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2014年3月卒業予定の大学生等の就職活動が本格的にスタートしました。
Ｕターン就職を考えている人もまだ迷っている人も、「新潟県内企業の情報が集まらない」「地元学生の方が有利？」
など、様々な不安を抱えていませんか？
就職活動を終え、Ｕターン就職を決めた先輩から、Ｕターン就職を決めた理由、情報収集の方法等Ｕターン就職に関する
体験談などを聞いてみました。

　大学では、観光とサービスを学んでいます。
　「人と接することがとても好き」。自分の性格を考えると、
人をおもてなしする仕事が合っているのではないかと考えて
いました。
　また、もともと「ウェディングプランナー」にあこがれ
ていました。きっかけは、出席した結婚式を担当していた
ウェディングプランナーとの出会い。それからは、夢のきっ
かけとなった企業で働きたい、というはっきりした目標を
持っていました。そして、念願が叶い、その企業から内定
をいただきました。
　いま生活している首都圏と新潟のウェディング業界を比
べると、首都圏の企業では、都内にある式場は利便性を
考えて駅の近くにあったり、規模の大きい企業だからこそ
可能なお客様のニーズに合ったサービスが提供できる等の
魅力があります。一方、新潟の方はゆとりがあり、広々と
した環境の中に式場があり、環境面では新潟の方がいい
と思いました。
　また、大学で観光やサービスというビジネスを学ぶ中で
地域の方々とふれあい、その方々が持つ「地元愛」を肌
で感じ、「自分も地元の皆さんをもてなしたい」と感じて
いました。それが、新潟に帰ろうと決めた一番の理由です。
　大学２、３年時にはキャリアセンターのサポートもあり、
婚礼衣装会社やホテルのロビーサービス等のインターン
シップに参加。実際の現場を経験したことで、さらに「こ
の仕事がしたい」という思いがより強くなりました。

廣田　真菜さん

夢は「ウェディングプランナー」

　就活中のピーク時には、説明会や採用選考のために、
月4、５回くらいの頻度で新潟に帰省していました。
　私の場合は早くから将来の目標があったので、Ｕターン
就活を見据え、大学３年時は就活に専念したいと考えて
いたので、1、２年時のうちにできるだけ単位を取得して
いました。
　その甲斐もあり、一度の帰省で比較的長く新潟に滞在
でき、効率よく活動できたと思います。

早い時期から計画的な
Ｕターン就活を実践

　企業研究に関しては、離職率にも注目しました。就職環
境が厳しい時代だからこそ、「ここ」と思った企業で長く
勤めたい。そんな思いから、実際に面接でも採用担当者に
その企業の離職率を尋ねることもありました。

志望企業の「離職率」にも注目

　新潟には、海、川、そして山もあり、自然環境に恵まれ
ています。また、四季豊かで、人もあたたかい。そして、
ごはんもおいしい。これだけ整っている環境はそうないと
思います。それぞれの場所には、いい面、悪い面があると
思いますから、働く上で自分に適した環境かどうかを見極
めながら、就活をしていくといいと思います。

離れてわかった新潟の魅力

　考える前に「まずは行動を！」
　就職活動はきついこともあると思います。しかし、周
りも学生も同じ思いをしているという気持ちで乗り切って
ください。

就活を行う皆さんへ　情報収集はインターネットを活用。主に、民間の就活支
援サイトを活用していましたが、掲載情報は限られている
ので、インターネットで「新潟」、「就活」といったキーワー
ドから県内企業を検索して、個別の企業ＨＰから情報を収
集していました。
　両親には、普段から将来の夢を話していたので、県内の
求人情報を送ってもらうなど、サポートしてもらいました。
　また、３年時から「にいがたＵターン情報センター」（※）
に利用登録していました。
　このほか、ハローワークの利用もおすすめです。ハロー
ワークに求人を出している企業には、電話で募集状況等を
直接聞くこともできます。

