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社 報

～令和４年事業年度 新卒社員入社式～
令和4年4月1日(金)、日立市大みか町にある本社、各事業所において、オ
ンライン形式による令和4年度新卒社員入社式が行われ、男性45名、女性
11名の合わせて56名が入社されました。
午前10時30分より式が開始され、冒頭、田山社長より「皆さん、本日は入
社おめでとうございます。これから当社の社員として一人前のプロの社会人
になっていただきたく、二つの観点においてプロの社会人を目指して欲しい
と思います」との祝辞を述べられました。

4～入社社員紹介（令和４年事業年度新卒社員）④～

（2022.04.01入社／本社第一設計部）

この度、本社第一設計部に配属になりました、Kと申し
ます。大学では、幼児保育を専攻していました。趣味は
音楽を聞くことで、休日はよくライブやフェスに行って過
ごすことが多いです。また、特技は書道で硬筆四段、毛
筆六段を取得しています。ITの分野は未経験なので分
からないことが多いですが、よろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／高崎事業所）

高崎事業所に配属となりました、Sと申します。好きな
食べ物はレモンです。趣味で簡単なゲームを作ってい
ます。休日はネットサーフィンやゲーム、料理などをして
過ごしています。一番の課題であるコミュニケーション
能力を高めていきたいと考えておりますので、何卒よろ
しくお願い致します。

（2022.04.01入社／いわき事業所）
いわき事業所に配属になりました、Tと申します。趣味
はオーボエ（楽器）とゲームです。大学では放送や映像
表現について学んでいましたが、webデザインの授業が
きっかけで、こちらの業界に興味を持ちました。未経験か
らのスタートとなりますが、できることを少しでも早く増や
していけるよう努力いたしますので、ご指導ご鞭撻の程
よろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／宇都宮オフィス）

この度、宇都宮オフィスに配属になりました、Fと申し
ます。前職では、駅務機器の内部データの作成等をし
ていました。最近の趣味は、卓球、ゲーム、野球観戦で
す。早く皆さんのお役に立てるように精一杯頑張ってい
きますので、どうぞ宜しくお願いします。

（2022.04.01入社／宇都宮オフィス）
この度、宇都宮オフィスに配属となりました、Kと申しま
す。前職では、中学生を対象とした学習支援員をしてお
りました。趣味は、動画鑑賞や物作り、読書などです。
最近は竹串でエッフェル塔のような塔を作成しました。
IT業界未経験ではありますが、工業系高専、大学で
培った下地を基に、精一杯努力していきますので、ご指
導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／柏事業所）
柏事業所に配属になりました、Mと申します。入社前
は専門学校に通い、設計やプログラミングについて学
んでいました。趣味は、オンラインゲーム、釣り、サバイ
バルゲームです。研修などでこれから多くの知識や技
術を身につけて、一日でも早くお役に立てるよう努力し
ていきたいと考えていますので、どうぞ宜しくお願い致
します。

（2022.04.01入社／本社第一設計部）
この度、本社第一設計部配属となりました、Hと申し
ます。商業高校の情報処理科出身ではありますが、実
践的な知識の面はまだまだ未熟なので、業務を通じて
成長したいと思います。若さを活かして、精一杯努力し
て参ります。趣味は卓球とテーブルゲームです。特に
テーブルゲームは丸一日興じることもあります。宜しく
お願い致します。

（2022.04.01入社／水戸事業所）

水戸事業所配属となりました、Sと申します。私は高校
卒業後に入社したため、現在18歳です。社会人として
のスタートは、周りの皆さんが年上ということもあり、と
ても緊張しながら過ごしています。それでも自分の武器
である前向きさを活かして、自分らしく努力していきたい
と思います。皆様どうぞよろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／水戸事業所）

水戸事業所に配属となりました、Uです。高専在学時
は授業や卒業研究でC言語を中心にプログラミング言
語を使ってきましたが、まだまだ各言語への知識と理解
が足りないと感じています。同期や先輩方からプログラ
ミングに拘わらずできるだけ沢山のことを学びたい所存
です。これからどうぞよろしくお願い致します。
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（2022.04.01入社／東京事業所）

