
就職活動にどのように取り組むか？

就職支援室長 村上 泰
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自分のキャリアを考える
自分を知ってもらう
会社を知る
エントリーシートを書く
面接を受ける



自分のキャリアを考える
👉 就職はゴールではなく、スタートである。

自分を知ってもらう
👉 自己の強みを把握し、ブランド化する。

会社を知る （企業研究）
👉 自分にも会社にも幸せとなる会社を探す。

エントリーシートを書く・面接を受ける
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自分のキャリアを考える



就職活動で大切なことは？

✖ 就職活動に一生懸命になること

◯ 自分の中身を磨くこと。

具体的には
研究を通して自分の能力を磨くこと。

親を含め、他人に自分の人生を委ねない。
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将来どのようなキャリアを積んでいきたいか？
キャリアプラン・キャリアビジョン

自分の労働時間をお金に変えない。

自分の仕事によって価値を生み出し、
その価値を提供することで、お金をもらう。

定年後は価値を提供できないと乗り切れない。
価値を生み出すために、中身を磨き続ける。

就職してからの方が人生は長い
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求められる自分が提供できる価値

１．経験ではなく、事業推進のスキルが求められる。
自分の専門性は何か？
何を解決できるのか？

２．入社後も常に、学習し続け、成長し続ける。
専門家の中で平均以上か？
将来を考えて時間をつかっているか？

３．異なる専門性の相乗効果を発揮する。
複数の専門性を身につけているか？
中途半端に止まっている分野はないか？

100万人に1人は難しくても、
３つの100人に1人を兼ね備えることはできる。
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自分を知ってもらう



他人に認めてもらおうと思わない。

誰も認めてくれなくても、自分自身が自分を認める。

自分自身に認められるように、行動する。

他人に認めてもらおう＝他人の顔色をうかがう

人間関係で力負けしたら、採用はない。

フィードバック（過去のダメ出し）はやめて
フィードフォワード（未来の先取り）をする。

自己把握はフィードフォワードで。
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「過去のダメ出し」をやめて
「未来の先取り」の場をつくる
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未来の改善 ✖フィードバック ◯フィードフォワード
起点 過去 未来
成果 失敗の追体験

過去の記憶の
臨場感強化

未来の記憶づくり

脳内の状態 大脳辺縁系の
活動が活発化

前頭前野の活動が
活発化

得られるもの 思考の抑制
低いパファーマンス

クリエイティブな発想
高いパフォーマンス

当事者意識 苦しい
つまらない

楽しい
うれしい

「チームが自然に生まれ変わる」李英俊・堀田創著



就職活動で必要な自分のブランド価値

１．機能 ⭐ 能力

２．デザイン ⭐⭐ わかりやすく見せる力

できるだけシンプルに 過剰にならない
特徴のみを印象深く 不足にならない

３．ストーリー ⭐⭐⭐ 心を動かす力

具体的なストーリーを描く。
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１．機能 ⭐ あなたの能力

あなたが強みだと思っている能力を
強みだと思ってくれるとは限らない。

世の中で求められる能力を深く理解する。

自己流で解釈すると、ピントはずれになる。
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ますます求められる社会人基礎力

職場や地域社会で
多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力

◯ 前に踏み出す力（ Action ）
主体性、働きかけ力、実行力

◯ 考え抜く力（ Thinking ）
課題発見力、計画力、創造力

◯ チームで働く力（ Teamwork ）
発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力
規律性、ストレスコントロール力

ICTやAIが発展すると、
社会人基礎力のような人間ならではの力が重視される。
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専門力は知識や技能だけではない

◯現状を把握し、課題を設定する能力

◯前例を考慮し、関係者と調整して、計画を立てる能力

◯役割を分担し、課題解決を実行する能力

◯社内、社外の状況に応じて、柔軟に対応する能力

こうした能力は研究室での研究を通して磨かれる。
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この人は成長してくれそうか？

