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2021年 第６回 定期総会

ＩＴ産業懇話会の取り組み

2021年6月17日(木)

一般社団法人 ＩＴ産業懇話会

理事 白取 紀憲



2 ＩＴ産業懇話会誕生秘話

▶ 懇話会誕生秘話～1７年前

池袋「えんざ（居酒屋）怪談？ ＩＴ業界の情報発信を、（日経ＢＰ

2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。



3 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。ただし、この１年は、

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響でオンライン

開催を中心に展開。



4 ２．ＩＴ企業学内説明会

3．模擬面接講座

.

４．オンライン（WEB）説明会



5 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27大学・179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

創価大学 関西大学

北陸先端技術大学

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



6 2020年度の主な活動

▶2020年4月27日（月）・28日（火）

工学院大学WEB企業紹介説明会に協力（11社）

▶2020年4月28日（火）

東京国際大学WEB対応・留学生企業紹介説明会に協力

▶2020年5月13日（水）

太田情報商科専門学校WEB説明会（9社）

▶2020年5月20日（水）・22日（金）

大正大学WEB説明会（2社×2＝4社）

▶2020年5月26日（火）～28日（木）

神奈川工科大学WEB説明会（9社）

▶2020年6月

第５回総会（COVID-19の影響で書面にて実施）

▶2020年6月29日（月）・30日（火）

工学院大学WEB説明会（10社）
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▶2020年7月10日（金）

大正大学WEB・IT業界紹介セミナーに講師協力

▶2020年7月20日（月）～22日（水）

神田外語大学WEB説明会（5社）

▶2020年7月27日（月）～8月4日（火）７日間

神奈川工科大学WEB説明会（21社）

▶2020年8月5日(水)・6日(木）・19日(水)・20日(木)

日本工学院八王子専門学校WEB説明会（14社）

▶2020年8月6日（木）・7日（金）

神奈川大学WEB説明会（8社）

▶2020年9月16日（水）・23日(水）

日本工学院八王子専門学校WEB説明会（6社）

▶2020年9月16日（水）

日本大学鶴が丘高校「IT業界研究」に講師派遣

▶2020年9月17日（木）

埼玉県立美里工業高校「IT業界研究」に講師派遣



8

▶2020年9月23日（水）

神田外語学院「IT業界セミナー」講師協力

▶2020年10月15日（木）・21日（水）・22日（木）

日本工学院八王子専門学校WEB説明会

▶2020年10月28日（水）

杏林大学「IT業界セミナー」講師協力

▶2020年10月31日（土）・11月1日（日）

神奈川工科大学 日帰り就職合宿セミナー

▶2020年11月10日（火）・11日（水）

太田情報商科専門学校WEB説明会（6社）

▶2020年11月20日（金）

神田外語大学「IT業界セミナー」講師協力

▶2020年11月26日（木）

相模女子大学「IT業界セミナー」講師協力



9 ▶2021年1月14日（木）

鎌倉女子大学「IT業界セミナー」講師協力

▶2021年2月14日（日）

千葉県高校生向け幕張新都心ビジネススクール講師協力

▶2021年2月15日（月）

相模女子大学・神奈川工科大学

リモートグループディスカッション 講師協力

▶2021年2月25日（木）・26日（金）

東京国際大学オンラインIT企業説明会（10社）

▶2021年3月12日（金）・17日（水）

日本工学院八王子専門学校オンライン説明会（11社）

▶2021年3月16日（火）

神奈川大学オンライン合同企業説明会（12社）

（Zoomミーティング・ブレイクアウトルーム方式）

▶2021年3月25日（木）・21日（金）

日本工学院八王子専門学校 学内説明会（対面式）（10社）
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6. 大学・専門学校のみなさんと語る会の開催

2020年度においては、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の影響で「語る会」の実施は見送ら

