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県立広島大学「企業と学生の合同就職懇談会」を実施します 

 

１ 趣 旨 

  県立広島大学では，就職支援事業の一環として，学生の企業等研究の促進や職業意識の醸成を図

るため，地元企業・団体の採用担当者と学生が直接面談できる「企業と学生の合同就職懇談会」を

開催します。今年は，地元企業を中心に，８０社の企業が参加します。 

 

２ 日 時 

  平成 27 年３月５日（木）10 時～15 時 30分 

 

３ 場 所 

  広島県立広島産業会館 西展示館 

（広島市南区比治山本町 12-18） 

 

４ 参加企業・団体等 

（１）企業・団体（裏面のとおり） 

   過去に本学卒業生の採用実績がある地元企業・団体 

   企業・団体数：８０（昨年度実績７９） 

   業 種：金融，保険，製造，小売，卸売，情報処理，サービス業等 

（２）学 生 

企業・団体への就職を希望する学部３年生及び大学院１年生（概数／医療・福祉系除く） 

学部３年生 （人） 大学院１年生 （人） 

人間文化学部 １００ 人間文化学専攻  ５ 

経営情報学部 ９０ 経営情報学専攻 １０ 

生命環境学部 １１０ 生命ｼｽﾃﾑ科学専攻 ２０ 

計 ３００ 計 ３５ 

 

５ 実施方法 

（１） 参加する企業・団体ごとに１ブースを設けます。 

（２） 懇談は，次のとおり時間割を設定し，30 分単位の懇談（会社説明）を５サイクルとします。

学生のブース間移動，及び休憩時間等を挟み，14時 10分からは，企業・団体ごとに時間設定

フリーの懇談とします。 

 １巡目 ２巡目 ３巡目 休憩 

懇談 10:00～10:30 10:40～11:10 11:20～11:50 11:50～13:00 

移動 10:30～10:40 11:10～11:20   

 ４巡目 ５巡目 フリー 

懇談 13:00～13:30 13:40～14:10 14:10～15:30 

移動 13:30～13:40   

 

 
昨年の合同就職懇談会の様子 



1 株式会社アキタ 農林業 41 広島電鉄株式会社 運輸業

2 セキスイハイム中国四国グループ 建設業 42 シモハナ物流株式会社 運輸業

3 株式会社ウッドワン 製造業（建材） 43 マツダロジスティクス株式会社 運送業（特定貨物）

4 中国木材株式会社 製造業（建材） 44 広島ガス株式会社 電気・ガス・水道

5 株式会社サタケ 製造業（機械） 45 株式会社広島銀行 金融業

6 ヒロボー株式会社 製造業（樹脂・機械） 46 山口フィナンシャルグループ（山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行） 金融業

7 株式会社石﨑本店 製造業（ガラス製品） 47 株式会社ゆうちょ銀行（日本郵政グループ） 金融業

8 デルタ工業株式会社 製造業（自動車部品） 48 広島信用金庫 金融業

9 アヲハタ株式会社 製造業（食品） 49 呉信用金庫 金融業

10 アンデルセングループ 製造業（食品） 50 広島市信用組合 金融業

11 オタフクソース株式会社 製造業（食品） 51 ひろぎんウツミ屋証券株式会社 金融業

12 デリカウィング株式会社 製造業（食品） 52 全国農業協同組合連合会広島県本部（ＪＡ全農ひろしま） 農業金融

13 福留ハム株式会社 製造業（食品） 53 東京海上日動火災保険株式会社 保険業（損害保険）

14 三島食品株式会社 製造業（食品） 54 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 保険業（損害保険）

15 山崎製パン株式会社 製造業（食品） 55 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 保険業（損害保険）

16 株式会社やまひろ 製造業（食品） 56 広島県信用保証協会 政府系金融

17 大正製薬グループ 製造業（医薬品） 57 広島市農業協同組合 総合サービス業

18 持田製薬株式会社 製造業（医薬品） 58 マツダエース株式会社 複合サービス業

19 株式会社ジェイ･エム･エス 製造業（医療機器・医薬品） 59 ＮＲＩシステムテクノ株式会社 情報処理

20 タカラスタンダード株式会社広島支店 製造業（住宅設備機器） 60 NECソリューションイノベータ株式会社 情報処理

21 株式会社オリバー 製造業（総合インテリア） 61 株式会社ＮＴＴデータ中国 情報処理

22 株式会社オンワード樫山 製造業（繊維・衣服） 62 株式会社協和エクシオ 情報処理

23 大下産業株式会社 製造業（プラスチック） 63 株式会社経営管理センター 情報処理

24 戸田工業株式会社 製造業（化学） 64 株式会社サンネット 情報処理

25 西川ゴム工業株式会社 製造業（ゴム） 65 株式会社データホライゾン 情報処理

26 トヨタ部品広島共販株式会社 卸売業（自動車部品） 66 日本アイビーエム中国ソリューション株式会社 情報処理

27 中村角株式会社 卸売業（食品） 67 株式会社ハイエレコン 情報処理

28 株式会社エバルス 卸売業（医療用医薬品等） 68 株式会社日立インフォメーションエンジニアリング 情報処理

29 成和産業株式会社 卸売業（医療用医薬品等） 69 株式会社広島情報シンフォニー 情報処理

30 株式会社広島三越 小売業（百貨店） 70 ＮＴＴ西日本グループ 通信・情報サービス

31 株式会社福屋 小売業（百貨店） 71 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 通信・情報サービス

32 大進グループ（㈱大進本店・㈱大進創寫館） 小売業 72 株式会社中国新聞社 マスコミ（新聞社）

33 株式会社ジュンテンドー 小売業（ホームセンター） 73 三井不動産リアルティ中国株式会社 不動産業

34 株式会社フレスタ 小売業（ｽｰﾊﾟｰ） 74 ユウベルグループ サービス業（冠婚葬祭）

35 マックスバリュ西日本株式会社（AEONグループ） 小売業（ｽｰﾊﾟｰ） 75 株式会社三井開発 サービス業（環境）

36 株式会社なかやま牧場 小売業（食料品） 76 株式会社合人社計画研究所 サービス業（ビルメンテナンス）

37 生活協同組合ひろしま 小売業等・協同組合 77 復建調査設計株式会社 専門サービス業（建設コンサルタント）

38 株式会社アンフィニ広島 小売業（自動車） 78 日本年金機構 非営利団体

39 株式会社ハーティウォンツ 小売業（医薬品等） 79 広島県警察 公務

40 西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本） 運輸業 80 広島県庁 公務
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