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あなたが IBM を志望する理由は何ですか。IBM のビジネス内容に触れ、具体的に記述してください。 500 文字以内 

御社を志望する理由は、御社が世界で最も優れたＩＴ技術者の集団であり、かつそれを維持し続けている点にあり

ます。また、社会において必要とされるサービスを、その高い技術力で実現化し続けている点も魅力の一つです。

私はその技術集団の一人として実際の社会をＩＴの力で支える仕事をしたいです。具体的には、IT スペシャリストと

して、御社のエンタープライズ向けの支援システムをはじめ、企業経営の変革における「e-business」によるトータ

ル・ソリューションの設計・開発に貢献したいと思います。このような技術・貢献における高水準の維持には、「世界

に価値あるイノベーション」が不可欠だと思いますが、私はそれを先月米国大使館が主催した「起業家セミナー＆

ビジネスプラン・コンペティション」に参加し、肌で実感しました。ライバルチームのビジネスプランが、アイデアはシ

ンプルでしたがとてもイノベーション性の高いプランであり、結果的に優秀イノベーション賞を受賞したことに強い印

象を受けました。御社のイノベーションと信頼度に対する私なりの評価は、自分のこだわりと方向性が重なることを

基に志望しました。 

高い技術力も、社会に対する貢献も、維持し続けるということは、本当に大変な、偉大な努力だと思うからです。 

御社を志望する理由は、優れたＩＴ集団、かつ、常に価値のあるイノベーションを生み出すという御社ならではの特性に魅力を感じたためです。そのため、御社のＩＴスペシャ

リストに非常に興味があり、実際の社会においてＩＴの力であらゆる分野を支える仕事として活躍したいです。具体的には、エンタープライズ向けの支援システムをはじめ、

企業向けの「e-business」トータル・ソリューションの設計・開発に貢献するのが私の夢です。また、グローバルに広げていくビジネスに生き残るためには、「イノベーションを

重視する」御社に共感しています。これは、先月に参加したビジネスコンペティションの経験から学んだことです。そのときは、ライバルチームのビジネスプランに注目しまし

た。アイデアがシンプルにもかかわらず、とてもイノベーションのあるプランでした。それに気づいて、どんなに素晴らしいアイデアがあるとしても、イノベーションがなければ、

社会においては必要としません。。。 

 

あなたは IBM でどのような IT スペシャリストになりたいと考えますか？ご自身の夢や目標を交えて、具体的に記述

してください。 500 文字以内 

私の夢は御社において、IT スペシャリストとして、特にエンタープライズ向けの経営変革を支援するシステムに特

化したサービスの構築と運用に貢献することです。これは、大学の三年生のとき、自分で小規模のネットショッピン

グ仲介サービスを立ち上げ、運営を始めた体験が基礎となっています。サービスの内容をはじめ、トランザクション

処理の構成や物流の把握など、大まかにではありますが、実地で学ぶ体験は強烈でした。自分にとって一番重要

だったのは、「顧客との長きに渡る関わり」、つまりソリューションの提供にとどまらず、アフターサービスまで含めた
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運用こそが、業務として非常に大切だということを、強く意識できたことです。また、サービスの運営にあたっては、

顧客に対して常に新しいサービスを提供し続けなければ注文が来ないという事実が学べたことも、私にとって貴重

な体験でした。新たな顧客価値とそれを産み出すイノベーションをリードするという御社の長所に強く共感したのは

そのためです。私はこのような初心を大切にする IT スペシャリストとして、社会を支える「IBMers」の一員に加わり

たいと思っています。 

私の夢は御社において、最先端の IT 技術を武器にして、特にエンタープライズ向けの支援システムに特化したサービスの構築と運用に貢献したいと考えています。そのた

め、御社の ITスペシャリストとして仕事をしたいと強く思っています。これは、大学の三年生のとき、自分で小規模のネットショッピング仲介サービスを立ち上げ、運営を始め