１．謙虚に人の話に耳を傾ける。
👉 予備知識が必要
異なる世代や業界の人の話・・聴く・質問する
様々な記事や本・・・・・・・速く読む・書き留める

２．すぐに行動し、毎日継続する。
👉 頑張るではなく、「成果を出す」
粘り強いか？

３．振り返って、改善する。
👉 問題の本質を見つけ、改善する
うまくいかない経験を活かしているか？
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２．デザイン ⭐⭐ わかりやすく見せる力

「私は粘り強いです」
とシンプルに言っても、信じてくれない。
言葉を押しつけられた感じがする。

自分の強みを言葉ではなく、エピソードで伝え、
「この人は粘り強い」 と相手に思わせる。
それが共感の力となる。
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３．ストーリー ⭐⭐⭐ 心を動かす力

共感するストーリーを描ける人は、
「何かを成し遂げる」
「投資をしたい」 と思う。

共感するストーリーを描けない人は、
「居心地のよさ」 を与えてくれても、
それ以上はないと思う。
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ブランド化の成功のためには「共感」が必要

「同意的な共感」を得る
👉 同じ体験をしている人や、同じ体験をしたい人に
自分自身の体験を語る。

「感情的な共感」を得る
👉 能力ではなく、日常的なエピソード、想い、苦労など
自分自身の背景を語る。

「情報価値的共感」を得る
👉 相手が興味をもつ、まだ気づいていない話をする。

「称賛・支援的な共感」を得る
👉 この人だったら信頼できると、相手が感じる話をする。

ストーリーで共感を得る。



ストーリーの４つの基本要素

人物 就活では自分自身。
人物の深みや複雑さを感じてもらうために
状況が大きく揺らいだ時に表れる
決断、行動、態度を表現し、共感を得る。

コンセプト 新鮮で独自性があることが大切。
過去と現在ギャップに注目する。
よい評価をもらうことを意識しない。

テーマ 「厄介な問題をいかに克服するか」を通して
学びや成長・変化を体験する話とする。
心の中の葛藤と周囲との対立が深みになる。

構成 全体像を把握し、何を残し、何を捨てるか、
どのような順で伝えるかを考える。
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会社を知る
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「自分が働きたい会社」を明確にする。

１．企業と自分の方向性があっているか？

👉 企業のビジョンや経営理念に自分が共感できるか
👉 そのビジョンを企業は実践しているか

２．企業に将来性はあるか？

👉 現在、どのように利益をあげているか？
👉 将来性のある仕事を伸ばそうとしているか？

３．仕事に対するスタンスは？

👉 どのようなスタンスが働きやすいか？
👉 直接質問する必要がある
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１．企業と自分の方向性があっているか

目的（経営理念）
道筋（成長戦略）
道具（提供サービス・商品）

会社情報、経営理念、社長メッセージをチェック

👉 企業の経営理念の背景を知ると、
「ビジョンへ共感するか否か」が明確になる。

絞り込みができていない会社は強みを築けない。

👉 経営理念と実際の行動を比較すると、
「ビジョンを実行に移しているか」が明確になる。

利益率の低い会社はビジョンを実行に移せない。
今やっている事業に力を入れているとは限らない。
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シェアが高い会社は有利。

異なる業界の人が、共同開発したい場合、
シェアが高い会社に話をもっていく。
シェアが低い会社には、いい話はいかない。
ますます差がつく。

シェアが低い会社は特定の分野に絞り
差別化をしないと生き残れない。

「この分野ならこの会社」と言われることが、
２番手以降の会社の攻め方になる。



3人×1 ： 2人×13人×1/2 ： 2人×1/3

市場占有率（シェア）に注目する
価格面での交渉を優位に進められる。
規模の経済性を生み出せる。
学習機会が増え、より良いものを生み出せる。
近代戦ではシェアは２乗で効く
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シェアが高い会社はかなり有利だが柔軟性が課題
異なる業界の人が、共同開発したい場合、
シェアが高い会社に話をもっていく。
シェアが低い会社には、いい話はいかない。
共同開発を活かせるかは柔軟性による。

