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2020年 第５回 定期総会（書面）

ＩＴ産業懇話会の取り組み

2020年6月

一般社団法人 ＩＴ産業懇話会

理事 白取 紀憲
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ＩＴ産業懇話会誕生秘話

▶ 懇話会誕生秘話～1６年前

池袋「えんざ（居酒屋）怪談？ ＩＴ業界の情報発信を、（日経ＢＰ2

名、ＪＩＳＡ１名と白取）が、懇親の勢いで赤本（ＩＴ業界徹底研究）

企画を決定。

▶ 池袋西口「ふくろ友の会」→「中華・南南」→「ＹＲイベントホ

ール」→「芸術劇場２階イタリアンレストラン」→「大塚のベルク

ラシック東京」

▶ 赤本「ＩＴ業界徹底研究」営業を通して

ＩＴ業界の人事の「悩み・希望・要望」を拝聴しながら「懇話会結成

のきっかけ」となる。

▶ 大学とのパイプづくり・企業間の情報交換・学生就活支援の援助な

ど、具体的な動きとなる。

▶ 2014年10月2日に「ＩＴ産業懇話会」を社団法人として登記

▶ この会は、大学とＩＴ企業が一緒になって創設された団体である。
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活動内容

１．就職支援セミナー

ＩＴ業界の「将来性」「働きがい」「仕事の内容」

会員中心に企業を紹介

９０分のＩＴ業界セミナーを各大学で開催。

終了後は「大学との懇談会」を実施。
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２．ＩＴ企業学内説明会

3．模擬面接講座

.

４．WEB説明会
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5．就職相談会～講師は会員企業から手弁当で依頼・協力～

2020年度実績

実績14大学・140名が内定獲得

神奈川工科大学 新潟県立大学

大正大学 津田塾大学

工学院大学 文京学院大学

神奈川大学 武蔵大学

東京都市大学 立教大学

明治大学 城西大学

青山学院大学 相模女子大学 問合せ 同志社大学

中央大学（多摩） 日本大学 京都大学

法政大学 恵泉女学園大学 東京家政大学

早稲田大学（理工） 実践女子大学 聖心女子大学

関東学院大学 獨協大学 京都大学

学習院大学 国学院大学 長﨑市立大学

埼玉大学 都立大学 富山大学

今年の特長 昨年実績のほかに、第二新卒、LGBT学生対応、

身体障害学生の相談と内定獲得支援
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2019年度の主な活動

▶2019年4月16日（火）

神奈川工科大学「学内説明会」協力

▶2019年5月8日（水）・9日（木）

工学院大学（新宿）「学内企業説明会」に協力

▶2019年5月17日（金）

工学院大学（八王子）「学内企業説明会」に協力

▶2019年6月17日（月）

IT産業懇話会 年次総会開催

▶2019年7月10日（水）

神奈川大学・平塚キャンパス「ＩＴ企業学内説明会」に協力

▶2019年10月2日（水）

神奈川工科大学・3年生向け「仕事のあり方セミナー」
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▶2019年10月8日（火）

鎌倉女子大学・3年生向け「IT業界セミナー」に協力

▶2019年10月8日（火）・24日（木）

神奈川工科大学「振り返り就活支援講座」に協力

▶2019年10月24日（木）・25日（金）

早稲田大学・理工学部3年対象「就職準備ガイダンス」に協力

▶2019年10月29日（火）

神奈川県立秦野綜合高校 1年生対象の進路ガイダンス

「企業業界の仕事？SEの仕事？」講師で協力

▶2019年10月30日（水）

神奈川大学・平塚キャンパス「ＩＴ業界セミナー」に協力

▶2019年11月7日（木）

神奈川大学・横浜キャンパス「ＩＴ学内説明会」に協力
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▶2019年11月９日（土）・10日（日）

神奈川工科大学・3年生向け「就活支援講座」

▶神奈川県立相模原総合高校・1年生向け「IT業界セミナー」

に協力（講師）

▶2019年11月27日（水）

「ダイバーシティ就活支援講座」初の関西地区イベントに協力

▶2019年11月27日（水）

神田外語大学 4年生対象の「学内説明会」

▶2019年11月28日（木）

神奈川大学・横浜キャンパス「IT業界セミナー」

▶2019年12月5日（木）

神奈川大学・ひらつかキャンパス「就職講座」
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▶2019年12月24日（火）

東海大学・平塚キャンパス

「就職講座」模擬面接対応

▶2019年12月19日（木）

相模女子大学「IT業界セミナー」講師で協力

▶2019年12月14日（土）

大正大学・企業研究会

▶2019年12月11日（水）

東海大学・平塚「就職講座」講師協力
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▶2020年1月15日（水）

日本電子専門学校 産学連携セミナーに参加・協力

▶2020年2月4日（火）・5日（水）

大正大学 企業研究会

▶2020年2月6日（木土）

早稲田大学理工学部 企業研究会（3社）

▶2020年2月12日（水）～14日（金）・18日（火）

神奈川工科大学 学内説明会

▶2020年2月14日（金）

東海大学 学内説明会

▶2020年2月21日（金）

日本工学院八王子専門学校 学内説明会（24社）
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▶2020年2月25日（火）