東京事業所に配属になりました、Kと申します。大学で
は経営について学んでおりました。趣味は、ライブ・音
楽鑑賞です。ITは未経験の分野のため、ご迷惑をおか
けすることが多いと思いますが、一日でも早く技術を身
につけ、社会人として一人前になれるよう努力をしてい
きますので、どうぞ宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／東京事業所）
大学では経済学を学び、部活動ではテニスをやって
おりました。ものづくりが好きで学生時代は少しだけプ
ログラミングに触れてみた経験があります。しかし、仕
事では高度な技術・高品質を求められます。さらに社会
人としての振る舞いも重要になるので、何事も疎かにせ
ず学び続けていきたいです。まずは、基本情報技術者
の資格の取得を目指します。

（2022.04.01入社／東京事業所）

この度、東京事業所に配属になりました、Hと申します。
大学ではデータ分析の研究をしていました。趣味は猫と
ハムスターの画像を見ることです。いつかペットを迎え入
れたいと思っています。ご迷惑をおかけすることも多いと
は思いますが、一日でも早く皆様のお役に立てるよう努
力していきますので、どうぞよろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／本社第一設計部）
この度、本社第一設計部に配属になりました、Mと申
します。前職では、総務の仕事をしていました。最近自
宅にいる時間が多くなったので、裁縫をして子供達に
バックを作りました。意外に楽しく簡単にできたので、
もっと作りたいなと思っています。まずは、皆様の顔と
名前を覚えて早く職場に慣れていきたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願い致します。

（2022.04.15入社／東京事業所）
初めまして。この度、東京事業所に配属となりました、

Hと申します。前職では金融系業務システムの保守開
発にて、主に開発・設計の業務をしておりました。趣味
は音楽（ギター、鍵盤弾いたりしてます）、ゲーム（モン
ハン、FIRST SOLDIERなど）、アウトドア（キャンプ、
旅行など）、動画鑑賞など多趣味で、キンクマハムス
ター（名前はチーズ君と言います）も飼ってたりします。
一日でも早く業務に慣れて、貢献していけるように日々
努力して参りますのでどうぞ宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／土浦事業所）

この度、土浦事業所に配属となりました、Kと申します。
専門学校ではゲーム制作科として、グループでのゲー
ム制作を中心として行っていました。好きなスポーツは
バドミントンで、趣味はカラオケです。皆様に対してご迷
惑をかけてしまうことも多いと思いますが、お役に立て
るよう全力を尽くしていくのでよろしくお願いします。

（2022.04.01入社／水戸事業所）
水戸事業所に配属になりました。Eと申します。大学
では、法律の勉強をしていました。趣味は、読書、動画
の視聴です。これからは、高校時代にやっていたテニ
スを再開したいと考えています。仕事に慣れるまでは
皆様にご迷惑をおかけすることも多いと思いますが、
一日でも早く皆様のお役に立てるよう努力していきま
すので、どうぞ宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／柏事業所）
柏事業所に配属になりました、Gと申します。大学で
は英語の他にロシア語やドイツ語など、多くの言語を学
んできました。今度はプログラム言語ということで、機械
のために人工的に作られた言語を学び、使うことを楽し
みにしています。趣味は音楽やゲーム、神宮での野球
観戦です。無知故にご迷惑をおかけするかと思います
が、これから宜しくお願いします。

（2022.04.01入社／北茨城事業所）

この度、北茨城事業所に配属となりました、Uと申しま
す。趣味はバドミントンや音楽鑑賞、模写等です。また、
最近はゴルフも始めたいと思っております。至らない点
もあるかと思いますが、誠心誠意仕事に邁進したいと
思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／仙台事業所）

仙台事業所に配属になりました、Kと申します。専門学
校では、基本情報技術者試験合格に向けた授業や、
PHP等を用いた実践的なシステム開発などを主に行って
きました。趣味は原付ツーリングで、休日はあてもなく宮
城県内を走っております。一日も早く皆様のお役に立て
るように努力致しますので、どうぞ宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／柏事業所）
この度、柏事業所に配属になりました、Oと申します。
大学では電気電子工学科に所属し卒業研究では超音
波を用いた水中での距離測定、特に指向角が音源に
与える影響についての研究を行ってきました。至らない
点ばかりでご迷惑をお掛けしますが、一日でも早く戦力
になれるよう努力致しますので、ご指導、ご鞭撻の程何
卒よろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／仙台事業所）
仙台事業所に配属になりました、Kと申します。大学で
は、水産物を用いた商品開発の研究を行ってきました。
趣味はゲームとプロ野球観戦です。広島東洋カープの
菊池選手が好きです。楽天も好きなのでぜひ観に行き
たいです。一日でも早く一人前の社会人になれるよう努
力していきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／仙台事業所）
この度、仙台事業所に配属になりました、Kと申します。
大学では情報系の学部に所属し、暗号について研究を
していました。趣味は読書と旅行です。最近は旅行雑
誌を読むようになりました。開発の経験や知識が浅く皆
様にはご迷惑をおかけすることも多いと思いますが、
一人前の社会人として活躍できるよう努力していきます
ので、どうぞ宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／北茨城事業所）