シェアが低い会社は特定の分野に絞り差別化
「この分野ならこの会社」と言われることが、
２番手以降の会社の攻め方になる。

強者の戦略 弱者の戦略

近代戦（確率戦） 一騎打ち

広域戦 局地戦

遠隔戦 接近戦

差別化潰し 差別化 一点集中

規模の差が
決定的になるように

規模の差を
はねかえすために



BtoBはBtoCと比べて、知名度は低いが、いい企業も多い

BtoC: Business to Consumer
一般消費者を顧客とする事業

広告媒体を戦略的に活用するので知名度が高い。
一般消費者はブームに流されやすいので不安定。

BtoB: Business to Business
法人を対象にした事業

広告宣伝をそれほど行わないので、知名度が低い。
完成品よりも素材や部品が多く、世界中のメーカーに提供。

隠れ優良企業はBtoB企業に多い。
一件あたりの取引額が高額で、リピートされやすい。
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２．企業に将来性はあるか？

有望な業界も自分の変化も予想できない

人気がある会社を選んでも寿命がある。
（会社の寿命は20年以下）

生き残りそうな企業を選んでも個人が生き残れない。
（リストラされる）

専門家の予想は50％の確率でしかあたらない。

現在の価値観が一番優れていると思いたいので
未来に起こる変化を過小評価する。

将来性の予想は仕事選びに役に立たない。
生き残る力が役に立つ。
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将来性のない業界・企業なら予想できる
市場規模が拡大しない
市場規模が拡大しないと、利益は上がらない。
一般には人口の増減で市場規模は決まる。（国内市場は収縮）

労働集約型産業である 社員が多い
人が多いと、一人あたりの利益は上がらない。

IoT、AI技術やロボットの導入により仕事がなくなる
マイケル・A・オズボーン氏の予測
https://work-data.com/649

SDGs（ルールチェンジ）に積極的に対応していない
海外の規格に合わないと輸出ができない。

シェアリング（もの減らし）社会に対応していない
大量生産のビジネスモデルに頼っていると破綻する。
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人間が優位になる仕事とは

マネジメント系
目的や方向性を定める、意思決定をする、
責任を取る、人を育てるなど、
人間ならではの「意思」や「判断」をする。

クリエイティブ系
手がかりがない状況から何かを生み出す。

テクノストラテジー系
大局的な視点でテクノロジービジネス描ける、
デジタル・トランスフォーメーションを推進できるなど
テクノロジーと共存する世界を描き、実現する。
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一応、人間が優位だが、差別化が必要な仕事
ホスピタリティ系
ヒト対ヒトの「感情」の交換や、

基盤となる「信用」が求められる。
労働集約的になりやすいので生産性が課題になる。

クラフトマン系
人間の「身体性」の優位を活かした

機械化が難しい作業が求められる。
技術革新により仕事がなくなる恐れがある。

テクノロジー系
高度な技術を有するAIエンジニア
技術革新の速度より速く

将来性の高い技術を更新する必要がある。
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生き残る力とは

求められるマネジメント力とは捨てることを決断する力

👉 既存の概念や評判、過去の栄光を捨てられるか？

👉 手を出さないことを決められるか？

求められるクリエイティブ力とは新しい仕事をつくる力

👉 テクノロジーを活用し新たな仕事を創れるか？

👉 新たに創られた仕事を推進できるか？
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自分が将来性のある仕事を考える

海外市場拡大に優位性を持つ事業を考える
SDGs（ルールチェンジ）に積極的に対応する事業を考える
👉 SDGs先進国に海外拠点を設けて、

その国でビジネスを始める。

IoT、AI技術やロボットを導入して、
労働集約的な仕事を減らす事業を考える。

👉 海外で低賃金で行われている仕事を自動化する。

シェアリング（もの減らし）社会に対応する事業を考える。
👉 お金持ちに支持される仕事を考えて始める。
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３．仕事に対するスタンスは？

