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さあ、いよいよ就職活動本番！ 積極的に動くことが成功のカギ！

先輩たちが振り返る、
Uターン就活

伊藤さん（以下、伊）：僕は、将来は新潟に
戻ってくる予定で進学しました。住み慣
れた街を離れたくなかったですし、県外
へ出たのは進学先の都合だったので。
池田さん（以下、池）：私も服飾の勉強
がしたくて東京の大学へ進学しました
が、卒業後は新潟に戻ってくるつもりでい
ました。
大矢さん（以下、大）：私は進学した当時は将来や就職のことは深く
考えていなかったですね。Uターンするかどうか考え始めたのは、3
年生になってからです。
池：親から「戻ってきなさい」と言われていたわけではないですが、東
京に住んでみて、「このまま東京に住み続けるのは無理だな…」とも
思いました。将来のことを考えると、親の近くに住んだほうがいいか
な、と。
大：私は東京がダメだったというわけではなく、親も「好きにしていい
よ」と言ってくれていたのですが、いざ戻ってくると「新潟は住みやす
いところだな」と感じますね。
伊：僕もそう思いますね。夏は海水浴、冬はスノーボードも楽しめま
すし。この間も友達と行ってきましたよ！地元にいるとプライベートが
充実しますね。

3月からは企業の説明会などが行われ、就職活動が本格的になっていきます。
お子さんはこれから、どのような日々を過ごすことになるのでしょうか。
その参考となるよう、昨年の3月に大学・大学院を卒業し、新潟に帰って
働き始めた3名の先輩に、自身が経験した就活について振り返っていただきました。

新潟にUターン就職して、
新潟の住みやすさを実感しています

池：私は就職活動を始めるのは比較的遅かったです。3年生の秋ごろ
から新潟の企業を調べ始めて、3月には就職したい業界が決まりまし
た。リクナビなどの就活サイトにも登録したんですけど、大手企業ば
かりで私の希望とは合わなかったのであまり見ていませんでしたね。
大：私は東京での就職活動と新潟での就職活動を並行していまし
た。3月は合同企業説明会があって、そこで気になった企業を調べ
て、エントリーシートを提出して、4月頃から面接を受けていました。
池：6月に朱鷺メッセで行われた合同企業説明会には行きましたね。
大：あ、それ、私も行った（笑）。
池：私はやりたいことが決まっていたし、周りもそんな感じだったの
で、あまり焦っていなかったですね。
大：私は内定がもらえなくて焦っていました。今考えると、何がやりた
いのかよくわからないまま就活を始めていたので、それが企業に伝
わっていたのかも。結果、東京では全敗でした。
伊：僕も連敗続きでした。第一希望は理系の研究職だったんですけ
ど、落ちてしまって。その後、研究したことが活かせる業界を片っ端か

ら受けていたんですけど、うまくいきませんでし
た。そんな中、説明会である業界に出会っ
て、興味を持ったんです。それが今働いて
いる会社ですね。
大：東京での就職活動中に、新潟の企
業も視野に入れ始めて、授業のない日
に表参道のにいがたUターン情報セン
ター（ネスパス2F）に行きました。
池：私も行きました。企業の探し方や求人

票の見方など、相談員の方と話をしながら教えてもらいました。
伊：僕は新潟駅の近くにある新卒応援ハローワークに併設されてい
る「ジョブカフェにいがた※」のお世話になりました。新潟で説明会や
面接がある度にジョブカフェも予約して、面接の練習をしたり、アド
バイスをもらっていました。
池：やはり大学も地元のことは分からないので、こういった所でのア
ドバイスは頼りになりましたね。　　　　　※P5の相談窓口で紹介しています。

