
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参加ガイドブック 

 

ごあいさつ 

 この度は「大しごとーく in 信州 2019」にご参加いただき誠にありがとうございます。 

「大しごとーく in 信州 2019」は次のような願いを込めて開催します。 

 

 来場者のみなさまには… 

・県内企業の強みや良さを知り、今後の就職活動やインターシップに活かしていただく。 

・働くことについて考えるきっかけの場としていただく。 

・社会人と気軽に話すことで、就職活動に対して感じている不安や迷いを整理し、将来のビジョンを 

 明確にしていただく。 

 

 出展者のみなさまには… 

 ・学生が普段どのようなことを感じているのかを知ってもらう場としていただく。 

 ・企業の強みを学生に発信する場としていただく。 

 

 今年 2 回目の開催となる本イベントにこれらの願いの達成の為に、多くの企業・団体、学生の方々に 

出展いただけることになりました。来場者の皆さんにはできるだけ多くのブースを回り、たくさんの人と 

話してください。きっと多くの発見があると思います。 

 出展者の皆さんは、ブースを訪れた方を快く迎えて、パネルに書いてある以上のことを伝えていただけ 

れば幸いです。 

 本日は、ご参加いただきありがとうございます。「大しごとーく in 信州 2019」を存分に楽しんでいって

ください！ 

企画・運営 大しごとーく in 信州 2019 実行委員一同 
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■ スケジュールと会場図 ■ 

12：00 開場 

12：30 オープニング（開催宣言・プログラム等のご案内） 

オープニング終了次第 アイスブレイク 

13：00～13：30 

第 1 回 しごとーく 

（※企業・団体出展者でブース No が偶数の出展者様） 

13：45～14：15 

第 2 回 しごとーく 

（※企業・団体出展者でブース No が奇数の出展者様） 

14：15 アイスブレイク 

14：45～15：15 

第 3 回 しごとーく 

（※企業・団体出展者でブース No が奇数の出展者様） 

15：30～16：00 

第 4 回 しごとーく 

（※企業・団体出展者でブース No が偶数の出展者様） 

16：00～16：30 クロージング 

 ※スケジュール時間は目安となります。それぞれのプログラム時刻はその都度アナウンスいたします。 
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■ 大しごとーくの歩き方のコツ ■    

大しごとーくは就職活動の場ではありません。ふだんコミュニケーションをとる機会がない、

企業・団体の社会人と気軽に話をする場所です。 

出展者のみなさんも、来場学生のみなさんも、お互いが気軽に声をかけ、気軽にコミュニケ

ーションを楽しんでください。 

◎会場マップを確認しよう！ 

►企業ブースエリア／ブース No1～76 

ブースにはその企業・団体のキャッチフレーズが掲示されています。キャッチフレーズはその

企業・団体自身や製品やサービスの特徴、または目指す企業像、ビジョンなどを表しています。

興味を感じたキャッチフレーズがあったら必ず声をかけてみてください。 

※本書の後半にもキャッチフレーズを記載しています。 

※しごとーく参加中のブースは、担当の方がいませんので時間をおいて訪問してください。 

►学生ブースエリア／ブース No77～95 

学生ブースは大学のゼミや学生団体が自主的に行っている、様々なプロジェクトを紹介するブ

ースです。企業・団体の大人の方も、是非足を運んで、いろいろ質問してください。 

◎名札の色には意味があります。 

会場内を歩いている人がどんな人か？がすぐにわかるように、名札の色は立場の違いによって

変わります。 

■赤  →  大学生   ■黄色 →  高校生 

□白   →  一般   ■青  →  企業出展者 

■緑  →  学生出展者 

◎困った時は運営委員か受付へ！ 

「プログラムやブースについて知りたい！」や「体調がすぐれない！」などの時には、黄色いジ

ャケットの運営委員に気軽に声をかけてください。 

◎アンケートのご協力をお願いします。 

►会場出口に掲示されている QR コードを読み込んで、アンケートのご協力をお願いします。皆

さんのご意見を参考に来年もより良いイベントづくりをめざします！ 

►名札は必ず受付に返却してください。 

※アンケート回答用の QR コードは本ガイドブックの裏表紙にもあります。 

◎おことわり 

イベント開催中は記録係が会場内を写真・動画撮影し、今後本事業の広報活動に利用しますので

ご了承ください。広報媒体での利用を希望されない方は受付スタッフまでお申し出ください。 
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※重要：よくお読みください 