商品を買うとき、「やすい」で選ぶのは、
商品の価値を知らないから。
商品の価値を知らないと、よいものを選べない。

「仕事に対するスタンス」の価値を知る。

好きな仕事を選ぶと幸福度は上がらない
自分の強みを生かす仕事を選ぶと幸福度は上がらない
給料が高いで選ぶと幸福度は上がらない

👉 仕事の幸福度を決める要素とは？
「上司と部下の関係について、
会社としてはどういう関係性を目指していますか？」

👉 質問でしか得られない



好きな仕事をしても幸福度は上がらない

「好き」につけこまれて、やりがい搾取にあう。

👉 趣味に関連している（漫画やアニメのクリエイター）
好きでやっているから報酬は少なくてもいい。

👉 サークル感が強い（飲食やスポーツ）
一致団結を求められて、個人が犠牲にされる。

👉 少数の人に深くかかわり奉仕する（福祉や教育、看護）
善意や責任感につけこまれる。

好きだから、現実の仕事に対してギャップを感じて挫折する。
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情熱は何かを一生懸命やっているうちに生まれてくる

「好き」のレベルが高ければ、自分から行動している。

👉 行動のエビデンスがないものは、好きとは言えない。

「好き」と言う思い入れがないから、トラブルに強い。

👉 苦にならずに一生懸命取り組めるものが向いている。

インターンシップも、前職の仕事も、性格診断も、
就職後のパフォーマンスを測る上では役に立たない。
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組織の中に、自分と同じ強みを持った同僚が少ない方が
仕事の満足度があがる。

👉 いかにも営業向きな人は営業に行かない方が幸せ

👉 いかにも営業向きな人が研究をやった方が良い

自分の強みを生かせそうな仕事を選ばず、
自分の強みをもった人があまりいない仕事を選ぶ。

自分は仕事を通して社会に価値を提供している。
それによってお金がもらえる。

需要があっても供給が多ければ報われない。
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給料と仕事の満足度は相関がない

年収が４00～500万円を超えると幸福度は増加しにくい
年収800万円を超えると幸福度は頭打ちになる

幸福度を上げるのは？
仲が良いパートナーとの結婚や健康レベルの改善

幸福度を下げるのは？
離婚や失職

人間関係や健康の改善に注力する
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高い給料を貰えるかは「個人の生産性」とは関係ない。
「業界の生産性」にかかっている。

製造業
・ 機械による労働力の代替がしやすい。
👉 人が少ない方が生産性が高い。

・ 規模の経済性が働きやすい。
👉 単価が高く、数が多いと、儲かりやすい。

サービス業
・ 目に見える形がないので、定量化しにくい。
・ 提供側と受ける側が、同じ時間、同じ空間にいないと
仕事ができない制約がある。

・ 在庫として保管できないので、需要変動に対応できない。
・ 提供する人によって品質が変わるので、規模が限られる。
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生産性の高い会社には、従業員の労働時間を減らしても
十分な利益を生む仕組みがある。

食品製造業の平均営業利益率
日本 ４．４％（大手５０社）
アメリカ １２．０％
イギリス １１．５％
フランス １６．０％

日本企業
商社に利益をとられている。

欧州企業
自ら製造し、自ら消費者に届ける。←これが大事

利益率の低い企業は、長時間労働、不安定・不公平に注意。
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特定の選択肢に固執せず、いろいろな仕事の可能性を考える。

「この仕事は良さそうだ」と思うと
それ以外の選択肢に目を向けられなくなる。

仕事の幸福度を決める要素

👉 その仕事に裁量権があるか？（自律性）
👉 自分に似た人がどれだけいるか？（親密感）
👉 他人への貢献度が高いか？（自尊心）
👉 前に進んでいる感覚は得られているか？（達成感）
👉 川上から川下まで幅広く関われる仕事か？（多様性）
👉 「攻撃型」（進歩や成長）「防御型」（安心と安定）の
どちらに適性が合っているか？

