
岐阜県で就職をするなら をチェック！

オール岐阜・企業フェスin名古屋へいこう！
●先輩社員に聞く！ ●各種イベント紹介
●ジンチャレ！就活応援セミナー

冬号

※岐阜県では、新卒学生の県内就職を応援しています。

岐阜県からの就職活動に関する
大切なお知らせです。

ゆうメール

料金後納

このDMは、岐阜県が「個人情報保護条例」に基づき、適正に収集した名簿により送付したものです。住所変更をご希望の場合は、岐阜県商工労働部産業人材課までご連絡ください。（TEL.058-272-8406）

【差出人・返還先】
ADD 〒456-0023 

名古屋市熱田区六野2-1-3

保護者の方もお子様と一緒にご覧ください。

#ぎふジョブは就職支援総合ポータルサイトです。
岐阜県を知るには、#ぎふジョブをチェック！

東京証券取引所で培った企業評価の見識を、投資家目線を織り交ぜながら
長期的な視点で皆さんの企業選びをサポートします。

ソフトピアジャパンのIT関連企業が参加して、疑問にお答えします。

（50音順）

講師：石田慈宏

イベント掲載
もたくさん！

今すぐ情報収
集！

最新情報を見逃さない！

LINE#ぎふジョブ 
登録でカンタン情報収集♪

最新の就職イベント情報を
厳選して配信しています。
お友だちに登録して、
情報をチェックしてくださいね。メルマガ登録でも

情報をGET!

空メール
を送信

月1回、就活に役立つ情報が届きます。

登録
完了！

岐阜県就職情報
ポータルサイト が発信！

◎就職先選びの指標
◎岐阜県内の魅力企業100社の情報
◎現場で働く先輩社員へのインタビュー記事など
実際にどんな仕事か、先輩社員のやりがいや職場の雰囲気を交えた記事
を掲載。自分自身のやりたい仕事、求めているやりがいを発見するきっかけ
に繋がります。

お友達に
登録してね！

2021年3月卒業・修了予定者対象

in岐阜 ソフトピアジャパンin岐阜 ソフトピアジャパン

業界研究セミナー　
「成功するための仕事選び」
第一部

ソフトピアジャパン センタービル
10階大会議室 他

～これからの会社に求められる人材とは～

岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地７

公益財団法人ソフトピアジャパン　新サービス創出支援室
岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地7
TEL0584-77-1188   FAX0584-77-1107
E-mail:service@softpia.or.jp

第二新卒者・既卒者の方の参加もOK!

2020年2月21日 金

参加費
無料

13：00～14：00

企業研究ブース　第二部 14:10～17：00

●アワーズ株式会社
●株式会社インフォファーム
●一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター
●共立コンピューターサービス株式会社
●グレートインフォメーションネットワーク株式会社
●株式会社サイエンスネット
●株式会社セイノー情報サービス

●株式会社ソフィア総合研究所
●タック株式会社
●デジタルミックス株式会社
●株式会社電算システム
●ピーアイシステム株式会社
●株式会社ユニテツク

お申し込みはこちらから
https://www.softopia.or.jp/events/20200221gyoukai/
学部・学科は問いません。

IT業界
研究セミナー

お問合せ



魅力企業で働く先輩達の声を聞こう！

岐阜信用金庫
千手堂支店 渉外担当
榊間さん

中部薬品株式会社
Vdrug森松店
佐藤さん

VOICE OF SENIOR

VOICE OF SENIOR

VOICE OF SENIOR

VOICE OF SENIOR

TEL.058-278-1149

TEL.080-7749-3317

ジンチャレ!本所 
セミナーお申込み・
お問い合わせ先

NPOふるさと回帰支援センター

就活のススメ方や「何から始めればいいのかわからない！」など、就活のことを何でも相談できます！
あなたに合わせた就活作戦を一緒に考えましょう！

ジンチャレ！は岐阜県の運営する就職支援センターです。

岐阜市薮田南5-14-12  

千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階

13:00～18:00　相談対応日：水曜日 13:00～17:00　相談対応日：水曜日 12:00～18:00　相談対応日：火曜日

月曜日～金曜日/9:30～17:00

TEL.058-214-3081

ジンチャレ!ぎふ出張相談窓口 
岐阜市橋本町1-10-1  

三大都市圏で、出張就職相談 実施中! 