伊藤 圭吾さん
新潟市出身／2016年、石川県内の大学院を卒業

池田 紗祐里さん
新発田市出身／2016年、東京都内の大学を卒業

大矢 彩乃さん
長岡市出身／2016年、東京都内の大学を卒業

情報やフォローが少ないのでにいがたUターン
情報センターやハローワークを利用しました

池：私が新潟へのUターン就職で一番
困ったことは、企業探しですね。やりた
いことは絞れていたのですが、企業名
がわからない。そして中小企業になる
と、情報がなかなか見つからないんで
す。にいがたUターン情報センターで
会社を調べて、１社１社ホームページを
見たりしましたが、会社の中身や雰囲気、新
卒採用をしているかどうかも分からない。今思え
ば、直接電話をして実際に訪問させてもらえばよかったですね。
大：そうですね。私も今の会社に入社したいと思ったのは見学会の
影響が大きいです。
池：社会人になってから分かったことですが、同じ業界ならば会社の
中身も似たようなものかと思っていたら、会社が変われば雰囲気も、
経営方針も、全く違うんですよね。
伊：僕は新潟と石川を往復するのが大変でした。説明会や面接はな
るべくまとめて入れるようにはしていたのですが……。
大：私は4年生の9月に内定をもらったのですが、伊藤さんは？
伊：僕も9月でした。就活中は1週間に1度は新潟へ帰ってきてい
て、日中に研究を終えて、夜の高速バスに飛び乗ったりすることもあ
りました。夏を過ぎる頃には体力も消耗し、就活のピークも終わって
しまって、だんだんしんどくなって、心が折れかけましたね。
池：私は東京と新潟を往復したのは4回くらいでした。少ないですか
ね…（汗）。
伊：いや、当時は必死だったので気が付かなかったですけど、今考え
ると本当に詰め込みすぎだったなと。最終的には、計15社くらい受
けたでしょうか。授業も研究もなければこの位は普通なんでしょうけ
ど…。気持ちの余裕がないまま受けるのも良くないですね。でも、最
後まで諦めないでよかったです。今は納得できる就職ができたと
思っています。

お話を伺った先輩たち

やりたいことを

はっきりさせて、

就活に臨もう！

やりたいことを

はっきりさせて、

就活に臨もう！

新潟はやっぱり

住みやすいです
ね！新潟はやっぱり

住みやすいです
ね！

◀池田さん…手帳

大矢さん…手帳

大切なスケジュール管理！
先輩たちはどうしてた？

CHECK!

▼

▲伊藤さん…カレンダー

「手帳なら、授業と就活とプライベートを一度
に確認できますし、スマホは電池が切れたり、
電波が届かなかったりすると怖いので」

「僕は研究があったので、書き
込む欄の大きいシンプルなカ
レンダーを研究室に貼ってい
ました」

「周りの就活生もほとんどが手帳でしたね。
就活専用の手帳を使う人もいましたよ」



伊藤さん（以下、伊）：僕は、将来は新潟に
戻ってくる予定で進学しました。住み慣
れた街を離れたくなかったですし、県外
へ出たのは進学先の都合だったので。
池田さん（以下、池）：私も服飾の勉強
がしたくて東京の大学へ進学しました
が、卒業後は新潟に戻ってくるつもりでい
ました。
大矢さん（以下、大）：私は進学した当時は将来や就職のことは深く
考えていなかったですね。Uターンするかどうか考え始めたのは、3
年生になってからです。
池：親から「戻ってきなさい」と言われていたわけではないですが、東
京に住んでみて、「このまま東京に住み続けるのは無理だな…」とも
思いました。将来のことを考えると、親の近くに住んだほうがいいか
な、と。
大：私は東京がダメだったというわけではなく、親も「好きにしていい
よ」と言ってくれていたのですが、いざ戻ってくると「新潟は住みやす
いところだな」と感じますね。
伊：僕もそう思いますね。夏は海水浴、冬はスノーボードも楽しめま
すし。この間も友達と行ってきましたよ！地元にいるとプライベートが
充実しますね。

池：私は就職活動を始めるのは比較的遅かったです。3年生の秋ごろ
から新潟の企業を調べ始めて、3月には就職したい業界が決まりまし
た。リクナビなどの就活サイトにも登録したんですけど、大手企業ば
かりで私の希望とは合わなかったのであまり見ていませんでしたね。
大：私は東京での就職活動と新潟での就職活動を並行していまし
た。3月は合同企業説明会があって、そこで気になった企業を調べ
て、エントリーシートを提出して、4月頃から面接を受けていました。
池：6月に朱鷺メッセで行われた合同企業説明会には行きましたね。
大：あ、それ、私も行った（笑）。
池：私はやりたいことが決まっていたし、周りもそんな感じだったの
で、あまり焦っていなかったですね。
大：私は内定がもらえなくて焦っていました。今考えると、何がやりた
いのかよくわからないまま就活を始めていたので、それが企業に伝
わっていたのかも。結果、東京では全敗でした。
伊：僕も連敗続きでした。第一希望は理系の研究職だったんですけ
ど、落ちてしまって。その後、研究したことが活かせる業界を片っ端か

ら受けていたんですけど、うまくいきませんでし
た。そんな中、説明会である業界に出会っ
て、興味を持ったんです。それが今働いて
いる会社ですね。
大：東京での就職活動中に、新潟の企
業も視野に入れ始めて、授業のない日
に表参道のにいがたUターン情報セン
ター（ネスパス2F）に行きました。
池：私も行きました。企業の探し方や求人