■ アイスブレイクについて ■    

◇アイスブレイクは企業・団体出展の社会人と学生のコミュニケーションを円滑にするために行

う、自己紹介ゲームです。 

 

◇出展者の社会人も学生も、まずは本書の 14 ページと 15 ページの「自己紹介」に必要事項を記

入してください。 

 

◇司会者の始まりのアナウンスとともに近くにいる、学生は社会人と、社会人は学生と、相手に自

己紹介ページを見せ合って、自己紹介しあいます。 

 

◇お互いの自己紹介が終わったら、「今日はよろしくお願いします」といって握手して終了です。 

これを周りの人と、繰り返し行ってください。さて、何人の人に自己紹介ができたでしょうか？ 

 

 

■ しごとーくについて ■    

◇しごとーくは社会人 2 名と学生 2 名以上のフリートークのコミュニケーションの場です。 

 

◇場所は「しごとーくエリア A～D」(2 ページ会場図参照)で行います。4 脚の椅子を設置した 5

つのサークルが設置してあります（椅子が足りない場合はスタッフがお持ちします）。 

 

◇企業・団体の皆様は、予めご自身が参加するエリアとサークル No が決まっています。 

 ※本書 5 ページ以降のキャッチフレーズ・社名欄の右上に記載しています。 

 

◇来場学生の皆さんは、受付で配布されたカードに記載されている実施回（第１～4 回）・実施エ

リアに参加して下さい。また学生出展ブースの皆さんも積極的に参加してください。 

 

◇時間は 30 分。トークは前半（12 分）と後半（12 分）に分かれて行い、前半と後半で、エリ

ア内で席替えを行います。席替えの方法はスタッフの指示に従ってください。 

 

◇トークテーマについて 

本書巻末のアイスブレイクで使用した自己紹介を 4 人で見せ合い、その中からトークテーマを選ん

でください。  
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■ 企業・団体の出展者キャッチフレーズ一覧■    

 
キャッチフレーズが気になった出展者は、積極的にブース訪問！またはしごとーくへ参加してみよう！ 

左上の数字はブース No です。右上の第〇・〇回はしごとーくの参加回で、アルファベットと数字はその出展

者が参加するエリアとサークル場所を示します。 

◇しごとーく第 1 回 13：00～ ◇しごとーく第 2 回 13：45～ 

◇しごとーく第 3 回 14：45～ ◇しごとーく第 4 回 15：30～ 

 1            第 2・3 回／A-1 

 

「クラウドでオフィスをスマートに」 

クラウド製品の開発・販売 

アースシステム(有) 

情報通信業 ／ 松本市 

 

 2            第 1・4 回／A-1 

我ら「鉄の料理人」鉄をどんな形にも料理する！

「鉄の料理人集団」です。 

鉄の料理人になってみませんか！！ 

お越しをお待ちしております。 

赤田工業（株）製造業 ／ 池田町 

 

 3            第 2・3 回／B-1 

 

『100 事業 100 幹部』への挑戦 

 

アスク工業（株） 

製造業 ／ 長野市 

 

 4            第 1・4 回／B-1 

 

当社の未来はお客様の満足と共に 

 

アピックヤマダ（株） 

製造業 ／ 千曲市 

 

 5            ※都合により欠席 

アリーナバススタッフは日本各地を駆け抜け、

あなたの旅行を最大限に手助けする 

準備が出来ています！ 

（株）アリーナ 

輸業・郵便業 ／ 長野市 

 

