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卒業生の声は未来へのみちしるべ。
Bitで夢を叶えた先輩たちの声をお伝えします！
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キャナルサイドララシャンス

勝星産業株式会社

藤井 りょうさん

TRAN THI XAさん

チャン

ホテル・ブライダル学科

01
AWS株式会社
ソリューション部

（ソフトウエア開発）

森田 英正さん
情報システム学科

2021年度卒業
富山県立新湊高等学校出身

就職活動でも仕事でも
コミュニケーション能力が重要です。

2021年度卒業
ベトナム出身

02
株式会社文苑堂
雑貨部（ECサイト運営）

寺嶋 規泰さん
デジタルメディア学科

2005年度卒業
富山県立二上工業高等学校出身

授業で学んだことが
今の自分の下地になっています。

就職活動で面接官とコミュニケーションをとりますが、そ

就職活動では「何ができるか」を明確に伝える必要があ
り、学生時代に取り組んだ制作物は自分を表現し、伝え

た。面接官からは仕事でもコミュニケーション能力が一

る武器になりました。画像加工やWeb編集、動画撮影・

番大事と言われました。BitではjavaやDBなどいろいろ

編集など、授業で学んだことが今の下地になっています。

学びますが、実際に業務に欠かせない実践的なカリキュ

志が一緒の仲間と学べることはとても貴重な時間で、

ラムです。

未来への財産になると思います。

Bitで学んだことは
すべてに意味があります。

日本とベトナムの架け橋になれる
ビジネスマンになるためBitに入学しました。

Bitで得たブライダルやレストランの知識、敬語の使い方

グローバルなビジネスマンを志して入学し、卒業後はベ

などは実際のフィールドで不可欠であり、学ぶことすべて

トナムと関係のある日系企業に就職しました。Bitでは

に意味があります。仕事でお客様から感謝のお言葉を

色々な国の学生と日本語で交流し、助け合いながら異

いただいた時が幸せです。これからもっと結婚式の魅力

文化交流が体験できて、楽しい学生生活になりました。

を発信していきたいですね。Bitに行けば夢が見つかり、

いつか日本とベトナムの架け橋になれるビジネスマンに

ガンバレば夢は叶います。

なりたいですね。

VOICE
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富山情報ビジネス専門学校
ホテル・ブライダル学科
ゾー

VOICE
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国立研究開発法人
国立がんセンター中央病院

富山県立中央病院
医事課

角崎 愛美さん

市川 綾香さん

診療情報管理士専攻学科

診療情報管理士専攻学科

2020年度卒業
富山県立新湊高等学校出身

2018年度卒業
富山県立富山商業高等学校出身

ZAW LATTさん
2020年度卒業
マンダレイ大学
（ミャンマーの大学）
出身

（過去実績）

就 職

授業で学んだ診療報酬や医学的な知識が、カルテを読

医療事務に関心があり高校の先生からの勧めでBitの

み解いたり、いろんな集計や分析を行う上で活きていま

オープンキャンパスに参加しました。充実したカリキュ

す。Bitは専門分野に特化して学べ、授業時間以外にも

ラムと多くの資格取得へのチャンスがあることが入学の

些細な疑問から進路まで先生が相談に乗ってくれて、

決め手になりました。

学修環境に恵まれていると思います。
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※同一企業に複数内定先有

情報システム学科

日本語とホテルの両方を学ぶため入学しました。
在学中は資格取得に向けて必死に勉強しました。
私の将来の夢はホテルマンになることで、Bitは日本語と
ホテルの両方が学べるため入学しました。日本文化に馴
れるか不安でしたが、先生に相談したりクラスメイトと
資格取得に向けて必死に勉強して、将来は一流のホテル