票の見方など、相談員の方と話をしながら教えてもらいました。
伊：僕は新潟駅の近くにある新卒応援ハローワークに併設されてい
る「ジョブカフェにいがた※」のお世話になりました。新潟で説明会や
面接がある度にジョブカフェも予約して、面接の練習をしたり、アド
バイスをもらっていました。
池：やはり大学も地元のことは分からないので、こういった所でのア
ドバイスは頼りになりましたね。　　　　　※P5の相談窓口で紹介しています。

大変なのはスケジュール管理
体調や金銭の管理も

池：私が新潟へのUターン就職で一番
困ったことは、企業探しですね。やりた
いことは絞れていたのですが、企業名
がわからない。そして中小企業になる
と、情報がなかなか見つからないんで
す。にいがたUターン情報センターで
会社を調べて、１社１社ホームページを
見たりしましたが、会社の中身や雰囲気、新
卒採用をしているかどうかも分からない。今思え
ば、直接電話をして実際に訪問させてもらえばよかったですね。
大：そうですね。私も今の会社に入社したいと思ったのは見学会の
影響が大きいです。
池：社会人になってから分かったことですが、同じ業界ならば会社の
中身も似たようなものかと思っていたら、会社が変われば雰囲気も、
経営方針も、全く違うんですよね。
伊：僕は新潟と石川を往復するのが大変でした。説明会や面接はな
るべくまとめて入れるようにはしていたのですが……。
大：私は4年生の9月に内定をもらったのですが、伊藤さんは？
伊：僕も9月でした。就活中は1週間に1度は新潟へ帰ってきてい
て、日中に研究を終えて、夜の高速バスに飛び乗ったりすることもあ
りました。夏を過ぎる頃には体力も消耗し、就活のピークも終わって
しまって、だんだんしんどくなって、心が折れかけましたね。
池：私は東京と新潟を往復したのは4回くらいでした。少ないですか
ね…（汗）。
伊：いや、当時は必死だったので気が付かなかったですけど、今考え
ると本当に詰め込みすぎだったなと。最終的には、計15社くらい受
けたでしょうか。授業も研究もなければこの位は普通なんでしょうけ
ど…。気持ちの余裕がないまま受けるのも良くないですね。でも、最
後まで諦めないでよかったです。今は納得できる就職ができたと
思っています。
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就職活動に必要な
お金はどのくらい？

Uターン就活生はこれより多くかかるかも…？

平均費用

就活スーツはもう１着あると◎
被服費 平均費用　39,132円

138,763円

就活には、どのくらいのお金がかかるかご存じですか？Uターン
を希望するなら、必要なのが何といっても交通費。また、書籍代
や昼食代など、思わぬ出費もかかります。アルバイトや貯金で
まかなった学生もいますが、できるだけお金の心配をせずに集
中できるよう、必要に応じて支援してあげましょう。

できればリクルートスーツはもう１着あると便利
です。汗をかく

時季に日程が重なることもありますし、アパート
と実家にそれぞ

れ置いておいたりもできます。

※出典…2017年度キャリタス就活 学生モニター調査結果より

業種や企業によって試験内容が全く異なることも

資料費 平均費用　8,683円

新聞購読料、就活関連書籍、筆記対策の参考書などです。特に筆記試験
はさまざまな種類があり、最初に買った入門編の1冊では足りなくなるこ
ともあるようです。

スマホだけでの就職活動は厳しい
備品代 平均費用　9,339円

リクルートスーツ以外にも、カバン、パソコン、手
帳などの備品が必要。ス

マホの予備バッテリーもあると安心です。

有料講座を受講する学生も

有料講座受講費 平均費用　5,520円

人数は多くはないですが、特定の業界を目指すためのセミナーや、有料の就活講座を受講する学生も見られます。

普段と比べて外出が多くなるため出費がかさむ
その他諸経費 平均費用　4,283円

パソコンやスマホの通信費をはじめ、履歴書や送
付のための封筒代や切手

代、証明写真代、タクシー代、待ち時間の喫茶店
でのお茶代、ランチ代な

ど…。交通費や飲食以外にも、ある程度の予備費
を見込んでおきましょう。

スケジュー
ル、

お金、体力
、

気持ちに余
裕を！

スケジュー
ル、

お金、体力
、

気持ちに余
裕を！

必要に応じて経済的なサポートを！

全国平均額 首都圏で就活した学生含む

伊藤 圭吾さん池田 紗祐里さん大矢 彩乃さん

最後まで妥協しない、
あきらめないで、がんばろう！

就活費用の多くを占めるのが交通費

交通費・宿泊費 平均費用　71,807円
首都圏で就活をした学生も含む平均額なので、Uターン就活生はこれ以上かかると考えておいた方がよいでしょう。高速バスを使う学生が多いようですが、体力を消耗しすぎないよう配慮を。
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2019年
卒業予定の
皆さん

