
① 好きな授業・得意な分野は？

設計・制御の分野が得意です。自分は工業高校出身なんですけど、高校

の時からやってきたので慣れているし得意な分野ですね。実習の時は周り

に聞かれて教えたりもしています！

座学よりは断然実習が好きですね。実習が多いのでこの学校を選んだっ

ていう部分もあります。

② 就職について真剣に考え始めた時期は？

1年生の夏にトヨタのインターンシップに行って、ここに行きたい！と

思ったので、それからですね。それがなかったら絶対考えてなかったです。

インターンシップは2日間あって現場の方の専門的な知識に圧倒されま

した。ドアのフレームの検査部署で、僕たちは言われても気付かないよう

なドアの凹みとかもすぐ気付いていて、すごいなぁと思いました。

③ 企業を選んだポイントは？

インターンシップに行った事と、もともと車が好きだったことが大きい

ですね。地元が宮崎なので車がないと生活できないっていうのもあって車

が好きになりました。後、好きなゲームに出てくる好きな車種がトヨタ車

なんですよ。

実際にインターンシップに行って社員の方と仕事をして仕事のしやすさ

を感じたり福利厚生の部分に魅力を感じて選びました。

⑤ 後輩への学校生活・就職活動のアドバイス

趣味を持つことと、自分がやりたいことを明確にすることは大事だと思

います。

特に趣味を持つことは息抜きになりますし、僕は生活が豊かになると

思ったので！

2018内定者の声
専門課程4名・応用課程４名の学生のインタビューです。

生産技術科２年

長嶺 亜門

内定先：トヨタ自動車九州

株式会社

専門課程

自分がやりたことを明確にすることが大事だと思います。



電子情報技術科２年

小川 ひかり

内定先：株式会社

三井ハイテック

専門課程

① 好きな授業・得意な分野は？

実習のはんだ付けとかが好きです。高校の時美術部だったのもあって細

かい作業が好きです。

授業では電子回路設計・製作をするハードウェアと機器の動作を制御す

るソフトウェアの2つの技術を習っています。

② 就職について真剣に考え始めた時期は？

1年の10月くらいからですね。入学時から専門課程を出たら就職って決

めていたので、とにかく早めに動こうと思ってました。

③ 就職活動の進め方、情報収集の方法は？

就職について考え始めてから、就職支援室を訪れて情報収集していまし

た。色々資料見せてもらって企業の詳しい仕事内容とかの情報を見せても

らってどこがいいかなと思って、説明会等の情報も教えていただいたら実

際に足を運んだりしました。会社選びの際は資料等持ち帰って家族に相談

してましたね。

④ 企業を選んだポイントは？

地元の北九州市の中で、機械とかを扱う仕事をしたいなーって考えてて、

そういうやりたいことに合った企業っていう事と大手っていうか有名な企

業っていう部分を重視しました。

⑤ 後輩への学校生活・就職活動のアドバイス？

早めに就職支援室に行って相談したり、いろんな企業を知って比較した

り企業研究したりするのも大切だと感じました。先生にも相談するのも大

切だと思います。

あと面接練習も！私も最初全然できなくて、練習を重ねることで出来る

ようになったので。本番も全部答えることができました。

2018内定者の声

入学時から専門課程を出たら就職って決めていました。



① 好きな授業・得意な分野は？

シーケンス実習という授業で配線図が配られて、それを自分で配線して

いく実習です。単純作業が好きなので。あとシーケンス実習Ⅱっていうの

があってラダー図というプログラムをPLCの中で回路と組んで、動かすん

ですけど、それも好きですね。

② 就職について真剣に考え始めた時期は？

1年生の9月くらいです。もともと応用に行くか就職するか決めてなかっ

たので、その時期に就職の方向に決めて真剣に考え始めました。

③ 就職活動の進め方、情報収集の方法は？

最初はやりたい仕事が決まってなくて、企業探しから始めました。第一

候補、第二候補を出して担任の先生と相談しながら進めました。結局その

候補に入ってない会社に決めたんですけど、「先生と相談することで自分

の行きたい道、方向性とかも分かりやすくなったのかなと思いました」。

④ 企業を選んだポイントは？

他の自動車関連会社と比べて、電気自動車に力を入れていて、新しいこ

とに挑戦していて面白そうだなという風に思ったのと、あとは福利厚生の

部分も見て決めました。

⑤ 後輩への学校生活・就職活動のアドバイス

僕の先輩達も言っていたんですけど就職活動は早め早めが大事ですね。