岐阜県総合人材チャレンジセンター「ジンチャレ!」 無料

TEL.090-2619-2102

清流の国ぎふ  移住・交流センター
名古屋市東区東桜1-11-1 オアシス21「GIFTS PREMIUM」内

TEL.090-4083-0231

大阪ふるさと暮らし情報センター
大阪市中央区本町橋2-31  シティプラザ大阪1階東京 名古屋 大阪

岐阜県シンクタンク庁舎2階 JR岐阜駅アクティブG2階

13:30～15:30
就活の基礎①

就活の基礎②

ESの書き方

真っ白になってもこわくない個人・集団面接対策

2 7金

13:30～15:30 ジンチャレ! ぎふ出張相談窓口

じゅうろくプラザ2階 研修室6

じゅうろくプラザ2階 研修室6

じゅうろくプラザ4階 研修室4

就活メイク＆第一印象UPのコツ

就活メイク＆第一印象UPのコツ

2 5水

開催場所／じゅうろくプラザ  対象／2021年3月以降に卒業予定の大学生等、 第二新卒

13:30～16:30
2 14金

14:00～16:00
2 17月

13:30～16:30
2 18火

3 25水

3 19木

3 12木

3 6金

ジンチャレ! 就活応援セミナー

月曜日～土曜日/9:15～18:00

対応時間の詳細については、ジンチャレ！HPからご確認ください。

あなたの大学でも、U I Jターン相談できます !

UIJターン相談会 

 

就活直前！地元就職合同相談会1 15水

1 10金

京都産業大学
神山ホール

U・Iターン就職フェア京都橘大学
学生会館(リバティーホール2F) 

1 16木
学内Uターン就職内定者
による就活相談会京都女子大学

20木 愛知学院大学

福井大学 OB・OG参加による
業界・企業研究会文京キャンパス

ウインクあいち　13:00～17:00

14:45～16:15

14:45～16:35

12:00～14:30

13:00～16:00 12：30～16：00

14:00～17：20

岐阜県内の魅力的な企業のうち、 若者
の採用に意欲的な企業をピックアップ
し、ご紹介しています。

検　索岐阜の魅力企業100

京都の大学に進学しましたが、Uターン就職を検討。地域に根ざした事業に関わりたいと考
え、地元の金融機関を中心に就職活動を進めました。岐阜信用金庫の説明会に参加した時、
学生目線を大切にした採用担当者の対応や人柄に魅力を感じて、入庫を決意しました。現
在、渉外担当として勤務しています。個人のお客様を訪問し、ご預金や資産運用、各種ローン
のご相談を承ります。法人のお客様には、融資のご提案など困りごとでお力になるよう努め
ます。訪問活動では、「ぎふしんさん、こんにちは」「ぎふしんさん、いつもありがとう」と快く出
迎えていただけます。これは、ぎふしんが地域で愛されている証拠です。私は、良好な関係を
さらに良好にする為に、常に頼れる存在であるよう、日々仕事に取り組んでいます。

イビデン
エンジニアリング
株式会社
建設事業部
伊藤さん

イビデンエンジニアリングは、プラントや発電設備の設計・施工・保守の他、精密機器の設
計・製作、自動車関連・電子関連・土壌関連の分析など、多彩な事業を展開しています。説明
会に参加した際の採用担当者の人柄に惹かれ、選考試験を受けようと決めました。
　私は、発電設備の施工管理を担当。「施工管理は、準備がすべて」。先輩からの教えを肝に
命じて、日々仕事に取り組んでいます。仕事の時は、しっかり指導してくれて、息抜きの時に
は、冗談を言い合える先輩方は、私の目標です。後輩も入社していますので、今度は自分が
「いい先輩だな」と思ってもらえるようになりたいと思います。