Bitのオープンキャンパスに
参加して決めました。

2020年度
実績99.4%

Bitの先輩が活躍している、全国各地の
主な就職・進学先を一部紹介します。

積極的に話したことで、多くのことを吸収できました。

授業で学んだ知識が
いまの仕事にしっかり活かされています。

過去3年連続

99％以上！

就 職・進 学 実 績

ラッ

日本語専攻
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サ

VOICE

こでいかに好印象を与えられるかが重要だと思いまし

VOICE

ティ

インターナショナルビジネス学科

2021年度卒業
富山県立雄山高等学校出身

VOICE

好きをカタチに変えるプロセス

卒業生インタビュー

マンを目指します。

進 学

● 北陸コンピュータ・サービス
（株）
●（株）高志インテック
● AWS（株）
●（株）
トヤマデータセンター
●（株）
ユーコム
●（株）成和システムエンジニアリング
●（株）
日本オープンシステムズ
Webクリエイター学科（旧モバイルビジネス学科）
●（株）
フィックス ● ラックプロ
（株） ● 東洋通信工業（株）
●（株）
アイドママーケティングコミュニケーション
●（株）
プレステージ・インターナショナル
医療事務学科
●（株）
ひかりファーマー
● こいで内科脳神経クリニック

● 医療法人社団 清幸会 島田病院
● 高畠小児科クリニック

診療情報管理士研究科
● 富山県立中央病院
● 富山大学附属病院
● 東京都済生会中央病院
※同一校に複数合格先有

医療事務学科
● 診療情報管理士専攻学科（Bit）
日本語学科
● エール学園 ● 修成建設専門学校 ● 専門学校西鉄国際カレッジ
● インターナショナルビジネス学科（Bit）
● ホテル・ブライダル学科（Bit）
● 専門学校トヨタ名古屋自動車大学校
● 専門学校日産愛知自動車大学校
● 武蔵野大学

● 済生会富山病院
● 西能病院
● 順天堂大学医学部付属静岡病院

ホテル・ブライダル学科
● ANAクラウンプラザホテル富山
● 森トラストホテルズ＆リゾーツ
（株）
● キャナルサイド・ララシャンス
●（株）星野リゾート
● アール・ベル・アンジェ富山
● ヴィラ・グランディス ウェディングリゾート富山
インターナショナルビジネス学科
●（株）東横イン
● 前田薬品工業（株）
● くら寿司
（株）

●（株）
ホシナパック
● 勝星産業（株）
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企業インタビュー

高資格・難資格取得実績多数！

職業人を目指す学生に期待すること、求めることについて、

この努力が大きなキャリアとなります。

Bitの先輩が活躍している就職先・インターシップ先の企業の方々の声をお聞きしました。

好きをカタチに変えるプロセス

国家資格・検 定 取 得

Question

合 格 に 向 けた 取り組 み
勉強の進み具合を
管理

合格ボーダーライン学生への
一押し

反転授業

クラス全員合格を
目指す雰囲気づくり

教員（AD）が学生の勉強

予習動画で知識のイン

学生の弱点を分析し、理解度を把握

の 進み具 合をデ ータで

プットをし、授業ではそ

します。一人ひとりに合わせた指導や

ル
ァイ
フ

課題

確認

アドバイスで、合格ボーダーラインへ
と一押しします。

向上が期待できます。
インプット

アウトプット

学 生 インタビュー

80

85

を分析
弱点

01

Q2

Bitで学んだ専門知識や技術はどのような業務や場面で活
かせると考えますか。

情報システム学科

株式会社日本オープンシステムズ

学生生活を重ねながら、勉強や資格取得にどう取り組んだのか。
Bitで成長に向かって進む学生たちの様子をご紹介します。

格できました。資格取得によって、
もっと勉強したいという向上心も芽生えましたし、仕事で生か
せる知識を身に付けたいと思うように意識が変わりました。

黒瀬 紘樹さん

情報システム学科

富山県不二越工業高等学校出身

Bitは医療事務の５分野の資格取得ができることと、
県内で唯一、診療情報管理士の勉強ができるので入学しました。

VOICE

02

を確信しました。先生のサポートもあって、医科・歯科の医療事務管理士、調剤事務管理士、医事

まだまだ不安はありますが、資格取得は一定の知識があるという証明であり、
自分にも自信が付き

A2

実践的なシステム開発や専門知識の基本を学んでいるため、実際の
業務のほとんどの場面で基礎学習として役立っていると思います。

A2

ホームページ制作に必要なプログラミングやデザインの基礎知
識があると、人材育成しやすく即戦力の近道になると思います。

A3

プログラミングの言語知識も必要ですが、企業では今様々な
ツール
（サービス）
を組み合わせて開発の効率化を行っていま
す。
そういったツールについても事前に習得できていると更なる
活躍の場が期待できます。