そろそろ考えてみませんか？

今年の夏は　　 で
　　　　　　　　 に参加しよう！

この春から大学3年生（大学院1年生）になる皆さん、
そろそろ夏休みのインターンシップについて考えてみませんか？ 
地元でのインターンシップなら、帰省も兼ねられるのでオススメです！

インターンシップは自己管理や
コミュニケーションを学べる絶好の機会でした！

大学3年の春から夏にかけて、周囲の友達がインターンシップに参加して
いるのを見聞きして「私も何かしなくちゃ」と焦りを感じました。そこで、秋
に、とある自治体の地域PR動画を作成するプロジェクトに参加。さまざま
な人と関わる中で、自分の考えを伝えるにはどうしたらよいのかを学びまし
た。この経験は就活時には人事担当者や面接官の会話の中でも役に立ち
ましたし、働き始めた今では世代の違う上司や先輩、お客様とのコミュニ
ケーションの場で活きています。

希望している業界・企業なら理解度を各段に深めることができ、志望動機や自己PRへと
活用することができるでしょう。自分がどの業界や業種に向いているのか確認もできます。
また、「社会人として働くこと」がどういうものなのか、具体的に体験できます。ビジネスマ
ナーはもちろん、仕事に必要な知識や技術、意識を確認することで、今後の就活を有利に
進めることができます。

5月頃から夏休みのインターンシップの説明会が始まります。大学の就職課・キャリアセン
ターでは、大学オリジナルのインターンシッププログラムへの申込みや、単位取得の手続
きができることもありますので、まずは相談してみては。また、「にいがた就職応援団ナビ」
などの就活サイトにはインターンシップ情報が多く掲載されていますので見てみましょ
う。右ページのにいがたUターン情報センターでも情報を提供しています。

まず、Uターンを希望している学生は、地元企業の情報をいち早く集めることができるた
め、業界研究や企業研究など、就活ステップを一歩リードすることができます。また、Uター
ンするかどうか決めていない人も、帰省も兼ねてとにかく参加してみては。初めて社会人
として働くことは、緊張もあって非常に疲れます。実家なら、食事などのサポートがあって
安心ですね。

インターンシップとは、学生が企業で一定期間、実務を体験するもので、就職でのミスマッ
チをなくすために生まれた制度です。アルバイトと異なる点は、職業意識の向上や適性の
見極めが目的であることと、無報酬のケースがほとんどであること。企業側にとっても、優
秀な人材確保や、適性を判断して欲しいとの思いから、さまざまなプログラムを提供して
います。

地元
インターンシップ

インターンシップとは？

インターンシップに参加するメリットは？

どうして「地元」でインターンシップがいいの？

情報はどうやって手に入れる？ 申し込み方法は？

事前マナー講座、動画編集講座

発注元である自治体ヒアリング

事前調査
企画書作成、担当者へプレゼン

シナリオ作成、撮影、編集、修正

自治体で上演・報告会

インターン実践報告会

12月

1月

2月

3月

◎週1～2回、ミーティングや取材、月
1回の

　進捗報告

インターンシップ、

その形式はいろいろ
！

鵜野 梨奈さん
2016年3月卒業／新潟市出身

センパイ
VOICE

セミナー型インターン
座学やワークを通して、業界や企業の
業務内容などについて理解を深める
タイプのインターンで、期間は1～3
日ぐらいの短いものが多いです。

プロジェクト型インターン
「新規事業を立案してください」「この
商品のマーケティング案を考えてくだ
さい」などと何らかのテーマを与えら
れ、それについてグループで取り組む
タイプのインターンです。期間は1～
2週間程度のものが多いです。

就業体験型インターン

業務に実践的に関わるタイプのイン
ターン。会社の一員として働き、社会
人とはどのようなものか体験すること
ができます。期間は1か月以上、夏休
みを丸々使うケースもあります。

1

2

3

鵜野さんのインターンシップ
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にいがたUターン情報センター
「卒業したらUターンしたいけど、新潟には企業があるの？」そんな皆さんはにいがたU
ターン情報センターへ。東京にいながら、新潟県内の企業情報を集めることができま
す。また、新潟県が行う就活支援策やU・Iターン就職関連イベントもご紹介。
先輩たちの過去の就職事例の紹介、履歴書やエントリーシートの添削、
面接のアドバイスなども行っていますので、上手に活用しましょう！

迷ったり、悩んだりしたら…専門窓口に相談して突破口を開こう！

上手に利用しよう、
就職活動においては自分で企業を調べて探し、考え、悩むことも大切ですが、
効率よく進めるためには、専門窓口を利用するのも一つの手。
特に県外の学生は新潟の企業や県内で開催される就活イベントなどの情報が
集まりにくいため、積極的な利用をオススメします。