た体験が基礎となっています。サービスの内容をはじめ、トランザクション処理の構成や物流仕組みの大まかな流れを作りだしました。一番印象的だったのは、「顧客との

長きに渡る関わり」、つまりソリューションの提供にとどまらず、アフターサービスまで含めた運用こそが、業務として非常に大切だということを、この経験から学びました。ま

た、もう一つのポイントとしては運営にあたって重要なのは、顧客に対して常に新しいサービスを提供し続けなければ注文が来ないという事実です。そのため「新たな顧客

価値」、常に価値あるイノベーションをリードするという御社のキーワードに強く共感しています。私もこのようなことを大切にし、社会を支える「IBMers」としての IT スペシャリ

ストの活躍をしたいと思っています。 

 

あなたが様々な人と共に何かに挑戦したことによって経験した困難や挫折について、どのように乗り越え、何を学

んだかを教えてください。 500 文字以内 

私にはチームワークに関しては、忘れられない思い出があります。それは昨年度に出場した、全日本自律移動ロ

ボット大会「つくばチャレンジ２０１１」です。一番強烈な記憶は、大会直前の一日のことです。それは本走行前の最

終段階、ロボットの微調整の際の出来事でした。その時、ロボットを操縦するオペレータと私の二人のミスが重なり、

ロボットの速度のコントロールが失われ、ロボットが暴走し、前車輪と駆動モータ部分が壊れてしまいました。この

ままでは一切の走行ができない状態でした。そうなれば当然、大会への参加も無理となり、完走を目指すという３

年越しのみんなの苦心が水の泡になります。私の頭は挫折感で一杯でした。しかし先輩のチーム・リーダーが冷

静な判断をし、最終調整をとりやめ急遽大学にとって返し、ロボットを修理することにしました。幸い修理は成功し、

ぶっつけ本番ではありましたが本走行に挑戦、奇跡的に完走できました。この経験から、致命的なトラブルに直面

しても冷静に考えること、かつチームが一丸となって目標達成への熱意を維持し、いかなる状況においてもベスト

を尽くすことがいかに大切かということを学びました。 

私はチームワークにおいて忘れられない思い出があります。それは、昨年度に出場した、日本全国自律移動ロボット大会「つくばチャレンジ２０１１」です。 自分にとって一

番印象に残ったのは大会直前の一日のことでした。それは、本走行の準備において各チームがロボットの調整実験があります。当時、私自身とロボットを運転するオペレ

ータの操作ミスによってロボットの自動速度のコントロールが失い、猛烈なスピードで走り出しました。その結果、ロボットの前車輪が壊れ、駆動モータの部分が悲惨な状態

になってしまいました。それ以来、正常に走ることすらできないし、大会への参加もできなくなる恐れがあります。半年以上の開発が、たった一瞬で終わってしまうという挫折

が頭でいっぱいでした。しかし、先輩のチーム・リーダが冷静なアドバイスをして頂、ロボットを群馬大学に戻って最適な修理をすることにしました。幸い、修理の作業が成功

し、ぶつけ本番という参加に挑戦し、奇跡的な優勝成績まで辿り着きました。この経験からは、致命的なトラブルに直面したとしても、冷静に考え、かつ、チームが一丸とな

って目標達成する熱い想いを維持するのが非常に大切だということを学びました。 

 



エントリーシート IT スペシャリスト 

下記の内容で回答されています。 

設問 

(1) 

第二希望職種を教えてください。 

※第二希望がない場合には、「希望なし」を選択してください。 

製品開発エンジニア 

設問 

(2) 

興味のある部門を全て選択してください。 （複数選択可） 

※各部門の紹介は「活躍分野」よりご覧いただけます。 

全ての部門に興味あり 

設問 

(3) 

最も興味のある部門を一つ選択してください。特定の部門への希望がない場合には「全ての部門に興味あり」

を選択してください。 

GBS 

設問 

(4) 