北茨城事業所に配属になりました、Hと申します。大
学では授業・研究を通じてプログラミングをしてきました。
趣味はバスケと格闘技です。大学が情報系とはいえ技
術不足なので頑張りたいと思います。よろしくお願い致
します。

（2022.04.01入社／仙台事業所）
仙台事業所に配属になりました、Mと申します。大学
では情報系の学科で学び、数学と情報の教員免許も取
得しました。最近の趣味はランニングと筋トレです。社
会人になり運動不足にならないように始めました。一日
でも早くプロの社会人、プロのエンジニアになるために
努力していきますので、ご指導、ご鞭撻の程よろしくお
願い致します。

～入社社員紹介（令和４年事業年度新卒社員）①～

～入社社員紹介～

続きまして、木村取締役、安
島取締役、小野取締役の順に
ご挨拶をいただいた後、新入社
員の自己紹介が行われました。
「IT未経験ですが、他の同期達
に早く追いつけるよう、社会人と
して一人前になれるよう頑張り
ます」「技術、知識に加え、コミュ
ニケーションも勉強し、社会人と
して成長していきたいと思いま
す」「一つ一つ技術を吸収して、
いずれ大きな仕事を任せてもら
えるよう成長していきたいと思
います」「早く独り立ちできるよう
研修を通して知識を深めていき
たいと思います」「文系の大学
出身のためわからないこともあ
ると思いますが、自分なりにコ
ツコツと努力して参りたい所存

です」「学校で情報処理系を学んできたので、その知識を活かして地域の
人々を陰から支える縁の下の力持ちのようなエンジニアになれるよう日々
努力していきたいと思います」「学校で学んだ知識とこれから研修で学ぶ
知識を活かし、立派な戦力になれるよう頑張りたいと思います」など、緊張
した面持ちではありましたが、役員の皆様に今の意気込みを披露しておら
れました。

自己紹介終了後は、代表者一
名による縮小した形での採用辞
令の交付が行われ、昼食休憩後
午後12時45分より田山社長の講
話から研修がスタート。新人入社
ハンドブック等を使用しながら、経
営理念や仕事に取り組む姿勢な
どを熱くご指導いただきました。新
卒研修は、仙台、いわき、郡山、

東京、柏、土浦と水戸のｊａｖａで研修を受ける社員は配属の事業所で、そ
の他の事業所配属の社員は本社でオンラインによる研修を5月31日(火)ま
で実施し、6月1日(水)より配属となります。

(１)不安な気持ちを落ちつかせ、一日一日集中していきましょう。

(２)今後の新人研修やOJTにて、疑問や不安なことがあったら、遠慮なく 講
師、先輩、上司に相談してください。但し、わからないことがあった場合、す
ぐに質問して回答もらうのではなく、まず自分で考える習慣を身につけましょ
う。それと、スピードよりも正確さが大事なので、早く理解しようと焦らず、正
確に理解することを心がけてください。

(３)これから先輩や上司から多くのことを指導してもらう中、厳しい注意を受
けることもあるかもしれません。その場合でもあまり落ち込まないようにし、
自分の能力で不足している部分を注意・指導されるということは、スキルアッ
プできる絶好のチャンスであると前向きに捉え、自分の励みにするようにし
てください。

(４)まずは新人研修とOJTの3ヶ月間において、各自で不足していることが
色々と見えてくると思います。逆に自分では気づかなかった長所や強みも新
たに見えてくるかもしれません。それらを踏まえ、まずは一年の目標を立て
て自分の成長に繋げて欲しいと思います。以後も一年一年の成長目標を
しっかり立てて取り組んでください。

最後には、「これからの社会人生活
でたくさんの壁にぶつかるでしょうし、
たくさんの楽しいことも待っています。
その一つ一つを経験し成長していくと
思います。新型コロナウイルスの感
染予防対策も含めて、健康管理には
十分注意して社会人生活を頑張って
ください。」と締めくくられました。

１．ビジネスマンのプロ（コミュニケーション力などの基本的なヒューマンスキ
ルを持ち、顧客からも厚く信頼され、リピートオーダー力、サービス力、提案
力があり、高い収益を上げる）