東京都内の大学生です。Uターン就職も選択肢の一つ
にしていますが、情報量が少なくて決めきれません。

新潟県内企業の情報のほか、過去の就職事例も提示。
県内の就職事情を熟知した専門スタッフが、
相談に応じます。

大学は県外ですが東京ではないため、
情報をどこで集めたらいいかわかりません。
また、地元には企業があまりありません。

住んでいる地域ではなく
「就職したい地域」の相談窓口、
もしくはハローワークを活用しましょう。

にいがたUターン情報センター

例えば、こんな相談も...
●新潟県内にはどんな企業があるか、とりあえず知りたいのですが…
●ある業界を志望しているけれど、新潟県内に該当する企業・求人はありますか？
●履歴書やエントリーシートを見てもらいたい
●新潟で就職するか、東京で就職するか、決めかねている

新潟市学生就活相談デスク　　　　  での就職を
希望する人は…

Uターン相談窓口

Qお悩み
Aお答えします！

とは？

検索にいがたUターン詳細は

https://www.facebook.com/pref.niigata.uturn

10：30～18：30 03-5771-7713

niigata_u-turn@pref.niigata.lg.jp

東京都渋谷区神宮前4-11-7
表参道・新潟館ネスパス2F

住

時
休

☎

0120-025-817
新潟市中央区南笹口1-2-16 新潟CDビル2F　㈱広報しえん内
平日9：00～18：00（土・日・祝、お盆・年末年始は休み）

住
時

☎

ながおか就職・Uターンサポートデスク
0120-7505-14
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支店内
平日9：00～17：00（土・日・祝、お盆・年末年始は休み）

住
時

☎

025-526-3310
上越市本町3-4-1 センバンビル３F
平日8：30～17：00（土・日・祝・年末年始は休み）

住
時

☎

柏崎U・Iターン情報プラザ
0257-47-7333
柏崎市駅前2-1-57（イトーヨーカドーマルダイ柏崎店向かい）
10：00～18：00

住
時

☎

新潟新卒応援ハローワーク学生および学校卒業後
　　　　　　  の就職活動を支援！

　　　　　での就職を希望する方へ、
就職関連情報をお送りしています！

025-240-4510　　新潟市中央区弁天2-2-18 新潟KSビル2F
平日9：30～18：00（土・日・祝、年末年始は休み）時

※キャリア・カウンセリングや面接対策等の相談ができる「ジョブカフェにいがた」も併設

公益財団法人新潟県雇用環境整備財団

住☎

新潟市内

　　　　  での就職を
希望する人は…
長岡地域

　　　　  での就職を
希望する人は…
柏崎市内

3年以内の方

上越地域

火曜・祝日・年末年始

そのほか、就職を希望する市町村の窓口へお問い合わせ下さい。また、各地域のハローワークでも新卒就活の相談に応じています。
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　3月から就職活動が本格的になってきていますね。最
近の就活は短期決戦化しており、合同企業説明会、個別
の企業説明会、試験＆面接が同時に進みます。就活生の

スケジュールはこの時点でぎっしりと詰まっているでしょう。社会人と
のコミュニケーションにも慣れていない上に、朝から夕方まで予定が
入っていますから、お嬢さんは疲れ切っていることと思います。お子さ
んとの関係やタイプにもよりますが、そこに「今日はどうだったの？」
「明日はどこを受けるの？」と聞くと、お嬢さんをますます疲れさせてし
まうかもしれません。
　ですから親御さんにできることは、労をねぎらうことと、気持ちを楽
にしてあげることです。いつも通りに振る舞うのはもちろんですが、就
活とは関係ない話題を振ったり、外食に誘ったりして気持ちを切り替
えさせるのもいいですね。
　選考が始まると、不採用の通知を受けて落ち込むこともあるでしょう。
連戦連敗が続いてネガティブスパイラル（負の連鎖）に陥ってしまった時
は、親の出番です。お子さんの良いところを一番知っているのは、何といっ
ても親。子どもの頃のエピソードや、「あのときあなたはこうだった」と話す
ことで、自信を取り戻したり、何か気づくことがあるかもしれません。

プロに聞く!