 6            第 1・4 回／C-1 

 

みんなの夢をかなえる感動いっぱいの 

世界一あったかいリゾートを目指す集団です！ 

（株）池の平ホテル＆リゾーツ 

サービス業 ／ 北佐久郡立科町 

 

 7            第 2・3 回／D-1 

 

洗車機から調理家電まで 

暮らしを便利にする製品をつくっています！ 

エムケー精工（株） 

製造業 ／ 千曲市 

 

 8            第 1・4 回／D-1 

コンクリートで命を護り、環境を守る。 

独自の技術とアイディアで 

安心、安全な未来をつくっています。 

（株）オーイケ 

製造業 ／ 東筑摩郡山形村 

 
 9            第 2・3 回／A-2 

『光』の専門メーカー！ 

当社の技術はスマホ等身近なものに使われ、

現在医療 業界へも事業展開しています。 

（株）オーク製作所 

製造業 ／ 茅野市 

 

 10            第 1・4 回／A-2 

 

岡谷酸素はガス屋さん、 

産業用ガス“シェア No.1” 

岡谷酸素（株） 

卸売業・小売業 ／ 岡谷市 
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 11            第 2・3 回／B-2 

 

新たな発想と大胆な行動への挑戦 

 

岡谷市役所 

公務 ／ 岡谷市 

 

 12            第 1・4 回／B-2 

 

喜びを共有し、幸せを分かち合う 

～地球上すべての人を健康にする～ 

（株）オンアンドオングループ 

医療・福祉 ／ 世田谷区 

 

 13            第 2・3 回／C-1 

 

たべものから地域をしあわせに 

 

（株）かめや 

宿泊・飲食サービス業 ／ 諏訪郡原村 

 

 14            第 1・4 回／C-2 

 

観光で奥信濃の未来を描く。 

 

（株）河一屋 

宿泊・飲食サービス業 ／ 下高井郡野沢温泉村 

 

 15            第 2・3 回／D-2 

薄いものをキレイに切る。 

微細な加工に挑戦する。 

多彩な技術で世界に挑む。 

（株）キンポーメルテック 

製造業 ／ 飯田市 

 

 16            第 1・4 回／D-2 

 

人にやさしい街づくりをしています。地域の

安全・安心を守ります。 

（株）グラフィック 

サービス業 ／ 松本市 

 

 17            第 2・3 回／A-3 

 

その夢を、カタチに。 

～“加工できないものはない”を目指して～ 

コトヒラ工業（株） 

製造業 ／ 東御市 

 

 18            第 1・4 回／A-3 

『伝わるまごころ、つながる絆』 

人と人のぬくもりが通い合うような、 

やさしい時間の創造に努めています。 

（株）コトブキ 

医療・福祉 ／ 小諸市 

 
 19            第 2・3 回／B-3 

 

リアル！！《Back to the future》を 

目指しています^^ 

（有）寿昇運 （株）寿バイオ 

複合サービス事業 ／ 塩尻市 

 

 20            第 1・4 回／B-3 

 

『人』と『人』をつなぐ、 

地域とこころのネットワーク作り 

社会福祉法人 この街福祉会 

医療・福祉 ／ 茅野市 

 

 21            第 2・3 回／C-2 

 

「小さな地域を支える、街の IT 屋さん」 

 

（株）コミクリ 

情報通信業 ／ 塩尻市 

 

 22            第 1・4 回／C-3 

 「がんばるパッケージで世界の食品をもっと

明るく元気にする。」を使命とし、全国の食品

メーカー様へ包材を提供しております。ストレ

スなく開封できる「ワンツーカット」を始め、

開発にも力を入れている会社です。 

三洋グラビア（株） 製造業 ／ 伊那市 
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 23            第 2・3 回／D-3 

 

地域活性化の取り組み「木育」って知ってる？ 

 

塩尻市・塩尻商工会議所 

総合経済団体 ／ 塩尻市 

 