県外からの情報収集は工夫次第で
カバーできる！

新潟市出身
千葉県内の大学の観光学部に在籍
県内の冠婚葬祭企業に就職が内定している

にいがたで働く！
わたしがＵターン就職を決めた理由

　就職活動を始めた頃は、勤務地にこだわりはありません
でした。だから、Ｕターン就職は選択肢の１つ。首都圏と
新潟の両方で行っていました。しかし、就活をする中で、
両親の近くで働きたいという思いが芽生えました。
　内定先は金融機関。地元の佐渡にも支店がありますが、
就活で出会うまで意識していなかったせいか、その存在に
は気がついていませんでした。
　また、大学では日本文学を専攻しており、金融の専門
知識はほとんどありませんでしたが、企業説明会で内定先
企業に出会い、幅広い年代の方と接する機会の多い仕事に
魅力を感じ、Ｕターン就職を決めました。

飯田　みどりさん

就活の中で芽生えた新潟への思い
　２～４月のピーク時は説明会や採用試験のために、月に
３回程度、関東と新潟を行き来していました。私の場合、
実家は佐渡にあるので、新潟市まで戻ってきても佐渡まで
戻る余裕もなく、いつも日帰りでした。そこで、限られた
時間の中で効率的に活動するために、帰省時は新幹線と
高速バスを併用しました。例えば、大事な面接の日に万全
な状態で望むために、行きは新幹線を利用し、帰りだけ
はバスを利用するなど工夫していました。
　Ｕターン就活は、交通費の負担が大きくネックとなると
思います。私の場合は、交通費は両親にサポートしてもら
い、本当にありがたかったです。また、新潟の企業でも
大体の企業が東京で説明会や選考を実施しています。な
るべく東京で開催されるものに出席したことで、帰省は最
小限に抑えられたと思います。

Ｕターン就活にはそれなりの覚悟を

　毎年新潟へのＵターン就職を希望する多くの学生が、にいがたＵターン情報センター(P.5)を訪れます。
その中で、「卒業後は新潟に戻って働きたい」、地元の発展に貢献していきたいと思っても、「新潟には仕事
が少ないのではないか」、「Ｕターン就職は難しいのではないか」と疑問、不安を感じ、はじめからあきら
めてしまう学生と出会います。
　しかし、新潟には、学生が知らない、気がついていない「元気な企業」がたくさんあります。
　また、首都圏の学校に通う学生は、地元を離れた学生生活を通してたくましく成長し、新潟の外で培っ
た「強み」が一人一人にあります。そして、新潟の企業はその強みを求めています。
　にいがたＵターン情報センターは、新潟の企業情報、求人情報を提供するだけでなく、専門のスタッフ
がじっくりと就職相談をしていますので、新潟への道、一人一人のこれからの道を一緒に探していきましょう。
　スタッフ一同、皆さんのお越しをお待ちしています！

新潟へのＵターン就職をサポートします

　私は、主に民間の就職支援サイトを活用し、情報を集め
ました。また、個別の企業ＨＰにあたってみたり、実家に
帰省したときに地元紙に目を通して、新潟の情勢等を
チェックするように心がけていました。
　しかし、県外学生には新潟の情報が不足しがちです。
私は大学のキャリアセンターを活用し、不利な面をカバー
しました。
　また、県内の民間就職支援会社が都内でも就職関連イ
ベントを開催しているので、積極的に参加して、県内企業
の情報などを入手していました。

情報不足はキャリアセンターの
活用でカバー

佐渡市出身
都内の大学の文学部に在籍
県内の金融機関に就職が内定している

　大学のキャリアセンターを活用することをおすすめします！
　私は３年時の９月頃から就活に向け準備を進めてきま
したが、大学のキャリアセンターをよく利用しました。
キャリアセンターに行くと、同じ就活生が集まっているこ
ともあり、「自分も頑張らなくては」という意識が高まり、
とてもいい影響を受けることができると思います。
　そして、就活中、聞かなければわからないということが
沢山あると思います。受け身のままでは、何もわかりませ
ん。「わからないことは聞いてみる」という姿勢がとても
大切です。だから、まずは行動してみてください！