２．エンジニアのプロ（高い技術力と生産性を兼ね備え、プロジェクトを取り
まとめて高い品質成果を出せる）

引続き、入社後のこれからに向けてといった、アドバイスがございました。



2～入社社員紹介（令和４年事業年度新卒社員）②～

（2022.04.01入社／いわき事業所）
いわき事業所に配属になりました、Sと申します。3月
までは、専門学校の情報処理科に在籍していましたが、
エンジニアとして働きながら、趣味である吹奏楽を続け
たいと思い、地元いわき市で就職しました。知識・技術
ともに不足しており、至らない点も多いかと思いますが、
精一杯努めますので、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願
い致します。

（2022.04.01入社／いわき事業所）

この度、いわき事業所に配属になりました、Yと申しま
す。職業訓練校から参りました。趣味は、絵を描くこと、
創作料理を作ることです。当面の目標は、応用情報技
術者試験の合格です。試用期間で様々なことを学び、
会社に迷惑をかけないよう努力していきますので、どう
ぞよろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／北茨城事業所）

北茨城事業所配属になりました、Sと申します。工業高
専にて情報系の勉強をしてきました。趣味は、ジョギング、
料理です。社会人として立派になれるよう研鑽を積んで
参りますので、どうぞ宜しくお願いします。

（2022.04.01入社／宇都宮オフィス）

宇都宮オフィス配属になりました、Oと申します。情報
系のことについて学んできたため、その経験を活かして
一人前のエンジニアになっていきたいと思っています。
趣味は料理で、外食をした際に印象に残ったり、おいし
かった料理を再現して作ることが好きです。因みに得意
料理はオムライスです。これからよろしくお願いします。

（2022.04.01入社／本社第一設計部）

本社第一設計部に配属となりました、Yと申します。
出身は神奈川県で、大学では法律学科に所属してい
ました。また演劇部とボードゲームサークルに所属し
ており、この二つが私の趣味です。特にボードゲーム
は自分で買ったものがあるため、一緒に遊んでもらえ
ると嬉しいです。よろしくお願いします。

（2022.04.01入社／高崎事業所）

この度、高崎事業所に配属となりました、Fと申します。
趣味は、カラオケ、読書、散歩、お箏を弾くことです。文
系大学出身で、情報系は未経験のため、ご迷惑をお掛
けすることもあると思います。早く仕事に慣れるように
頑張ります。よろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／仙台事業所）
仙台事業所配属となりました、Aと申します。大学では、
電気系の学科に所属しておりました。情報系に興味が
あったため、卒業研究ではディープラーニングを用いた
顔認証に関する研究を行っていました。趣味は野球観
戦と旅行です。今年で最後となる札幌ドームでの観戦
をしたいと思っております。精一杯努力していきますの
で、何卒宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／水戸事業所）
水戸事業所に配属になりました、Yと申します。私は、
中学・高校とソフトテニス部に所属しており、現在でも趣
味として週に一回から月に一回の頻度でソフトテニスを
しています。ソフトテニスの他に映画鑑賞や体を動かす
ことが趣味です。文系の大学に通っていたため、IT未経
験ですが少しでも早くお役に立てるよう精進していきま
すので、どうぞよろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／本社第一設計部）

本社第一設計部に配属となりました、Gと申します。趣
味は、読書です。専門学校では、ゲームプログラマコー
スに通っていました。ITという分野は初心者なので、研
修期間でしっかりと学び、一日でも早く会社に貢献でき
るよう頑張ります。よろしくお願い致します。
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（2022.04.01入社／本社第二設計部）

本社第二設計部に配属となりました、Uと申します。専
門学校では、プログラミングなどの勉強をしていました。
趣味は、サッカー観戦です。主に鹿島アントラーズの応
援をしにスタジアムに足を運んで楽しんでいます。皆様
にご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、ご
指導の程よろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／郡山オフィス）
郡山オフィスに配属になりました、Kと申します。大学
では教育学部であったためIT業界未経験です。趣味は
雪があるときはスノーボード、その他の時は、車が好き
なのでドライブになります。どちらも最高の景色が見れ
るところが好きです。IT業界は未経験のため、仕事上で
は迷惑をおかけするかもしれませんが、精一杯頑張り
ますので宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／水戸事業所）

この度、水戸事業所に配属になりました、Kと申します。
大学では水素を貯蔵し、利用することができる合金の
基礎研究をしておりました。趣味に生きる趣味人間で、
高校生の頃から今まで合唱と将棋漬けの日々を過ごし
て参りました。至らない点も多々ありますが、精一杯努
めますので、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／本社第二設計部）