あなたが IBM を志望する理由は何ですか。IBM のビジネス内容に触れ、具体的に記述してください。 

御社を志望する理由は、御社が世界で最も優れたＩＴ技術者の集団であり、かつそれを維持し続けている点に

あります。また、社会において必要とされるサービスを、その高い技術力で実現化し続けている点も魅力の一

つです。私はその技術集団の一人として実際の社会をＩＴの力で支える仕事をしたいです。具体的には、IT ス

ペシャリストとして、御社のエンタープライズ向けの支援システムをはじめ、企業経営の変革における

「e-business」によるトータル・ソリューションの設計・開発に貢献したいと思います。このような技術・貢献にお

ける高水準の維持には、「世界に価値あるイノベーション」が不可欠だと思いますが、私はそれを先月米国大

使館が主催した「起業家セミナー＆ビジネスプラン・コンペティション」に参加し、肌で実感しました。ライバルチ

ームのビジネスプランが、アイデアはシンプルでしたがとてもイノベーション性の高いプランであり、結果的に

優秀イノベーション賞を受賞したことに強い印象を受けました。御社のイノベーションと信頼度に対する私なり

の評価は、自分のこだわりと方向性が重なることを基に志望しました。 

設問 

(5) 

あなたは IBM でどのような IT スペシャリストになりたいと考えますか？ご自身の夢や目標を交えて、具体的に

記述してください。 

私の夢は御社において、IT スペシャリストとして、特にエンタープライズ向けの経営変革を支援するシステム

に特化したサービスの構築と運用に貢献することです。これは、大学の三年生のとき、自分で小規模のネット

ショッピング仲介サービスを立ち上げ、運営を始めた体験が基礎となっています。サービスの内容をはじめ、ト
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ランザクション処理の構成や物流の把握など、大まかにではありますが、実地で学ぶ体験は強烈でした。自

分にとって一番重要だったのは、「顧客との長きに渡る関わり」、つまりソリューションの提供にとどまらず、ア

フターサービスまで含めた運用こそが、業務として非常に大切だということを、強く意識できたことです。また、

サービスの運営にあたっては、顧客に対して常に新しいサービスを提供し続けなければ注文が来ないという

事実が学べたことも、私にとって貴重な体験でした。新たな顧客価値とそれを産み出すイノベーションをリード

するという御社の長所に強く共感したのはそのためです。私はこのような初心を大切にする IT スペシャリスト

として、社会を支える「IBMers」の一員に加わりたいと思っています。 

設問 

(6) 

あなたが様々な人と共に何かに挑戦したことによって経験した困難や挫折について、どのように乗り越え、何

を学んだかを教えてください。 

私にはチームワークに関しては、忘れられない思い出があります。それは昨年度に出場した、全日本自律移

動ロボット大会「つくばチャレンジ２０１１」です。一番強烈な記憶は、大会直前の一日のことです。それは本走

行前の最終段階、ロボットの微調整の際の出来事でした。その時、ロボットを操縦するオペレータと私の二人

のミスが重なり、ロボットの速度のコントロールが失われ、ロボットが暴走し、前車輪と駆動モータ部分が壊れ

てしまいました。このままでは一切の走行ができない状態でした。そうなれば当然、大会への参加も無理とな

り、完走を目指すという３年越しのみんなの苦心が水の泡になります。私の頭は挫折感で一杯でした。しかし

先輩のチーム・リーダーが冷静な判断をし、最終調整をとりやめ急遽大学にとって返し、ロボットを修理するこ

とにしました。幸い修理は成功し、ぶっつけ本番ではありましたが本走行に挑戦、奇跡的に完走できました。こ

の経験から、致命的なトラブルに直面しても冷静に考えること、かつチームが一丸となって目標達成への熱意

を維持し、いかなる状況においてもベストを尽くすことがいかに大切かということを学びました。 

設問 

(7) 

プログラミング経験の有無を教えてください。 

経験あり 

設問 

(8) 

≪ 設問（7）でプログラミング経験ありと選択された方のみご回答ください ≫ 

プログラミング経験の内容、規模、期間、使用言語等を具体的に記述してください。 

Java 言語,ORACLE,XML = 中小規模のＳＮＳシステム。期間 = 2 ヶ月； 

Ｃ言語 = 自律移動ロボット用のナビゲーションソフトウェア。期間 = 2 ヶ月； 

C 言語,SQLite = フリーソフトの「フォトアルバム」。期間 = 3 ヶ月 

設問 

(9) 