現代の就職活動には「親子の会話が大切」と言われても、相手
はもう立派な大人。実際にはどのように声を掛けたらよいので
しょう？ このページでは、「実際にこんな場合はどうしたらい
い？」というケースに、具体的にお答えいただきました。

A

Q
東京の大学に通う大学４年生の娘が
Uターン就活のため頻繁に帰ってきます。
大抵は翌日に面接を控えていたりしているので、
ナーバスになっているようです。
こんな時、どのように接するのがよいでしょうか？
何かできることはありますか？

　左の質問でも答えたように、就活期間が短縮され短
期決戦になっているので、あまりたくさんの企業を受け
られないのが現実です。お兄さんの時よりも少なくなっ

ているのは仕方ないかもしれません。ただし、就活は数年前より売り
手市場になってきてはいますが、内定をいくつもとる学生と、そうで
ない学生に二極化している状況は変わらないので、あまりに受ける
企業数が少ないと心配です。
　また、私から見て「非常にもったいない」と思います。新卒での就
活は多くの業界・企業を見て、視野を広げられる絶好のチャンスで
す。さまざまな企業を見たり、人の意見を聞いたりしていくうちに、新
たな出会いや気づきもあるでしょう。内定を早くもらえばよいという
ものではありません。大切なのは企業と本人の「相性」です。第一志
望は変わらないとしても、多くの企業を見ておくことは今後の人生
に大きく役立つはずです。
　ただ、第一希望の会社を受ける前に他社から内定をもらうことも
あるかもしれません。そんな時は企業に失礼がないよう、大学とよく
相談しましょう。新卒での就活は一生に一度きり。納得できる活動を
してもらいたいですね。

A

Q
県外の大学に通う４年生の息子。3才違いの兄がいますが、
兄の時より売り手市場になってきているようで、
受けている企業の数が少ないのではないか？と思います。
全て落ちてしまったらどうするのかとも思いますし、
就職環境が改善しているのであればなおのこと、
もっといい企業に挑戦してほしいと思うのですが。

「親活」相談室
浅井 友和さん

答える人

㈱アルプスビジネスク
リエーション 法人サ
ポート課。長岡市を中
心に新卒採用のお手伝
いなど人材サポートを
手がける。県内・外の大
学へ出向き、企業・求
人などの情報提供を行
うとともに、就職ガイダ
ンスなどの企画・運営、
就職アドバイザーも務
める。

繰り返しになりますが、親御さんは経済的・精神的な
支援でお子さんを支えてあげてください。Uターン
就職では、3月以降は地元に貼り付くという学生も増
えてきます。大学の就職課へはなかなか行けなくな
るので、上手にアドバイスできない時は、P5に掲載
している相談窓口を上手に利用しましょう。一部の窓
口では、親御さんからのご相談も受け付けています。

ご家族は就職戦線に向かう学生の応援団！
温かい支援がお子さんの就活を成功へ導
きます。 やっぱ！ながおか

就職ガイダンス2018

長岡の優良企業
140社（各日70社）が集合！

会場：アオーレ長岡
対象：2018年（平成30年）3月に大学等を卒業予定の学生、
　　  2017年（平成29年）3月卒業の方、卒業後3年以内の方

3月22日㊌・23日㊍
13:00～16:30（受付12:30～）

東京 新宿から会場までの
無料送迎バスをご用意！
※詳細・申込はホームページにて。

参加無料
入退場自由
予約不要

!CHECK

ダミー
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Uターン積極採用 県内企業紹介

当社は様々な用途の雪上車を手がける国産雪上車のオンリーワンメーカーです。また近年
は環境関連機器やバイオガス発電機器の分野においても積極的に事業展開しております。

PR／メッセージ

各種雪上車（南極観測隊用、自衛隊用、スキー場ゲレンデ整備用等）、下水処理機器、リサ
イクル機器、バイオガス発電機器、掘削用機器、水門設備等の開発・製造・販売

業務内容

輸送用機械器具製造業

国産雪上車のオンリーワンメーカー

株式会社大原鉄工所

〒９４０-８６０５
長岡市城岡２-８-１
TEL：０２５８-２４-２３５０
http://www.oharacorp.co.jp

「一緒に、つくる。お客様と。」のブランドプロミスの下、お客様のお声に寄り添いながらオリ
ジナリティ溢れる商品をグローバルにお届けする価値共創企業を目指しています！

PR／メッセージ

調理機器、クリーナー、照明機器、生活家電、理美容・健康器具、ＡＶ機器を中心としたライ
フスタイル家電の企画、開発、製造、販売をしています。

業務内容

家電製品等製造販売

人生を豊かにするライフスタイル家電の提案

ツインバード工業株式会社

〒９５９-０２９２
燕市吉田西太田２０８４-２
TEL：０２５６-９２-６１１１
http://www.twinbird.jp/

地質調査、土木設計、環境の技術者が連携することで多様なニーズに柔軟に対応、蓄積し
た技術とノウハウで総合建設コンサルタントとして幅広い事業を展開しております。

PR／メッセージ

地質調査・試験・解析・評価、環境調査・分析・解析・評価、土木設計・施工管理・構造物維持
管理、再生可能エネルギー、デザイン・印刷物出版・Webデザイン・マーケティングほか