この度、本社第二設計部の配属となりました、Tと申し
ます。趣味は、バスケットボールなどの球技系のスポー
ツや漫画、アニメです。私は、陰ながら地域の方々を支
える縁の下の力持ちのようなSE・プログラマーになりた
いと思っています。これからどうぞよろしくお願い致しま
す。

（2022.04.01入社／柏事業所）

柏事業所に配属となりました。Kと申します。専門学
校から来ました。言語の理解はまだ浅いですが、
JavaScriptが一番好きです。趣味はゲームや歴史で、
戦国時代について動画を見たり、調べるのが好きで
す。まだ社会人として未熟者ですが、これからどうぞ
よろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／宇都宮オフィス）
宇都宮オフィスに配属になりました、Yと申します。大
学院では有機化学の研究をしていました。そのため、シ
ステム開発技術に関しては初心者ですが、新しい知識
を取り入れることは自分にとって楽しみなことなので、
研修でしっかり学びたいです。そして皆様から信頼され
る人間へと成長します。どうぞよろしくお願いします。

（2022.04.01入社／北茨城事業所）

北茨城事業所に配属になりました、Aと申します。情
報系の学校でITの勉強をしておりました。趣味は絵を
描くことと野球やテニス等のスポーツをすることです。
皆様のお役に立てるよう努めて参りますので、どうぞ宜
しくお願い致します。

（2022.04.01入社／郡山オフィス）
この度、郡山オフィスに配属となりました、Sと申しま
す。高校や専門学校では、情報について学んできたの
で、その知識を活かしていきたいと思います。趣味は、
模型作りで、休日はほぼ趣味の時間に費やしています。
至らないところも多くありますが、社会人として早く一人
前になれるよう精進して参りますので、どうぞ宜しくお
願い致します。

（2022.04.01入社／本社第二設計部）

本社第二設計部に配属になりました、Kと申します。
大学では経営学を学んでおりました。IT未経験ですが、
早く仕事を覚えて頑張りたいと思っています。趣味はギ
ター、ゲーム、読書、映画鑑賞です。どうぞ宜しくお願い
致します。

（2022.04.01入社／仙台事業所）

仙台事業所配属になりました、Oと申します。専門学
校でjava,python、ネットワーク(AWS)、データベースなど
を学んで来ました。趣味はダーツと麻雀とゲームの配
信を見ることです。チーム作業の経験が乏しく皆様にご
迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、精一杯
努力していきます。どうぞよろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／土浦事業所）
この度、土浦事業所に配属されることになりました、S
と申します。大学での学部は経済学を専攻していまし
た。趣味はゲームと運動です。最近スーツが入らなく
なってきましたので、体の健康に気を付けていくととも
に、業務の方にも集中したいと思います。未経験での
入社ですので皆様にご迷惑をおかけすると思いますが、
ご指導の程よろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／宇都宮オフィス）

宇都宮オフィス配属になりました、Yと申します。高校
卒業後3年間ITの専門学校に通っていました。趣味はド
ライブをする事です。運転そのものが好きなので、休日
はよく遠出をしたり、知らない道を走ったりしました。早
く社会人として成長出来るよう精一杯頑張ります。宜し
くお願いします。

（2022.04.01入社／柏事業所）
この度、柏事業所に配属になりました、Kと申します。
専門学校では情報系を学んでいて、主にプログラミン
グをしていました。趣味はゲームを視聴することです。
最近、ゲームの視聴はe-sportsを観戦することが多い
です。社会人１年目なので至らない点は多いと思いま
すが、一生懸命頑張るのでどうぞよろしくお願いします。

（2022.04.01入社／土浦事業所）

土浦事業所に配属となりました、Kと申します。以前、
アルバイトでケーキの製造の仕事をしていました。繊細
なケーキを扱う際に培った集中力を仕事に活かしたいと
考えています。プログラミングはほとんど未経験なので、
努力を重ねて、一日でも早く仕事を覚え、活躍できるよう
に頑張りたいです。よろしくお願いします。

（2022.04.01入社／土浦事業所）
この度、土浦事業所に配属となりました、Sと申します。
大学では経営学部に所属していました。趣味は映画鑑
賞とゲームをすることです。最近は漫画を読むことが多
くなりました。自分は未経験なので、仕事に慣れるまで
何かとご迷惑をお掛けするかもしれませんが、一日でも
早く皆様のお役に立てるよう精進してまいりますので、
どうぞよろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／本社第一設計部）