僕も早めに動いてたつもりなんですけど履歴書等で思ったより時間がか

かったりして・・・。

後、面接練習はとにかく頑張りましょう！僕は本番筆記試験の方でミス

をしてしまいましたが、面接で頑張ってなんとか挽回できたので。

電気エネルギー制御科２年

迫 俊彰

内定先：日産自動車

株式会社

専門課程

2018内定者の声

最初は、やりたい仕事が決まっていなくて、企業探しから始めました。



建築科２年

入江 麻由子

内定先：株式会社

七呂建設

専門課程

① 好きな授業・得意な分野は？

一番好きなのは設計実習です。間取りとか考えるのが好き

なので、そういうことが出来て楽しいです。

② 就職について真剣に考え始めた時期は？

2年になってからですね。2年で卒業するって最初から決めていたのであ

と1年で決めなきゃと思って真剣に考え始めました。学校で勉強する事と

実際に働いて分かる事って違うと思ったので、早い方が良いかなと思って

就職を選びました。

もともと施工より設計に興味があったので、応用課程に進んで

RCとか施工実習を専門的に学ぶより、実際に就職して、興味のある設計に

携わりたいという気持ちもありました。

③ 就職活動の進め方、情報収集の方法は？

私は最初から地元の鹿児島で就職しようと決めていたので、

九州全体の企業が集まる合同企業説明会等に行って鹿児島の企業をいろい

ろ見て、絞っていきました。

④ 企業を選んだポイントは？

担任の先生に相談した時に会社の施工例を見て、その雰囲気が好きかど

うかを見た方が良いとアドバイスをもらったので、そこをポイントにしま

した。住宅の雰囲気って会社によって違うから自分がその雰囲気を好き

じゃないと働いた時に嫌になることもあると聞いて、なるほど！と思って。

⑤ 後輩への学校生活・就職活動のアドバイス

「就職活動は早め早めの行動が大事だと思います」。意外と説明会とか

も早く受付が終わるので間に合わないとか、終わった後行けばよかったと

後悔しないためにも早めの行動が大事だと思います。

2018内定者の声

就職活動は、早め早めの行動が大事だと思います。



生産機械

システム技術科２年

幸野 真斗

内定先：ソニーセミコンダクタ

マニュファクチャリング

株式会社

応用課程

① 好きな授業・得意な分野は？

僕は応用課程から九州能開大に来たんですけど、実技系が多いから、加

工実習の授業が好きですね。今も卒業研究で機械科がみんな加工とかして

て自分も設計や加工してるんですけど、今の時間が一番好きかなと思いま

す。

② 就職活動の進め方、情報収集の方法は？

自分が行きたい所が地元の熊本の企業で、もともと熊本の短大からこっ

ちに編入してきたので、短大に直接出向いてそこで企業情報収集してまし

た。会社説明会の日に熊本に行くから、その帰るついでに学校行って情報

収集って感じでしてました。短大出てそのまま就職した友達の中に、自分

の内定先に勤めている友達も居てそういう友達から直接話聞いたりもして

ました。

③ 企業を選んだポイントは？

一番は地元、熊本の企業であることです。後はそこの会社の技術力が高

いかどうか。分かってることをするのは楽しくないから、開発関係に行き

たくて、その中で最新の技術を持っている会社に行きたいっていう気持ち

はありました。

④ 後輩への学校生活・就職活動のアドバイス

就職の情報を集めたりするのは早いに超した事はないと思います。ギリ

ギリになって調べても自分も焦ってるからここ受けようって決めた後にこ

んな会社もあったんだって気付く事もあるし、就職活動がっつりじゃなく

てもこんな会社があるんだなーくらいの情報収集はしといた方がいいと思

いました。あんまり準備をやってなくて、いきなり活動を始めて受けて、

落ちても焦るだけだからそういうことを防ぐためにも選択肢を自分の中で

早いうちに持っといた方がいいのかなって思います。

2018内定者の声

最新の技術を持っている会社に行きたいっていう気持ちはありました。



生産電子情報

システム技術科２年

山田 詩和里

内定先： 東芝情報システム

株式会社

応用課程

① 好きな授業・得意な分野は？

楽しかった授業は開発課題の海中ロボットかな。

電子情報だけじゃなくいろんな科の人とコミュニケーションとれて

楽しかったです。授業の一環で海洋ロボットコンペティションに

参加するために沖縄行ったりもしました。

沖縄の帰りの飛行機にメンバーの1人が航空会社のミスで座席が

とれてなかったり、ハプニングもあったけど（笑）

② 就職について真剣に考え始めた時期は？