👉 ビジョン、ミッション、評価軸がはっきりしているか？

こうした点に目を向けて、会社の人に質問するとよい。
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会社内で高いポジションに就いた人ほど
健康で幸福度が高い。

仕事が多いにもかかわらず、
病気にかかりにくく、疲れも感じにくい。

上の地位に就く人ほど、裁量権があり、
自分で自分のストレスのコントロールがしやすい。

仕事に裁量権があることが大切

自分で価値を提供できるから裁量権をもてる。



仕事を通して成長できるなら日本のメンバーシップ型雇用
成長の階段 「できそうな仕事から始めて、

年代に従い、着実に職務が拡大していく」
例：都銀
20代前半 住宅ローン 個人営業
20代後半 中小法人営業 与信・BS把握
30代前半 中堅法人営業 CP/手形/直金
30代後半 上場 企業向け ファイナンス
👉 役割が与えられ、役割ごとに必要な能力がわかる。
👉 階段を上る風土が根付いている。
👉 扱い金額が増えていくので、給料が増える。

成長の階段づくりを会社がしっかりする必要がある。
個人は階段を上る力をつけておく必要がある。

「キャリア形成の仕組み～人が育つ会社とは？～」
海老原 嗣生 氏（株）リクルートキャリアフェロー（特別研究員）
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企業への質問例

「上司と部下の関係について、
会社としてはどういう関係性を目指していますか？」
フラットな関係か？

「現場で部下が抱える課題を
上司が認識して、解決策を共に考える仕組みには
どのようなものがありますか？」
上司が部下に前向きに考えさせて成長させ、
フォローすることで独り立ちをさせているか？

「オンラインによる在宅勤務では、
非言語情報が伝わりにくいとされていますが、
社内のコミュニケーションに
どのように工夫されていますか？」
プレッシャーがなくても成果が出せる職場か？
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エントリーシートを書く
面接を受ける
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あなたは採用されやすいタイプか？

相談が上手である
何を相談する必要があるかを理解している。
相談すべきは相談して、勝手に決めない。
自分で決めていいところは、自分で決断する。

安心感を与えてくれる
スケジュール管理ができている。
メールの返事が的確に返ってくる。
コンスタントに研究を進め、気分によるばらつきがない。

明るく前向きである
疑問を明らかにする。ネガティブなことは言わない。
過去に執着しない。守りの姿勢に入らない。
人の言葉に耳を傾ける。建設的な提案をする。



受ける会社を絞り込む

一度にたくさんの会社を受けない。

志望する会社に向き合う時間が減って
志望動機をしっかり考えられず、採用されない。

👉 大学をたくさん受けても実力がなければ合格しない。

就職活動に苦手意識がある人ほど
絞り込んで、準備に時間をかける。

練習のために採用面接を受けても、実力はつかない。

👉 模試をたくさん受けるより、
基本を勉強して実力を高めたほうが、合格する。

45



推薦制度をうまく活用する。

第一志望の会社を決める。
推薦を受けて採用されたら辞退できない。
本命の採用通知が遅いと、
先に内々定がでた会社を辞退する場合もある。

推薦制度があるかを確認する。
推薦によってプラスになることは会社によって違う。

就職担当の先生に相談する。
推薦を受ける学生の調整が必要なこともある。

しっかり準備して臨む。
推薦だから採用されるわけではない。
落ちた会社を受けなおすことはできない。
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エントリーシートは面接の成否を決める