 24            第 1・4 回／D-3 

 

笑顔であいさつ 日本一！ 

 

社会福祉法人 親愛の里 

医療・福祉 ／ 下伊那郡松川町 

 

 25            第 2・3 回／A-4 

 

あなたの家にもきっとある！ 

世界シェア 20％の電子部品材料メーカーです 

信英蓄電器箔（株） 

製造業 ／ 上伊那郡南箕輪村 

 

 26            第 1・4 回／A-4 

 

長野県の暮らしと経済を支え続けて 73 年 

 

信州名鉄運輸（株） 

運輸業・郵便業 ／ 松本市 

 

 27            第 2・3 回／B-4 

 

おもしろ おかしく たのしく 

 

伸和コントロールズ（株） 

製造業 ／ 伊那市 

 

 28            第 1・4 回／B-4 

 

諏訪湖がジャムで埋まる！？  

1 日に作り出すジャムは 43 トン！ 

（株）スドージャム 

製造業 ／ 松本市 

 

 29            第 2・3 回／C-3 

 

やればやった分、手ごたえのある仕事 

 

春原建設（株） 

建設業・水道事業・人材育成事業 ／ 上田市 

 

 30            第 1・4 回／C-4 

 

～美しい未来環境を創る～ 

建設の業を軸に豊かな地域社会の発展に貢献する 

スワテック建設（株） 

建設業 ／ 諏訪市 

 

 31            第 2・3 回／D-4 

 

エプソンは、「省・小・精の技術」を核に 

世界中のお客様に驚きや感動をお届けします。 

セイコーエプソン（株） 

製造業 ／ 諏訪市 

 

 32            第 1・4 回／D-4 

幕末に創業。 

「米発酵文化を未来へ」を理念に、 

世界へ羽ばたきます 

（株）仙醸 

製造業 ／ 伊那市 

 
 33            第 2・3 回／A-5 

 

安曇野でしか味わえない感動がある 

 

（株）だいにち堂 

卸売業・小売業 ／ 安曇野市 

 

 34            第 1・4 回／A-5 

 

髪の毛に穴をあけられるレベルの機械を開発 

 

（株）ダイヤ精機製作所 

製造業 ／ 岡谷市 
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 35            第 2・3 回／B-5 

 

創業 86 年、建設だからこそ地域やお客様に

「貢献」し、「信頼」される企業！社員のチ

ャレンジ「挑戦」を大切にする企業！ 

高木建設（株） 

建設業 ／ 長野市 

 36            第 1・4 回／B-5 

 

グローバルニッチ・Made in Nagano  
眼科医療機器メーカー 

（株）タカギセイコー 

製造業 ／ 中野市 

 

 37            第 2・3 回／C-4 

1 都 7 県(長野・東京・埼玉・神奈川・愛知・岐

阜・群馬・山梨)で多業種展開。自動車販売、レン

タカー業等で高いシェア率を誇る。各職種にて全国

表彰をうけるなどサービスパフォーマンスに定評あ

り。 

（株）タカサワ 卸売業・小売業 ／ 長野市 

 

 38            第 1・4 回／C-5 

社会インフラを支えて 100 年、 

次の 100 年も地域を支える 

『モノづくり』に挑戦し続けます。 

（株）竹花組 

建設業 ／ 佐久市 

 
 39            第 2・3 回／C-4 

 

スマートフォンなどの液晶を検査する 

装置を開発しています 

（株）ちくま精機 

製造業 ／ 安曇野市 

 

 40            第 1・4 回／C-5 

 

介護でバーチャルリアリティー？！ 

認知症の方の世界を疑似体験！ 

（株）ツクイ 

医療・福祉 ／ 神奈川県横浜市 

 

 41            第 2・3 回／A-1 

私たちが目指すのは 

『できないことをやれる企業になろう！』 

国内の製造ﾒｰｶｰの困り事に、自動化・省力化の

技術で『日本のものづくり』に貢献します。 

（株）つばくろ電機 製造業 ／ 北安曇郡松川村 

 

