の近くの美味しいお店を探しておき、

帰りにご褒美に寄るなど。苦しいと思って

やるよりも楽しんでやる方が面接にもい

い影響が出ると思います。 

◆面接必勝法 
○基本的に必勝法はありません。質

問に対して正しい回答をしようと考

えると、緊張したり難しく考えたりしま

す。しかし、正しい回答なんて多分

ありません。自分がどう考えているか

を、相手の目を見て、相手に伝えよう

とすることが大切なのだと思います。 

　就職活動をしていると、何度か壁に

ぶちあたると思います。そんな時は自

分だけで考え込まず、家族、友人、Ｕタ

ーンセンターのスタッフに吐き出してく

ださい。１人で悩むことは良いことでは

ありません。Ｕターン就職は、関東にい

るとお金も時間もかかり、体力も消耗

します。辛いことはたくさんありますが、

常に笑顔と元気を忘れずに！ポジティ

ブ精神で頑張ってください！ 