就活中の皆さんへ

にいがたＵターン情報センター

※新潟県が東京表参道・新潟館「ネスパス」に設置しているUターン就職の相談窓口（P.５）



　就職活動中は民間就職活動支援サイトを利用し企業情報を入手する機会が多いと思いますが、新潟労働局、新潟
県や市町村等県内の行政機関や各種企業団体が新潟県内の企業情報や合同企業説明会の開催情報を発信している
ことを知っていますか？
　ただ待っているだけでは情報は入ってきません。いろいろなツールを活用して、自分に合った企業を見つけてください。

情報
収集編
1 県内にはどんな企業があるの？

2 いつ・どこで合同企業説明会やセミナーの開催日程が知りたい！

就活お役立ちツール県外にいて
も

心配無用！

地域ごとの企業紹介サイト

行政機関・団体が企業を紹介しているサイト

便利情報

下越地域
①企業ガイドブックにいがた
②岩船郡・村上市雇用対策協議会

①相談、アドバイス、情報提供など専門スタッフがＵ・Ｉターン就職をトータルサポート
②新潟県内の最新の求人情報をチェック
③希望の求人があれば、その場で企業に取り次ぎます

http://www.niigata-kigyou.com
http://www.mu-cci.or.jp/koyou/

中越地域
①ながおか就職情報サイト
②見附市企業情報
③十日町市・津南町企業ガイド
④南魚沼市ＷＥＢ企業ガイド

http://www.naw-s.jp/
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/ctg/370162/370162.html

http://kigyouguide.info/index.html
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/kigyo/index.html

①上越企業ガイド
②柏崎職安管内雇用促進協議会HP
③企業ガイド糸魚川
④企業ガイドみょうこう

「新潟新卒応援ハローワーク」（新潟労働局）のHPでは、上記サイトにリンクしています。

①大卒等就職情報ＷＥＢ提供サービス（厚生労働省）
　学生・既卒者の方向けに、企業情報のほか求人情報を提供。 http://job.gakusei.go.jp/
②新潟発!!世界にチャレンジするものづくり企業「にいがたモノ・クリエイト」（新潟県産業振興課）
　生産高、販売高がトップクラスなどの県内注目企業を紹介。

③｢新潟県 看護のお仕事ステーション」（新潟県福祉保健課）
　県内の医療・介護施設の情報、及び各施設の看護職求人情報を発信。

④にいがたジョブカフェ（一般社団法人新潟県経営者協会）
　若者のための就職支援サービス。ジョブカフェ事業賛同企業の検索あり。

⑤株式会社 ホクギン経済研究所
　地域経済・産業の動向 などを調査。県内の地域・企業紹介のページあり。 http://www.heri.co.jp/
⑥新潟地域企業情報データベース（財団法人新潟IPC）
　新潟地域の主に製造企業を紹介。 http://niigata-ipc.or.jp/ipc/db/
⑦新潟市ソフトウェア産業協議会
　新潟市内でソフトウェア業を営む法人等が構成する団体。会員企業のリクルート情報あり。 http://www.nsic.jp/index.html
⑧つばめプロシアムネット（燕商工会議所）
　加盟する金属加工関連企業を紹介。 http://tsubame.protium.jp/
⑨Ｔｅｃｈ Ｎａｇａｏｋａ（長岡市）
　長岡地域の高度なものづくり技術を持つ中小関連製造業者を紹介。 http://www.tech-nagaoka.jp/
⑩ＮＡＺＥ（ナゼ）（長岡市産業活性化協会）
　企業・教育機関・行政などが参集して長岡エリアの活性化を目指す組織。会員企業を紹介。 http://www.naze.biz/
⑪上越ものづくり企業データベース（上越ものづくり振興センター）
　上越市内の製造業の保有技術や設備情報の掲載あり。 http://www.j-monodb.jp/

http://joetsukigyo.com/
http://www.hello-k-work.com/index.html

http://nunagawa.ne.jp/itonishi/
http://www.echigo.info/̃myoko/

上越地域

　新潟県、新潟市、長岡市では、Ｕターン就職をサポートする相談窓口を設置しています。県内企業・求人情報を提
供していますので、ぜひご利用ください。
　また、Ｕターン就活の不安、悩み等の相談にも対応しています。就職活動は誰もが初めて行うもの。わからないこと
があって当然です。お気軽にご相談ください。