業務内容

総合建設コンサルタント

地質調査・設計・環境の総合力で地域に貢献

株式会社キタック

〒９５０-０９６５
新潟市中央区新光町１０-２
TEL：０２５-２８１-１１１１
http://kitac.co.jp/

世界で生産されるギャレーの約30％、ラバトリーの約50％はジャムコ製で、航空機の内
装品では、世界一のシェアを誇ります。

PR／メッセージ

アメリカのボーイング社、ヨーロッパのエアバス社等の航空機に搭載するギャレー（厨房設
備）、ラバトリー（化粧室）、その他を製造する企業です。

業務内容

大型航空機用内装品製造

若者が活躍する活気のある職場です

株式会社新潟ジャムコ

〒９５８-０８２２
村上市坪根字上坪根３４１-１
TEL：０２５４-５２-１１８８
http://www.niigata-jamco.co.jp/

「人が輝けば企業は輝く」の信念のもと、一人ひとりがやりがいを持って仕事に励んでいま
す。社内はイキイキとした雰囲気。笑顔あふれるDaikenで共に働きましょう！

PR／メッセージ

リフォーム・新築・不動産・バリアフリー等、「住まい」に関するお客様の困りごとをワンス
トップで解決し、新潟で1番「ありがとう」と「笑顔」が集まる会社を目指します！

業務内容

リフォーム・新築・不動産・公共工事

お客様の「住まい」をトータルサポート

株式会社大建建設 ハートライフDaiken

〒９５０-００３４
新潟市東区浜谷町１-２-６
TEL：０２５-２７９-３１３１
http://daiken-saiyo.com

これまで培ったラベル印刷での「技術力」「開発力」の上に、新たな「発想力」のデジタル技
術をプラスし、常に新しい時代を切り開く創造的企業を目指しています。

PR／メッセージ

シール・ラベルを製造、販売。半導体や医療分野で使用する「クリーンルームラベル」や住
宅の壁に貼る「大型ウォールステッカー」等、ユニークな製品を取り揃えています。

業務内容

印刷業

創業明治十八年 百年企業の信頼と安心

越後札紙株式会社

〒９４７-００２６
小千谷市上ノ山１-２-８
TEL：０２５８-８３-２３０１
http://fudagami.co.jp/

総合建設コンサルタント

インフラの未来をデザインする

株式会社ナルサワコンサルタント
〒950-0964　新潟市中央区網川原1-21-11
TEL：025-282-2070
http://www.narusawa-net.co.jp/

１９５４年の創業以来６０余年に亘り、私たちは「地域密着型企業」として道路、構造
物、河川・砂防、農業農村基盤整備など、様々な新潟県の社会インフラ整備に携わっ
てきました。これからも、求められる時代のニーズに的確に対応するため、豊富な実
績を活かし、地域の発展に貢献してまいります。

会社概要

■インフラをデザインする社会貢献度の高い企業です。
■お客様はほぼ官公庁。安定した経営が自慢です。
■県内に５支店1出張所を配した、地元密着型の企業です。
■社訓「企業は何より人にある」のとおり、会社の成長は人材育成にあると考えています。
■資格取得を積極的にバックアップ！社員の成長する環境が整っています。

会社の強み・特徴

「自分の意見を持って、それをしっかりと発信できる人」を求めています。様々な提
案事項をお客様に発信するのが我々コンサルタントに必要な能力です。「主体的に
考え行動する」「自信を持って発言する」「相手の意見を丁寧に聞く」、そんな次世代
を担う新しい感性と情熱に溢れた、積極的かつ主体的な人材を求めています。

新卒採用の方針・ポリシー

お客様並びに地域の皆様、そして社員の「満足」のために、新潟県の
社会インフラ整備の一翼を担う、県内トップクラスの歴史と実績の
ある当社で、ぜひともあなたの豊かな感性と熱い情熱を発揮してく
ださい。

PR／メッセージ もっと詳しく
知るならこちら↓

約600年前に開湯した歴史があり、近くにある『高龍神社』ゆかりの温泉です。当社
は明治二年創業。昭和６１年に現在の場所に移転し、数回の設備投資により現在２０
０名の収容となりました。残念ながら平成１６年の中越大震災にて大規模損壊となり
ましたが、多くの皆様のご支援により翌年８月に営業再開し現在に至っております。

宿泊業

会社概要

上質な温泉を趣の違う３ケ所の大浴場で、四季折々の風情と季節の風を感じながら
ご堪能いただけます。長岡は交通アクセスも整っており、近年では首都圏からのお
客様にも多くご利用いただけるようになりました。施設の充実はもとより、若い社員
による『おもてなし』は好評で、リピーターの多いのも当館の特徴のひとつです。