れている。

代わって2020年3月より、リモート懇談会として

情報交換の場を設けている。
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6. ”大学・専門学校

リモート懇談会（情報交換会）

１．2021年3月25日（木）

工学院大学（8社）

２. 2021年３月29日（月）

大正大学（10社）

工学院大学（8社）

2021年4月～ ＜実施大学＞

恵泉女学園大学、神奈川大学、東京都市大学、

神田外語大学 以降、順次実施していく。
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7. 部会報告 ①広報・企画部会

●部会の開催

2020年 7/14、9/1

2021年 1/18、3/4

●主な活動内容

１．ホームページのリニューアル

前年度検討した方針に基づき新HPをリニューアルし

公開

２．学校向けパンフレット制作

学校関係者向けに懇話会を簡潔に紹介するペライチ

パンフを作成

３．2022年度採用計画アンケート実施および集計・分析

４．会員章プレート（盾）の企画検討

会員企業の証となる盾のデザインを企画



13

●今後の活動計画（主な活動内容）

１．インターンシップに関するアンケート実施および

集計と分析

２．会員企業の拡大キャンペーン

３．各種セミナーの開催



14 ７.部会報告 ②講師部会

●部会の開催

2020年 9/29（オンライン）

2020年度の開催はCOVID-19の影響で１回のみ開催

●主な活動内容

１．COVID-19下での採用活動の情報交換

各社抱える問題点の抽出と課題解決のための方策について

9月開催の部会にて情報共有を図った

２．就活相談会講師の登録

オンラインによる「就活相談」も増えてきており、従来の

対面式だけでなく、オンラインにも対応した講師の再登録

を実施。

３．神奈川工科大学 日帰り就職合宿セミナー

WEB説明会／WEB面接にも対応したセミナーを実施。



15 ７. 部会報告 ③大学部会

●部会の開催

４/30、５/14、６/11、７/30、８/26、９/16、

10/14、11/11、12/16、１/20、２/17、３/17

●主な活動内容

１．大学訪問

COVID-19の影響で直接に訪問できたのは、

神奈川工科大学、日本工学院八王子専門学校の２校

２．学内説明会

4/27～28 工学院大学（WEB)

4/28 東京国際大学（WEB）

5/13 太田情報商科専門学校（WEB)

5/20・22 大正大学（WEB)

5/26～28 神奈川工科大学（WEB)

6/29～30 工学院大学（WEB)



16 7/20～22 神田外語大学（WEB)

7/27～8/4 神奈川工科大学（WEB)

8/5～6・19～20 日本工学院八王子専門学校（WEB)

8/6～7 神奈川大学（WEB)

10/15・21～22 日本工学院八王子専門学校（WEB)

10/31～11/1 神奈川工科大学（就職合宿セミナー）

2/15 相模女子大学＆神奈川工科大学

（リモート・グループディスカッション）

2/25～26 東京国際大学（WEB)

3/17・17 日本工学院八王子専門学校（WEB)

3/16 神奈川大学（WEB）

3/25～26 日本工学院八王子専門学校（対面）

３．学内説明会についてのアンケート実施

４．インターンシップパッケージ化企画実施検討
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●2021年度活動計画

～Withコロナにおける各大学、専門学校との連携を

強化し、会員企業の採用活動支援を行う～

１．部会の定期的な開催

・月例にて定期開催予定

２．インターンシップパッケージ化企画

・参加企業の調整、パッケージ化、パイロット

版として開催

・大学認定のインターンシップへの適合検討

３．学内説明会実施

・WEB版および対面版にて実施予定



18 2021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. 会員企業への採用活動支援

4. リモート活用しながら会員相互の交流推進、会員企業、

大学・専門学校の拡大を進める

5．コロナ禍を機会に新たなる状況に対応し、より効率的かつ

継続的な活動を可能とするため、会の組織、運営等の見直

しを行う

◆活動内容

1. IT企業を志望する学生へ

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

5．会員大学・専門学校と企業との連携強化

◆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
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会員章の作成・披露

●第６回定時総会に合わせて「会員章」を

作成いたしました。順次配付してまいり

ます。

写真をここに披露いたし

ます。



20
次回 第7回定期総会 は

2022年6月16日（木） に開催いたします！

以上