相模女子大学 学内説明会

▶2020年3月9日（月）・10日（火）

神奈川工科大学 学内説明会 中止

●神奈川工科大学・学内説明会の中止以降、現在に

至るまで、各大学・専門学校等の対面式の学内

説明会は６月現在ほぼ中止となっている

＊新型コロナウイルス感染症 の影響

▶2020年3月31日（火）

神田外語大学 WEB説明会（4社） 他大学に先駆けて実施

▶2020年4月27日（月）・28日（火）

工学院大学 WEB説明会（11社）
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6. 大学・専門学校のみなさんと語る会の開催

1. 2019年４月10日（水）

大職研・第4分科会運営委員長と語る会（1校8社の参加）

2. 〃 4月23日（火）

大正大学・就職課と語る会（2名・企業17社）

3. 〃 4月25日（木）

神奈川大学（横浜・平塚）のみなさんと語る会（3名・企業15社）

4. 〃 5月9日（木）

早稲田大学・理工パートナーズのみなさんと語る会（4名・15社）

5. 〃 6月10日（月）

工学院大学みなさんと語る会（4名・企業15社）

6. 〃 6月27日（木）

神田外語大学・キャリアセンターと語る会（3名・16社）

7. 〃 7月26日（金）

清泉女子大学・キャリアセンターと語る会（1名・8社）
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8. 2019年８月7日（水）

神奈川工科大学「学部長他4名の教授」と語る会（15社）

9. 〃 11月22日（金）

鎌倉女子大学のみなさんと語る会（2名・6社）

10. 〃 12月2日（月）

創価大学・染谷さんと語る会（1名・8社）

年明けからは、本格的な学内説明会が始まり、ようやくひと段落

ついたところで、新型コロナウイルスの影響が徐々に出始めて、

以降、計画を立てていた「語る会」は、当面延期となっている。

延べ10校・延べ123社の参加
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7. 部会報告 ①広報・企画部会

●部会の開催

5/13、6/11、7/２３、8/30、9/30、11/12、

1/12、1/28、2/14 9回開催

●主な活動内容

１．セミナー開催時にアンケートを取る（6/17、9/9）

２．大学向けパンフレットの作成（大学部会の意見も取り入れ、

A4判２ページ（表裏１枚のもの）

３．ホームページのリニューアル

安心・信頼できる団体、ほしい情報の鮮度、知りたい情報

へのストレスのないアクセス

等の方針のもと討議。2020年度に実施予定。

４．アンケートの発信

◎新卒採用に関するアンケートの実施（2020年1月）

◎緊急事態宣言後の各社の対応～会員各社のアンケート集計

◎インターンシップに関するアンケート実施（2020年6月）
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●今後の活動目標

１．22卒採用人数計画アンケート

２．各媒体との情報交換

３．23年卒インターンシップアンケート

４．ホームページリニューアル

５．各種セミナーの開催

６．会員証の作成準備
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７.部会報告 ②講師部会

●部会の開催

5/22、7/２2、9/25、11/25、1/20 5回開催

3/12、5/12 新型コロナウイルス対応のため開催中止

●主な活動内容

１．他部会との連携強化

大学等の要望に応じて実施している「業界説明会」「模擬面接会」

「就職合宿」等のイベントの機会拡大のため大学部会、広報・企画

部会と連携してIT産業懇話会としてより効果的な活動をめざす。

２．会員企業の採用力強化

「勉強会」の回数拡大を図る。企業人事として対応すべき課題に

素早く正確に対応するための情報交換の場を設ける。

３．IT産業懇話会講師として強化

「業界説明会」「模擬面接会」「就職合宿」等に、会員が積極的に

参加協力し、機会をより多く設けることで、対応力の向上をめざす。
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７. 部会報告 ③大学部会

●部会の開催

9/12、10/10、11/14、12/12、1月休み 下期4回開催

5/17 新型コロナウイルス対応のためWEB部会開催

●主な活動内容

１．大学訪問

東京国際大学、共立女子大学、日本工学院八王子、東京工科大学、

和洋女子大学、清泉女子大学、東京都市大学、神奈川大学（横浜）、

相模女子大学、東邦大学、大東文化大学、和光大学、城西大学、

フェリス女学院大学、東海大学（高輪・平塚）、東京工芸大学、

日本電子専門学校、創価大学、東京電機大学、日本工業大学、

東京情報大学 複数回訪問を含め延べ27大学を訪問

２．学内説明会 等

10/8 鎌倉女子大学業界セミナー

10/30 神奈川大学合同説明会（平塚C）

11/7 神奈川大学合同説明会（横浜C）
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11/9・10 神奈川工科大学 就活支援（3年生対象）

12/4 大正大学業界セミナー（3年生）

12/19 相模女子大学業界セミナー（3年生）

12/11 東海大学 就職講座

12/24 〃 模擬面接

2/14 〃 理工学部企業説明会

3/31 神田外語大学 WEB説明会（4社）

4/27・28 工学院大学 WEB説明会（11社）

３．2020年度活動計画

①COVID-19による採用活動への影響を把握し、会員

企業大学への採用活動の支援を強化→WEB説明会、学内説明会

②22年採用に向けた学内説明会等の開催→大学訪問再開

③大学部会の定期的な実施
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2020年度活動企画（案）

◆活動方針

1. ＩＴ企業を志望する学生に対する就職活動支援

2. 大学・専門学校のキャリア指導への協力

3. 会員相互の交流の推進

4. 会員企業、大学・専門学校の拡大、認知度向上

◆活動内容

1. 学生に対して

2. 会員大学・専門学校に対して

3. 会員企業に対して

4. ＩＴ業界各種団体との連携・模索

◆組織・運営・企画

1. 広報・企画部会

2. 講師部会

3. 大学部会

4. 事務局