就活しなきゃって思ったのは4年の春休み明け！周りが必死に

やってる様子を見て、もしかして私やばい？って思いました・・・。

③ 就職活動の進め方、情報収集の方法は？

春休み明けずっと就職支援室に居て、履歴書が書けないとか、

一行も進まないって相談していました。直前にならないとスイッチが

入らないタイプなのでなかなか進まなくて（笑）

後は社会人の友達に相談したりとかしながら進めてました。

④ 企業を選んだポイントは？

医療系のシステムエンジニアになりたくて自分のやりたい分野が

あるっていうことと、本社が関東っていうことを選ぶ基準にしてました。

⑤後輩への学校生活・就職活動のアドバイス

就活は真面目にやりましょう！本当に春休みは大事だと思う。

私は春休みしなかったから休み明けすごく焦った。

でも焦りすぎる必要はないと思う。周りが早すぎたから焦りまくって、

でも早く決めすぎて後悔する人も居るしタイミングが大事。

あと3年生までは勉強を真面目にした方がいいです！

私はしてないけど（笑）

2018内定者の声

周りが必死にやっている（就活）様子をみて、

もしかして、私やばい？って思いました。



生産電気

システム技術科２年

有屋田 幸紀

内定先：株式会社

九電工

応用課程

① 好きな授業・得意な分野は？

シーケンス制御とプログラミングが好きです。プログラミングは

自分で組んで思うように動いた時とか達成感があって嬉しいです。

② 就職について真剣に考え始めた時期は？

去年(2017年）の冬くらい。インターンシップの受付が始まったくらいで、

そろそろ受ける企業決めたりしなくちゃいけないと思ったのがきっかけです。

インターンシップは3社くらい行きました。

正直、そんなに行かなくてもよかったのかなとは思ったけど（笑）

行きたい所、興味ある所に行くのはもちろん行った方がいいです。

③ 企業を選んだポイントは？

色々あるんですけど、九州で働きたいと思って九州圏内に本社

のある企業がいいなと思って、そこを一番重視しました。

その上で施工管理の仕事がしたかったので、その仕事ができる

企業を選びました。あと、内定先の九電工は大手というか企業規模

も大きいので後々大きなスケールの仕事もできそうだなと思って。

大手ならではの育成制度というか、最初の研修期間も3ヶ月あって

不安無く仕事に取り組めそうだと感じたのでそういう部分も

惹かれました。

④ 後輩への学校生活・就職活動のアドバイス

資格の勉強を頑張ってください！自分はいくつか取ったけど、

4年間毎年受けて取れなかった資格もあって

悔しい思いをしたりしたので・・・。

あとは夏休みは思いっきり遊ぶことですかね！

夏休みは本当にあっという間に過ぎて行くので遊べるうちは

ちゃんと遊ぶことも大事だと思います。

2018内定者の声

遊べるうちは、ちゃんと遊ぶことも大事だと思います。



建築施工

システム技術科２年

宮田 正明

内定先：株式会社

大林組

応用課程

① 好きな授業・得意な分野

木質構造実習です。RC（鉄筋コンクリート）の方は前いた学校でもよく

見る現場だったんですけど、木造はあまりなかったので実際自分達で組み

上げたりするのはおもしろかったです。沖縄の専門学校からの編入なので、

こっちに来てより専門的な分野、応用課程は施工に特化しているって聞い

ていたので、そこは実習を通してより深く学べたかなと思います。

② 就職について真剣に考え始めた時期

実際に就職支援サイトに登録したのは1月入って、年明けてすぐくらい

ですね。周りと比べるとちょっと遅かったんですよね。周りが早かったか

ら引き摺られる感じで始めました。

③ 就職活動の進め方、情報収集の方法

学校側のサポートが大きかったですね。先輩も知り合いも居ない土地な

ので先生によく聞いてた気はします。

色々迷ってたので、先生の中には一般企業出身の先生も居たから地元企

業と大手ゼネコンだったらどっちがいいんですかとか色々聞きました。そ

この作業が一番時間かけたと思います。

④ 企業を選んだポイント

色々企業を受けていく中で、大林組さんは同業者で認められていると感

じたことと、役員レベルの上の方の人の話を聞いた時、親身になって聞い

てくれているイメージがあって、、、。

色々迷って最終的に先生に相談して決めました。

⑤ 後輩への学校生活・就職活動のアドバイス

自分から動けばすごくサポートしてくれる学校ではあると思うので、周

りに流されて、なあなあで過ごすより「自分から主体的に動いて、頑張っ

てください！」。

2018内定者の声

いろいろ迷って、最終的に先生に相談して決めました。