本社第一設計部配属となりました、Mと申します。大
学では情報工学を学び、C言語などに触れてきました
が、知識が浅いところもあるので、研修を通してより知
識を深めていき、一日でも早く自立できるよう努力して
いきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

（2022.04.01入社／宇都宮オフィス）

宇都宮オフィスに配属になりました、Kと申します。趣
味は、ゲームとアニメ視聴です。ゲームはスプラトゥー
ンが好きで、アニメはイナズマイレブンとドラゴンボール
が好きです。何事にも全力で取り組んでいきたいと思っ
ています。どうぞよろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／本社第一設計部）

この度、本社第一設計部配属となりました、Oと申しま
す。大学院では、ヘビの運動制御に関する研究を行っ
ていました。ただ、何度か嚙まれたことがあるのでヘビ
はトラウマ気味です。趣味は数独と最近始めた筋トレで
す。J・チェンの笑拳を見て鍛えています。よろしくお願
いします。

（2022.04.01入社／本社第二設計部）

本社第二設計部配属になりました、Oと申します。読
書が好きで、最近はSF小説を中心に読んでいます。趣
味は美術館・博物館へ行くことで、水戸芸術館と国立科
学博物館によく行きます。プログラミングは初めてです
が、精一杯努めて参りますので、ご指導の程よろしくお
願い申し上げます。

（2022.04.01入社／郡山オフィス）
郡山オフィスに配属になりました、Tと申します。大学
時代は建築を学んできました。趣味は、ギターを弾いた
り、最近では音楽を勉強して、今後音楽制作なども挑
戦したいと考えています。IT未経験ではありますが、一
生懸命勉学に励み、一日でも早く役立てる人材になれ
るよう努力していきますので、どうぞよろしくお願いしま
す。

（2022.04.01入社／本社第一設計部）

本社第一設計部に配属になりました、Hと申します。入
社前は情報系の専門学校に通っていました。趣味は絵
を描くことです。研修期間では、専門的な知識や技術を
固めると共に研修や業務などに支障が出ないような私
生活を徹底していきます。どうぞよろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／土浦事業所）
土浦事業所に所属になりました、Yと申します。専門
学校で情報系を学んでいました。趣味はゲームと動画
を見ることで動画を見て初めて得た知識があったり毎
日友達とゲームやったりすることが楽しいです。至らな
い点もあると思いますが、専門学校で学んだことを使っ
てお役に立てるよう努力していきますので、どうぞよろ
しくお願い致します。

（2022.04.01入社／宇都宮オフィス）

宇都宮オフィスに配属となりました、Iと申します。大
学では情報系の学科に進み、ITに関する勉強をして
きました。趣味はプロ野球観戦で、楽天イーグルスを
応援しており、好きな選手は島内選手と辰己選手で
す。一日でも早く戦力になれるよう、何事にも全力で
頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

（2022.04.01入社／高崎事業所）

高崎事業所に配属になりました、Iと申します。休日は
ゲームに没頭したり、拙いですがイラストを描いて過ご
したりしております。一応専門学校で少々情報を学びま
したが、実践で使えるレベルには全く達していないと思
うので、一から学ぶつもりで頑張りたいと思っておりま
す。皆様よろしくお願い致します。

（2022.04.01入社／水戸事業所）
水戸事業所に配属となりました、Kです。大学では
マーケティングを専攻していました。趣味は、ライブに行
くことや、毎月ネイルを変えることです。家では、
YouTubeやNetflixをみて過ごしています。今年の目標
は、基本情報処理技術者の資格を取ることです。その
ために、1日1ページでも勉強をするように頑張りたいで
す。よろしくお願いします。

（2022.04.01入社／本社第二設計部）

本社第二設計部に配属になりました、Iと申します。大
学では、文学部で主に英語を学んでいました。中学校
でソフトテニス、高校、大学では硬式テニスをしていた
ので、テニスが趣味です。IT未経験なので、早く戦力に
なれるよう精一杯努力していきたいと思います。よろしく
お願い致します。

（2022.04.01入社／いわき事業所）

いわき事業所に配属になりました、Mと申します。情
報処理系の職業訓練校から参りました。趣味は、
NBA(北米バスケットボールリーグ)の観戦です。いつか
アメリカに行き、現地観戦をしたいです。ご迷惑をおか
けすることもあると思いますが、早く皆様のお役に立て
るよう精進いたしますので、どうぞ宜しくお願い致します。