大学で栄養士の資格を取得し、栄養士として活躍できると聞き、入社を決めました。V・drug
には普段から買い物に行っていましたし、事前の内定者研修もあったので心強かったです。
入社後の新人研修も充実しており、若い店長や女性店長も増えているので目標を持って業
務に励むことができています。
　現在は、V・drug松森店で医薬品や健康食品などを担当しています。「教えてもらった薬、
すごくよかったわよ」などとお客様が気軽に話しかけてくださったりパートさんに可愛がって
頂いたり毎日がとてもアットホームな職場です。

生活協同組合コープ岐阜
岐阜南支所
中川さん

入協後は、西濃支所に配属されました。基本的には、注文いただいた商品を届けることが地
域担当者の仕事です。私は組合員さんとの会話のきっかけづくりにオリジナルの手書きチラ
シを作成するなど、"届けて終わり"でなく、コミュニケーションを大事にしています。私の異動
が決まった時、あるご高齢の組合員さんが「会えなくなるね」と大粒の涙を流してくださった
のが印象に残っています。お互い涙を流すほど、いい関係が築けていたんだなと心が温かく
なりました。昨今は、人と関わることなくモノや情報が手に入るようになりました。一方生協
は、対面によるコミュニケーションを大切にしています。私はそこに生協の存在価値があると
思っていますし、これからも人と直接的に関わり、心の通い合いを楽しみたいと思っています。

その他、岐阜県内の上場企業や、各種
認定企業を紹介。岐阜の企業研究には
欠かせないページです。

岐阜の企業を知りたい！

就活の基礎③ 一歩先のグループ・ディスカッション対策

13:30～16:30
就活の基礎③

13:30～16:30
就活の基礎③ 一歩先のグループ・ディスカッション対策

一歩先のグループ・ディスカッション対策

就活の基礎②真っ白になってもこわくない個人・集団面接対策
13:30～16:30

就活の基礎②真っ白になってもこわくない個人・集団面接対策
13:30～16:30

首都圏の大学に通う学生さんに岐阜の情報をお届けします！
「岐阜学生の会」に登録しよう！ 検　索岐阜学生の会

2 12水 岐阜県業界研究&インターンシップ説明会 in名古屋

ウインクあいち　13:00～17:00
3 19木 岐阜県就職ガイダンス2021 in名古屋1

じゅうろくプラザ　13:00～17:00
4 22水 岐阜県就職ガイダンス2021 PART3

ウインクあいち　13:00～17:00
4 9 木 岐阜県就職ガイダンス2021 in名古屋2

岐阜市文化センター　13:00～17:00
2 14金 岐阜県業界研究&インターンシップ説明会 PART3

金

岐阜市文化センター　13:00～17:00

日進キャンパス

3 2月 岐阜県就職ガイダンス2021 PART1

3 4水

岐阜市文化センター　13:00～17:00　
3 7土 岐阜県就職ガイダンス2021 PART2

「地元の企業情報をどうやって探したらいい？」
「情報が少なくて不安…」という方でも大丈夫！

※下記のイベントは各大学の
在学生の方を対象としています。

※下記のイベントは各大学の
在学生の方を対象としています。

1 31 ＵＩターン就職セミナー関西学院大学

水2 5 地方就職UIJターンセミナー日本大学
日本大学会館 大講堂

水1 8 岐阜県業界研究セミナー岐阜大学
全学共通教育講義棟

東京農業大学 公務員・ＵＩターン相談会　
世田谷キャンパス

3 9月 佛教大学 学内合同就職説明会　
紫野キャンパス 鷹陵館２階 メインホール

じゅうろくプラザ4階 研修室4

じゅうろくプラザ4階 研修室4

じゅうろくプラザ4階 研修室4

ジンチャレ! ぎふ出張相談窓口

ジンチャレ! ぎふ出張相談窓口

2 学内合同企業セミナー

1 16木

大阪梅田キャンパス 12:00～13:30

13:00～16:30

検　索ジンチャレ！

新図書館ホール・多目的室

14:00～17：00

13:00～16:30

ご登録は
こちらから