 42            第 1・4 回／A-1 

飼育するヤギの数が社員より多かった 

IT 企業は、真面目に自動車社会の課題解決に 

取り組んでいます！ 

ディーアイシージャパン（株） 

ソフトウェア開発 ／ 上水内郡信濃町 

 

 43            第 2・3 回／B-1 

 

身近な『アレ』実はデンソーエアクールが 

造ってます！（国内トップシェア） 

（株）デンソーエアクール 

製造業 ／ 安曇野市 

 

 44            第 1・4 回／B-1 

 

「世界トップレベルのカーエアコン用 

部品メーカー」“地球に心地よい風を” 

（株）デンソーエアシステムズ 

製造業 ／ 安城市 

 

 45            第 2・3 回／B-3 

 

創業 60 年。培った自動化技術でお客様 

要望の一歩先を行くものづくりへ挑戦！ 

天竜精機（株） 

製造業 ／ 駒ケ根市 

 

 46            第 1・4 回／C-1 

 

創業 100 年を誇る総合電源機器メーカー 

 

東京精電（株） 

製造業 ／ 上田市 
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 47            第 2・3 回／D-1 

 

信号機の中身、知ってますか？ 

 

東洋技研（株） 

製造業 ／ 岡谷市 

 

 48            第 1・4 回／D-1 

1949 年設立・全国 30 の販売拠点をもつ 

老舗メーターメーカーです。現在業界シェア

No.2、業界 No.1 を目指しており、 

成長中の企業です！ 

東洋計器（株） 製造業 ／ 松本市 

 

 49            第 2・3 回／A-2 

 

お客様の人生に寄り添う仕事をしています 

 

トヨタユー・グループ 

卸売業・小売業 ／ 長野市 

 

 50            第 1・4 回／A-2 

 

大好きな長野の自然を、 

私たちと一緒に守りませんか？ 

直富商事（株） 

生活関連サービス業・娯楽業 ／ 長野市 

 

 51            第 2・3 回／B-2 

～長野県のマザーバンク～ 

お客さまのニーズや課題を 

「提案力」で解決します。 

（株） 長野銀行 

金融業・保険業 ／ 松本市 

 

 52            第 1・4 回／B-2 

 

日本一安全・安心な長野県を目指して 

 

長野県警察 

公務 ／ 長野市 

 

 53            第 2・3 回／C-1 

 

地域の暮らしを真に豊かにする近道 

 

長野県中小企業家同友会 

経営者団体事務局 ／ 長野市 

 

 54            第 1・4 回／C-2 

 

犬のさんぽから AI まで、 

あなたのスキに答えます 

長野県庁 

公務 ／ 長野市 

 

 55            第 2・3 回／D-2 

 

食べることが大好きで、 

日本中を笑顔にする会社です。 

（株）ナガノトマト 

製造業 ／ 松本市 

 

 56            第 1・4 回／D-2 

 

地味で堅実なものづくりを 

“県内唯一の技術”で行っている企業です！ 

ナパック（株） 

製造業 ／ 駒ケ根市 

 

 57            第 2・3 回／A-3 

 

自動運転・コネクテッドカーの 

デバイス部品で技術革新の一翼を担う! 

（株）南信精機製作所 

製造業 ／ 上伊那郡飯島町 

 

 58            第 1・4 回／A-3 

 

未来を創る！世界に向けたものづくりに 

貢献する技術集団です！ 

ニッキトライシステム（株） 

製造業 ／ 松本市 
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 59             

 

ユニバーシティー・エンゲージメントを 
進める信州アカデミア構想 

 

長野県 COC/COC+ 

 

 

 60            第 1・4 回／B-3 

ハイブリットカーに 100％当社製品が 

採用されています！ 

世界初！特殊技術でバイク部品を製品化！ 

日軽松尾（株） 

卸売業・小売業 ／ 上田市 

 
 61            第 2・3 回／C-2 

 