オペレーティング・システム（OS)の使用経験がある方は、具体的な OS 名をご記入ください。 

※WindowsXP/Vista/7 や MacOS などのクライアント OS を除く。 

Linux Ubuntu, BackTrack Linux, ORACLE Solaris 



設問 

(10) 

TOEIC を受験したことがある方は、スコアをご記入ください。 

※ご記入いただけるスコアは、2008 年以降に受験したものに限ります。 

 

設問 

(11) 

TOEIC 以外の外国語の資格や、旅行以外で 1 ヶ月以上の海外滞在の経験がある方は具体的にご記入くださ

い。 

※特に無い場合には空欄で結構です。 

日本語能力試験 1 級合格； 

インドネシア語（ネイティブ） 

設問 

(12) 

インターンシップの参加経験を教えてください。 

参加したことがない 

設問 

(13) 

≪ 設問(12)で、インターンシップに「参加した」もしくは「今後、参加することが決まっている」を選択された方の

みご回答ください ≫ 

インターンシップの体験職種を教えてください。 

(回答されていません) 

設問 

(14) 

≪ 設問(12)で、インターンシップに「参加した」もしくは「今後、参加することが決まっている」を選択された方の

みご回答ください ≫ 

インターンシップの具体的な内容（業種、期間、形態、体験内容など）を教えてください。 

(回答されていません) 

設問 

(15) 

これまでに参加した IBM の説明会（IBM 主催・合同・学内・Web セミナー視聴）、OB/OG 訪問などの回数を選択

してください。 

5 回以上 

設問 

(16) 

≪ 設問（15）で 1 回以上を選択された方のみ必ずご回答ください ≫ 

具体的な参加内容を教えてください。 

合同企業説明会（マイナビ・リクナビ・日経就職ナビ・大学生協等） 

会社紹介 Web セミナー 

みん就 WEB キャリアカレッジ 



設問 

(17) 

設問（16）で「その他」を選択された方は詳細をご記入ください。 

(回答されていません) 

設問 

(18) 

現在、就職活動で最も利用している就職情報サイト名を教えてください。 

リクナビ 

設問 

(19) 

設問（18）で「その他」を選択された方は、利用頻度の高い順にサイト名をご記入ください。  

(回答されていません) 

設問 

(20) 

文理区分を選択してください。 

理系 

設問 

(21) 

障害者手帳をお持ちの方は、記載の内容と等級をご記入ください。 

※記入された方には、選考での支援の要否等を確認させていただく場合があります。 

※該当されない場合には空欄で結構です。 

(回答されていません) 

設問 

(22) 

エントリーシートは提出すると、修正は出来ません。 

もう一度、内容の見直しをして、この設問に回答したら、確認画面に進んでください。 

はい 

 

 

★マークの項目は必ず入力・選択してください 

設問 (1)★ 

第二希望職種を教えてください。 

※第二希望がない場合には、「希望なし」を選択してください。 

                    

設問 (2)★ 興味のある部門を全て選択してください。 （複数選択可） 



※各部門の紹介は「活躍分野」よりご覧いただけます。 

全ての部門に興味あり 

GBS 

GTS 

SWG 

STG 

CITA 

設問 (3)★ 

最も興味のある部門を一つ選択してください。特定の部門への希望がない場合には

「全ての部門に興味あり」を選択してください。 

              

設問 (4)★ 

あなたが IBM を志望する理由は何ですか。IBM のビジネス内容に触れ、具体的に記

述してください。 500 文字以内 

 

→文字数を確認する 

設問 (5)★ 
あなたは IBM でどのような IT スペシャリストになりたいと考えますか？ご自身の夢や

目標を交えて、具体的に記述してください。 500 文字以内 
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→文字数を確認する 

設問 (6)★ 

あなたが様々な人と共に何かに挑戦したことによって経験した困難や挫折について、

どのように乗り越え、何を学んだかを教えてください。 500 文字以内 

 