面接で何を聞かれるかはエントリーシートの内容で決まる。

👉 エントリーシートで興味を持ってもらう。
共感が得られる。
わかりやすい。

👉 エントリーシートで書いたことを面接で詳しく話す。
自分が話していて楽しい。
友達にも興味をもってもらえる。

詳しく話せないのに書くと、面接で自滅する。
嘘を書くと、面接で詳細に聞かれてバレる。

面接で聞かれる詳細まで書いて、
その要約をエントリーシートにまとめる。 47



志望動機のNG

✖会社の将来性、安定性を訴える
会社の環境に頼る他力本願に見える。

✖社会貢献を訴える
利益をあげる事業への情熱が感じられない。

✖ファンであることを訴える
傍観者であって主体性が感じられない。

✖貴社(御社)で成長したい
入社したいなら、会社を成長させて欲しい。

✖会社説明が盛りだくさん
あなたのことがわからない。
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その会社だけの、自分だけの、志望動機

どの会社にも通用する志望動機や
その人でなくても書ける志望動機は
面接官の心が動かない。

「なぜ、たくさんある企業の中から自分は応募したのか」

👉 「仕事を通じて何を実現したいのか」
自分本位ではなく会社目線で考える。

👉 「それはなぜなのか」
きっかけとなる自らの体験を語る。

👉 「どのように実現するのか」
できるだけ具体的に提案する。

👉 「それが御社なら実現できる」
実現できるかどうかを調べる。
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本当にその会社で実現できるのか？ 会社を知る

「事業内容の詳細」だけでなく
「売上や利益を生む仕組み」を知る

会社は、儲かっている事業には力を入れるが、
儲かっていない事業には力を入れない。

会社で扱っていることでも、儲かっていない事業はある。
そうした事業に熱意を示しても、採用されない。

採用されたとしても、思うようにはいかない。

事業ごとなくなることもある。
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就職して自分の人生を託すのであれば、
託す会社の経営状況を調べる

その会社と取引することきに、相手の経営状況を調べる。
どんな会社でもいいというのは、本気ではない。

新聞・ニュースから（過去２～３年分ほど）
どのような事業展開・業績をたどっているか？
景気や円相場の変動の影響はどうか？
どんな分野に力を入れているか？

技術レポートや特許から

会社説明会、OB・OG訪問、インターンシップから
売上や利益を生む仕組み
社員は何にやりがいを感じているか
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製品やサービスを競合他社と比較する

製品やサービスの質の差別化
ターゲットの差別化
競合他社にない強み
競合他社に対する弱み

シェアが高いか？
研究開発の余裕がある。
連携の声がかかりやすい。

利益率が高いか？
一人あたりの売上が大きい。（少数精鋭・高単価）

持続性があるか？
現在利益をあげている事業に将来性はあるか？
流行ではなく自分の強みに投資しているか？
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会社の将来性を見い出し、志望動機に書く

世間で言われる将来性はあてにならない。
👉 みんなが目指せば、競争になり、利益が上がらない。

利益は減価償却が終わった高額な設備から生み出される。
👉 他社は設備がないから、参入できない。
減価償却が終わった高額な設備からつくる製品や、
その用途を発展させる。

評価装置や製造装置を自前で開発することで差別化できる。
👉 独自の評価装置があるから自分だけの良さを訴えられる。
独自の製造装置があるから自分だけしかつくれない。

研究開発で原理を大事にしているか？
👉 新しい原理に着目し、新しいものを生み出さないと、
偶然に頼ることになり、開発速度はあがらない。 53



自己PRの評価は共感できるかで決まる

一緒に働きたい人、共感できる人を選ぶ。
👉 大学時代に一生懸命になったことは、
その人の取組み方や関わり方を知るために聞く。

共感できる人は共通している。
👉 共感できる目標を、粘り強く達成した人。
👉 他の人に呼びかけて、流れをつくった人。
「仲良くできる」協調性より、

「まわりを説得できる」勇気

完璧なストーリーより成長したストーリーが好まれる。
👉 完璧なストーリーを語られても信用できない。
失敗して苦労し、成長したストーリーに共感する。
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研究の話を聞けば、仕事の取り組みが想像できる。