相談編

新潟へのＵターン就職をサポート

新潟県「にいがたＵターン情報センター」

地元への就職を希望する学生やその保護者を対象に、情報提供や就職活動のアドバイス等を行う地域密着型のサポートシステム

新潟くらしのポータルサイト｢niiGet｣（新潟県）

プラス
情報

新潟トピックスでは新聞等に掲載された県内の
社会・経済動向も掲載。最新の新潟情報も入手
できます。

新潟 WORK NAVI（新潟労働局）

プラス
情報

｢新潟新卒応援ハローワーク」では就活応援メ
ニューを紹介。また「ハローワークインターネット
サービス」を利用すれば、県内企業の新卒求人を
チェックできます。
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表参道・新潟館ネスパス２F

▲

OPEN▲

TEL▲

アクセス▲

URL

10：30～18：30（火曜・祝日・年末年始を除く）
03-5771-7713
東京都渋谷区神宮前４-１１-７（表参道ヒルズとなり）
http://www.nico.or.jp/nespace/uturn.html

保護者・ご家族の方向けメルマガ配信中（要登録）

株式会社広報しえんが新潟市から委託を受け運営しています。

新潟市「新潟市学生就活相談デスク」

▲

対象▲

受付時間▲

アクセス

▲

TEL▲

メール

新潟市内での就職を希望される方及びその保護者・ご家族
平日 9：00～18：00（面談は事前予約が必要です）
新潟市中央区南笹口1-2-16 新潟CDビル2F
(㈱広報しえん内／新潟駅南口から徒歩10分）
0120-025-817
sodan@niigata-job.ne.jp

▲

日時・会場

▲

内容

平成25年１月７日(月）10：00～16：30 ながおか市民センター
　　　　２月５日(火）10：00～16：30 アオーレ長岡
企業情報の見方や選択方法のほか自己分析の方法、
応募書類の準備についてのセミナー

▲

申込み・問い合わせ
　ジョブカフェながおか
　0258-38-6181

｢ジョブカフェ」とは若
年者向けの総合就職支
援として、新潟県が設置
しているワンストップ
サービスセンターです。

ニイガタ

就活に役立つ最新情報のほか、長岡市で開催されるイベントなどを紹介。

㈱アルプスビジネスクリエーション新潟が長岡市から委託を受けて運営しています。

長岡市「ながおか就職・Uターンサポートデスク」

▲

対象▲

受付時間▲

アクセス

▲

TEL▲

メール

長岡市内での就職を希望される方及びその保護者・ご家族
平日 9：00～18：00
長岡／長岡市高見町549-１
　　  (㈱アルプスビジネスクリエーション新潟内）
東京／東京都大田区石川町２-28-８
　　  (㈱アルプスビジネスクリエーション内）
長岡／0258-25-0890　東京／03-3727-0115
you-nagaoka@abc-niigata.co.jp

ハイイナ

就職活動スタートセミナー 主催／ジョブカフェながおか

▲

日時・会場

▲

内容

平成25年２月３日(日）13：00～16：00
東京都立産業貿易センター台東館（東京都台東区花川戸２-６-５)
県外在住の看護学生や看護職員（保健師・助産師・看護師・准看
護師）向けの「病院就職ガイダンス」。県内約40の病院が参加し、
病院概要、採用計画の説明や就業相談を行います。

▲

問い合わせ先 新潟県福祉保健課看護人材係
025-280-5178

看護学生・看護職員病院就職ガイダンス『新潟ステキ☆病院発見会』主催／新潟県

利用無料

利用無料
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都内で新潟県等の官公庁と新潟県内の
民間企業による就職説明会を開催します