→文字数を確認する 

設問 (7)★ 

プログラミング経験の有無を教えてください。 

経験あり 

経験なし 

設問 (8) 

≪ 設問（7）でプログラミング経験ありと選択された方のみご回答ください ≫ 

プログラミング経験の内容、規模、期間、使用言語等を具体的に記述してください。 

150 文字以内 

javascript:count_utf_str_length('memo104')
javascript:count_utf_str_length('memo105')


 

→文字数を確認する 

設問 (9) 

オペレーティング・システム（OS)の使用経験がある方は、具体的な OS 名をご記入くだ

さい。 

※WindowsXP/Vista/7 や MacOS などのクライアント OS を除く。 100 文字以内 

 

→文字数を確認する 

設問 (10) 

TOEIC を受験したことがある方は、スコアをご記入ください。 

※ご記入いただけるスコアは、2008 年以降に受験したものに限ります。 3 桁以内 

 

設問 (11) 

TOEIC 以外の外国語の資格や、旅行以外で 1 ヶ月以上の海外滞在の経験がある方

は具体的にご記入ください。 

※特に無い場合には空欄で結構です。 150 文字以内 

javascript:count_utf_str_length('memo107')
javascript:count_utf_str_length('memo108')


 

→文字数を確認する 

設問 (12)★ 

インターンシップの参加経験を教えてください。 

        

設問 (13) 

≪ 設問(12)で、インターンシップに「参加した」もしくは「今後、参加することが決まって

いる」を選択された方のみご回答ください ≫ 

インターンシップの体験職種を教えてください。 

アプリケーション開発エンジニア 

IT 基盤構築エンジニア 

技術提案エンジニア 

製品開発エンジニア 

コンサルタント 

営業 

その他 

設問 (14) 

≪ 設問(12)で、インターンシップに「参加した」もしくは「今後、参加することが決まって

いる」を選択された方のみご回答ください ≫ 

インターンシップの具体的な内容（業種、期間、形態、体験内容など）を教えてくださ

い。 
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150 文字以内 

 

→文字数を確認する 

設問 (15)★ 

これまでに参加した IBMの説明会（IBM主催・合同・学内・Webセミナー視聴）、OB/OG

訪問などの回数を選択してください。 

              

設問 (16) 

≪ 設問（15）で 1 回以上を選択された方のみ必ずご回答ください ≫ 

具体的な参加内容を教えてください。 

合同企業説明会（マイナビ・リクナビ・日経就職ナビ・大学生協等） 

学内説明会 

就活 Type プレミアムイベント 

IBM Talking Cafe 

IBM 戦略コンサルティングセミナー 

会社紹介 Web セミナー 

みん就 WEB キャリアカレッジ 

東京基礎研究所 Open House 
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個別の OB/OG 訪問 

その他 ※設問（17）に詳細をご記入ください 

設問 (17) 

設問（16）で「その他」を選択された方は詳細をご記入ください。 50 文字以内 

 

→文字数を確認する 

設問 (18)★ 

現在、就職活動で最も利用している就職情報サイト名を教えてください。 

マイナビ 

リクナビ 

日経就職ナビ 

みんなの就職活動日記 

就活 Type 

外資就活.com 

[en]学生の就職情報 

ブンナビ 

ジョブウェブ 
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利用していない 

その他 ※設問(19）に詳細をご記入ください 

設問 (19) 

設問（18）で「その他」を選択された方は、利用頻度の高い順にサイト名をご記入くださ

い。  

50 文字以内 

 

→文字数を確認する 

設問 (20)★ 

文理区分を選択してください。 

文系 

理系 

設問 (21) 

障害者手帳をお持ちの方は、記載の内容と等級をご記入ください。 

※記入された方には、選考での支援の要否等を確認させていただく場合があります。 

※該当されない場合には空欄で結構です。 100 文字以内 
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→文字数を確認する 

設問 (22)★ 

エントリーシートは提出すると、修正は出来ません。 

もう一度、内容の見直しをして、この設問に回答したら、確認画面に進んでください。 

はい 

確認画面にすすむ
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