なぜその研究をしているか？
👉 「努力する方向が適切であるか？」
をしっかり考える人であって欲しい。
「研究の位置づけ、目的が明確か？」

研究に楽しそうに取り組んでいるか？
👉 仕事に対して情熱をもって取り組んで欲しい。
話す内容より表情や声の調子で判断する。

自分自身が取り組んでいるか？
👉 「先生がすごいのか？学生がすごいのか？」
を見極めたい。
「幅広い視野で自分の研究を捉えているか？」
が問われる。
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面接NGの対策
「入社したいという熱意があるように見えない」
＝あなたが私の５感を刺激しない。

自信をもって、笑顔で相手に対峙する。
👉 話す内容ではなく、表情と声の調子に注意する。

徹底的に準備して、シンプルに訴える。
👉 言いたいことを何度も書いて、推敲を繰り返す。

自分の発信だけに集中する。
👉 相手の評価や周りの人との比較は気にしない。
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面接NGの対策
「企業理念や社風といった、企業の方向性に合っていない」
＝あなたは入社を希望しているが、私は採用したくない。

「採用してください」と、相手に媚びない。
👉 頼まれて採用することに抵抗がある。
自分で見極めて採用したい。

守りに入らず、成長に結びつける。
👉 守りに入る人は成長しないから採用したくない。

小型犬ではなく大型犬のイメージをもつ。
👉 落ち着きがないと頼りないから採用したくない。
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面接NG対策
「コミュニケーションに問題がある」
＝会話のキャッチボールが成り立たない。

質問されたら3秒以内に、的確に、元気に返す。
わからないことは「わかりません」
必要なら「これから勉強します」

追い込まれても30秒以内に活路を見出す。
黙り続けると試合放棄とみなされる。



就職担当教員一覧

先進繊維工学 木村 裕和
感性工学 髙橋 正人
機能機械学 金 翼水
バイオエンジニアリング 小関 道彦
ファイバー材料工学 村上 泰
機能高分子学 市川 結
応用分子化学 渡邊 真志
応用生物学科 玉田 靖、 保地 眞一

研究室の指導教員、各コース（ユニット）の就職担当教員と
よく相談してください。

求人票・推薦制度
求人票の取り扱いや推薦制度については
各ユニット・課程によって異なります。
就職担当の先生からガイダンスを受けてください。 59



就職活動スケジュール
１～２月 就職活動準備期間

合同企業説明会・個別企業説明会
企業研究・仕事研究 志望動機の準備
自分がPRする内容を準備
筆記試験（SPI）の準備
エントリーシート・履歴書・研究の説明の準備

3月1日 説明会開始（前倒し傾向） エントリー開始
エントリーシート・履歴書・研究内容提出
WEBテスト受験

6月1日 面接開始（前倒し傾向）
内々定（前倒し傾向）

10月１日 内定式

メールを見る習慣をつける。
スケジュール管理をする。
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WEBテスト

◯性格診断テスト
性格診断テストは、採用に大きく影響する。

◯能力診断テスト
言語能力を見るテストと、論理的思考力を見る数字を使ったテスト。
人気企業ではある程度以上のレベルを求められる。

WEBテストは慣れるまで繰り返して備える。

SPI公式ガイド
h"ps://job.rikunabi.com/2023/contents/useful/

リクルート（現・リクルートマーケティングソリューションズ）が開発した
適性検査「SPI」は、約1万2400社が導入する代表的なツール。
（シェアが一番大きい） 61

https://job.rikunabi.com/2023/contents/useful/


繊維学部就職支援室のホームページ
http://www.shinshu-tlo.co.jp/seni-shushoku/

求人票、企業説明会、インターンシップの情報、
就職相談の予約は、「学生のみなさんへ」から

2021年度 合同企業説明会
Webから事前に申し込みをしてください。

オンライン開催
2022年1月6日（木）
2022年1月7日（金）

対面開催 体育館
2022年1月11日（火）
2022年1月12日（水）
2022年1月13日（木） 62



先輩の就職先
大学院修士
平成 29年度以降
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/course/course3.html

平成 25～ 28年度
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/course/course2.html

平成 20～ 24年度
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/course/course.html

学部
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/course/
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