ＹＯＵターン就職フェア

詳しくは、新潟県ＨＰをご覧ください。

日　　時
対　　象
参加機関

〈官公庁編〉
平成25年１月12日（土） 11:00～17:00
平成26年４月採用対象者
新潟県・新潟市・県警察・県教育委員会・県病院局

会　　場 新宿エルタワー（新宿区西新宿）

日　　時
対　　象
参加機関

〈民間企業編〉
平成25年１月13日（日） 13:00～16:00
平成26年３月大学等卒業予定者
40社程度（予定）

若年者就職フェア
日　　時
会　　場
対　　象

参加企業

就職ガイダンスにいがた2014

平成25年２月21日（木） 13:00～16:30
朱鷺メッセ２F メインホール
平成25年３月大学等卒業予定者及び
社会人（概ね45歳未満）
50社程度（予定）

日　　時
会　　場
対　　象
参加企業

平成25年２月26日（火） 13:00～16:30
朱鷺メッセ２F メインホール
平成26年３月大学等卒業予定者
50社程度（予定）

申込
不要

参加
無料

入退場
自由

本誌に関するご意見・ご感想をおよせください！
新潟県産業労働観光部労政雇用課雇用対策班あて　E-mail ngt050050@pref.ni igata. lg.jp

information

Ｕターン就職する前は、
どちらにお住まいでしたか？

Question

北海道に４年間住んでいました。

新潟にＵターン就職した理由は何ですか？

大学が遠方だったため、新潟で就職す
れば家族も喜ぶだろうと思いました。

今の会社に入社した動機は何ですか？
Question

大学は経済学部、研究室は環境地理
学で『外来種と農業被害について』
をテーマに調べていました。農協は
まさに金融と農業が密接に関連して
いるので、学生時代に取り組んだこ
とや、資格や知識が生かせる職場で
あると思い志望しました。

新潟にＵターン就職して
良かったと思うことは何ですか？

Question

人混みが苦手なので電車ではなく、自宅
から車で通えることと、昔から馴染みの
ある風景なので行動しやすいことです。

趣味や休日の過ごし方は？
Question

Question

「よさこい」のチームに入っていて、主に「新
潟総踊り」というイベントを目指して仲間
と練習しています。練習は厳しくて大変で
すが、汗を流してみんなと踊るとリフレッ
シュできて、気持ちの切り替えに最適です。

どのように就職活動を進めましたか？
また、地元との行き来はどうでしたか？

QuestionQuestion

私は新潟に絞って就職活動をしていま
した。単位をしっかり取っていたので
就職活動中は大学への行き来はあま
りなく、実家から活動していました。

今の仕事内容とその魅力、
やりがいについて教えてください。

Question

窓口テラーはお客様の待っている
中、限られた時間の中で事務処理を
正確に行わなければならず、またお金
を扱う仕事なので常に緊張感を持っ
て取り組んでいます。お客様のニーズ
に合わせて応対する中で感謝された
り、「また来るよ」と言ってもらえたと
きは嬉しくやりがいを感じます。

学生へのアドバイスをお願いします。

早々と友達の就職先が決まっていくな
か、私は長期間とても苦戦しました。
焦りや不安など、たくさんあるとは思
いますが、笑顔を忘れないで乗り切っ
てください。

会社はどんな雰囲気ですか？

明るい挨拶でお客様を迎える職
場です。自分も負けないように笑
顔と挨拶を心掛けています。それ
からみんながお客様とコミュニ
ケーションをたくさん取っていま
す。事務的なやり取りに留まらず、
日常会話で心を開いてくれること
もあると思います。

今後の目標を教えてください。

セールストークを磨くことです。常に積極
的に声をかけることを心掛けていますが、
お客様に上手く切り返されてしまったとき
に、一歩引かずにかつユーモアを利かせて
もう一声掛けられるようになりたいです。

がんばれ後輩
先輩からのアドバイス！

Question

ＪＡ新潟市 石山支店 窓口テラー
寺田 舞さん（新潟市出身／入社２年目）

Question

Question

you

TURN

youTURN
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