会社の強み・特徴

新卒採用の方針・ポリシー

旅館業と一口にいっても観光の持つ『力』はたいへん大きなものです。交流人口の増
大はもとより地域活性化や地域の素材の発信基地、そして観光コンシェルジュとして
の役割も担っております。旅館は『人』が相手の商売です。常に自分磨きと自己成長な
くしては人の心に感動を与えることはできません。どんな時も『誰か？』
を意識しながら仕事に向き合う、それにより小さな感動を地道に積み
上げてゆくことでお客様のご支持が得られると思っております。やさし
さ思いやり、想いを形にし、心を添えて行動できてこそ、サービス業の
真髄に触れられるのではと確信しております。今日より明日そして未来
に成長し続けられる人づくりを目指し精進しております。

PR／メッセージ

もっと詳しく
知るならこちら↓

『お客様に最高の笑顔と感動を』を目標とし
一人一人が考え実行する組織を目指し
日々の『おもてなし』に努めています

よもぎひら温泉 和泉屋
〒940-1122　長岡市蓬平町1508-2
TEL：0258-23-2231　http://www.yomogi-izumiya.com

誰かの為に誰かの笑顔の為に常に考え行動できることを目標に、与えられるのでは
なく自分から率先してお客様のお声を感じ共感し、それを『おもてなし』として形に
できる人を創る。多様に変化するお客様のニーズに心を研ぎ澄まし、心で感じる人
として成長してほしいと願っています。誰かの喜びや楽しさを心から進んでお手伝
いできる社員として成長し続ける。



発行：新潟県産業労働観光部労政雇用課
〒950-8570　新潟県新潟市中央区新光町4番地1　TEL：025-280-5270（直通）

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

経営者や若手社員からのメッセージ、職場の雰囲気
など、文字だけでは得られない情報が満載！ 1社あた
り3分程度の動画ですので、お気軽にご視聴下さい。

検索新潟県　企業紹介動画

イ ベ ン ト 情 報

13：00～15：30

『新潟で働く』おもしろさを体感！！

好評配信中
企業紹介動画

「YouTube」でチェック！
視聴方法

新作も
追加！

社員の雰囲気や
事業内容を知ることができ

とても良かった

仕事を具体的に
イメージしやすかった

社長の考えが
よくわかった

若者の採用・育成に積極的な県内企業
約1,000社の情報を公開中！

●自社の魅力●経営者からのメッセージ●勤務環境（有給休暇・育児休業取得状況・若手社員の定着状況等）●採用情報
（募集職種／初任給／勤務地等）●インターンシップ情報

掲載情報

検索新潟企業情報ナビ

検索新潟新卒応援ハローワーク

http://www.niigata-kigyo-navi.jp/

ヒスイ王国館
糸魚川市大町1丁目7-11糸魚川就活フェア

会場時間

平成30年（2018年）3月大学等卒業予定者
平成26年（2014年）3月以降大学等卒業者　一般求職者

対象

新潟地域大学等合同企業説明会 平成30年（2018年）3月大学等卒業予定者
平成26年（2014年）3月以降大学等卒業者

対象

13：00～16：00 朱鷺メッセ
新潟市中央区万代島6-1会場時間

合同企業説明会

3/26●日

3/27●月

県央地区就職ガイダンス2018 平成30年（2018年）3月大学等卒業予定者
平成27年（2015年）3月以降大学等卒業者

対象
4/19●水

13：00～16：00 燕三条地場産業振興センター
三条市須頃1丁目17番地会場時間

長岡就職ガイダンス2018 平成30年（2018年）3月大学等卒業予定者
平成27年（2015年）3月以降大学等卒業者

対象
4/22●土

13：00～16：00 アオーレ長岡
長岡市大手通1丁目4-10会場時間

南魚沼就職ガイダンス2018 平成30年（2018年）3月大学等卒業予定者
平成27年（2015年）3月以降大学等卒業者

対象
4/28●金

14：00～16：00 南魚沼市民会館
南魚沼市六日町865会場時間

2018かしわざき大学生等企業説明会 平成30年（2018年）3月大学等卒業予定者
平成27年（2015年）3月以降大学等卒業者

対象
4/28●金 13：30～16：00 柏崎市市民プラザ

柏崎市東本町1丁目3-24会場時間

新潟地域大学等合同企業説明会 平成30年（2018年）3月大学等卒業予定者
平成27年（2015年）3月以降大学等卒業者

対象
5/17●水 13：00～16：00 朱鷺メッセ

新潟市中央区万代島6-1会場時間
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