見えない空気をエネルギーに変える！？ 

技術力×オリジナリティー ＝ ２万アイテム 

（株）日本ピスコ 

製造業 ／ 上伊那郡南箕輪村 

 

 62            第 1・4 回／C-3 

 

国内唯一のプラスチック射出成形機 

周辺機器の総合メーカー 

（株）ハーモ 

製造業 ／ 上伊那郡南箕輪村 

 

 63            第 2・3 回／D-3 

自由だ。変えよう。 

～2014 年 7 月、VAIO は 

ソニー株式会社から分離・独立しました～ 

VAIO（株） 

製造業 ／ 安曇野市 

 

 64            第 1・4 回／D-3 

自分の『好き』や『得意』を生かすプラット 

フォーム。自分自身が楽しみ、お客様を巻き込み、 

共感できる場所。 

（株）白馬ハイランドホテル 

宿泊・飲食サービス業 ／ 北安曇郡白馬村 

 

 65            第 2・3 回／A-4 

 

車はなぜ走るのか… 

それはヒラバヤシの部品があるからなんです‼ 

（株）ヒラバヤシ 

製造業 ／ 安曇野市 

 

 66            第 1・4 回／A-4 

 

地産地築の家づくり。地元で育った 

木々こそ、その地に根差す家に相応しい。 

（株）フォレストコーポレーション 

住宅 ／ 伊那市 

 

 67            第 2・3 回／B-4 

 

建設業界の若返りが信州を救う。 

 

（株）フクザワコーポレーション 

建設業 ／ 長野市 

 

 68            第 1・4 回／B-4 

 

心と未来を変えるシャツ 

～私たちは未来のために創り続けていきます～ 

フレックスジャパン（株） 

製造業 ／ 千曲市 

 

 69            第 2・3 回／C-3 

 

その山賊焼、本郷鶏肉かも！ 

まごころ込めた惣菜製造をしています。 

（有）本郷鶏肉 

 ／ 松本市 

 

 70            第 1・4 回／C-4 

「働く」に関連する４セクション 

（労働基準、職業安定、雇用環境・均等、人材

開発）を地域に密着しながら総合的・一体的に

運営 それが労働局 

長野労働局 松本公共職業安定所 

公務 ／ 松本市 
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 71            第 2・3 回／D-4 

 

長野県内の物流サービスを通じて、 

信頼に応え地域に愛される会社を目指します。 

松本倉庫（株） 

運輸業・郵便業 ／ 東筑摩郡山形村 

 

 72            第 1・4 回／D-4 

 

AI×高精細画像通信×ドローンで果樹園を

襲う鳥獣害対策にチャレンジ 

マリモ電子工業（株） 

情報通信業 ／ 上田市 

 

 73            第 2・3 回／A-5 

 

写真好き、カメラ好き、集まれ！ 

 

マルミ光機（株） 

製造業 ／ 東京都北区 

 

 74            第 1・4 回／A-5 

 

日本の伝統食品をつくり続けて１１７年 

ニッチな業界でトップシェアなんですっ！！ 

（株）みすずコーポレーション 

製造業 ／ 長野市 

 

 75            第 2・3 回／B-5 

 

生活に欠かせない “水・空気・光” を 

取扱うプロ集団 ！ 

ルピナ中部工業（株） 

建設業 ／ 松本市 

 

 76            第 1・4 回／B-5 

 

『建設×AI』インフラ整備を担う 

建設業界を情報技術でサポート 

（株）ワイズ 

情報通信業 ／ 長野市 

 

  

以下の QR コードから、出展者のホームページリンク集がご覧いただけます。 
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  77 

地域社会と学生の窓口 
学生随一の企画実施力と行動力 
「超」地域密着型の活動内容 

上田市を学生たちのユートピアに！ 
 

学生有志団体 miU3 (ミウシー) 
 

  78 

 

繊維学部生の挑戦！ 
足元からやすらぎの創出を 

 

靴下プロジェクト 
 

  79 

「きになる！」 
白馬の「ここで」できることを 

発見してきました！ 

 

Shinshu KoKoDe Project 
 

  80 

「体験」で選ぶ 
新しいインターンシップ情報サイト 

信州キャリア・ラボ 
 

信州大学キャリア教育サポートセンター 
×株式会社エイブルデザイン 

 

  81 

大学生が地域に参画する活動を通して、 
目の前の小さなことから社会を変えていく 

ことを目指しています！信州大学登録団体です。 

 

信州大学地域参画プロジェクト CHANGE 
 

  82 

学生×地域を繋ぎ 
地域の魅力を伝え 
学生の力を認めて 

超つよつよ人財を育てる 
学生チームです！ 

SUWAtid 
 

  83 

「学生の常識をぶっ壊せ」 
イベントを開催することにより、 

学生の活動範囲を広めていきます。 

 

2nd Canvas 
 

  84 

 

えっ何これがたくさん!! 
学生発面白いといえばココから 

 

超学生団体 
 

  85 

「眠っている服を次の誰かに」 
TRIANGLE は服の循環やそこからうまれる

良い影響を実験的に楽しんでいく場です。 

 

TRIANGLE 
 

  86 

 

高校生の熱い想い聞いてください! 

 

長野県高校生プレゼンテーション大会 
 

■ 学生出展者のキャッチフレーズ一覧■ 
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  87 

 

信州の大人と若者をつなぎ、 
化学反応起こします。 

 

信州高校生プロジェクトもざいく 
 

  88 

 

高校生の居場所、はじめました 

 

高校生団体 Fourth Place 
 

  89 

はじめてでも気軽にハンドメイドを!!あなたの 
「好き」をあなたが「つくる」 

信州大学・長野大学ハンドメイドサークル atty 
     ＆（共同出展） 

信州大学生が運営する移動式コーヒー店です！ 

ボヘミアン珈琲 

  90 

 

若者の“やりたいこと”を松本で実現 

 

松本若者会議 
 

  91 

 

信州大学から”献血”を広げ隊 

 

L'ami 
 

  92 

 

地元民より地元民 

 

LEGAME 
 

  93 

 

まちの、現在（いま）を知る。 
未来（つぎ）を創る。地域活性 community 

 

まちのてらこや × inter mate 
 

  94 

 

『信州×東京』キャリアから学生生活を観

る。20 卒の学生のみで構成された学生団体 

 

Debutant 
 

  95 

 

エンカレッジで納得のいく就活を 

 

en-courage 
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＊自己紹介／学生用＊ 

 

氏名 

 

 

 

 

文  ・  理 

※高校生の方は将来の希望 

 

 

※以下はどちらかを記入してください（両方書いても OK） 

今後挑戦したいこと 

 

 

 

相手に聞きたい事 
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＊自己紹介／企業・団体用＊ 

 

氏名 

 

 

 

私の仕事 

 

 

 

 

仕事の楽しい点 

 

 

 

 

相手に聞きたい事 
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メモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR コードを読み込んで、アンケートのご協力をお願いします。 

皆様のご意見を基により良いイベント創りをめざします！ 

（アンケートにお答えいただいた方には受付で粗品をプレゼントします） 

 

 

 

 

 

  出展者様     来場学生様   一般来場者様 

 

◆ 大しごとーく in 信州 2019：主催団体 ◆ 

長野県地方創生推進事業（COC+）協議会 

信州大学、長野大学、松本大学  

長野県  

長野県経営者協会、長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、 

長野県中小企業団体中央会、長野県中小企業家同友会 

 

協力団体 

長野県松本地域振興局 

松本市、塩尻市、安曇野市 

松本商工会議所、塩尻商工会議所、安曇野市商工会 

松本機械金属工業会 

 

 

本事業は、長野県 地域発元気づくり支援金事業を活用しています。 
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