A3

ホームページ制作に必要なすべての技術を網羅したBitのカリキュラム
は、即戦力を求める企業としてとても助かります。お客様の求める商品を
形にするには、気持ちの共有と汲み取ることが大切で、Bitで重視している
コミュニケーション能力は就職した後にも活かせる大きな力になります。

A4

自分の考えを持っており、
その考えのもと周りの社員とコミュニ
ケーションをとりながら仕事を進めることができる人。

A4

A5

IT業界はPCを見ながら黙々と作業をしているイメージがあるか
もしれませんが、
チームで仕事をすることが多く、
周りとコミュニ
ケーションをとることが重要です。学生時代にもいろいろことに
チャレンジし、
いろんな人とコミュニケーションを取るようにして
いれば、
その経験は社会人でも活かせると思います。

当社はホームページや各種デザインを制作しています、創業22年の老舗のデザイン
会社です。地元富山で長くお客様の要望をしっかり汲み取り、想いを同じくして、とも
に富山の魅力を発信するお手伝いをしています。社内はもちろん社外でも人との繋
がりを大事にしてくれる人を求めています。WEBやデザインは時代の変化の早い業
種ですが、常にアンテナを張って自分自身を更新し続ける人材を求めています。

A5

ご自身が学校の授業の中でデザインの楽しさを知る事が大切だと思います。
「一生の仕事にしたい」と思えるぐらいに学生生活を楽しんで欲しいです。

鍛治 恵さん
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医療事務学科

富山県立小杉高等学校出身

帯刀 達志 様

医療事務学科・診療情報管理士研究科

西能病院
法人本部
主任

特定医療法人財団五省会

吉田 純一 様

A1

基礎的なスキルが身についてい
るため、多様なケースに対して慌
てることなく落ち着いて対応でき
ています。

A2

専門性のある医事会計業務、接遇マナーが必要な受付業務など、医療事
務職の基本的な業務にしっかり活かされています。また、診療情報管理士
研究科で学ぶ知識は、活躍の場をより多く選択できるものになります。

A3

多くの卒業生に活躍いただいています。今後もこれまで通り高
い専門的スキル習得に指導いただくとともに、社会人として総
合的に優秀な人材輩出に期待します。

A4

常に前向きに、失敗することを恐れずチャレンジする人。
どのよ
うな場面でも臨機応変に対応できるよう、受け身でなく何事に
も経験を積むことが大事です。

A5

多様な選択肢があるなか、実習などを通じて自らの体験のなか
で、
ブレない自分軸（自分の道）
を見つけることにまい進してほ
しいと思います。
その軸が必ず成長につながるものと思います。

ました。
しっかり勉強すれば資格が取得できることを肌で感じ、
これからも勉強を頑張ろうという
気持ちが強くなりました。

Webクリエイター学科

与えられた課題や業務内容に対
して真摯で吸収も早く、
とても好
印象でした。

コンピュータ、秘書検定準1級などの試験に合格しました。医科の医療事務検定は出題範囲が広
く、
４時間もの長丁場で正確さとスピードが要求されるので、
この合格が一番うれしかったです。

Bitに入学してくる学生にメッセージをお願いします。

A1

Bitは医療事務の主要５分野の資格が取得できること、
そして県内で唯一、診療情報管理士の学
科があるので決めました。
オープンキャンパスにも数回参加して、資格取得に向けて頑張れること

Q5

ITへの興味が非常に高く、自身で
もよく勉強し、
その内容を会社の業
務へフィードバックしてくれます。

たいと思い、入学を決意しました。

を立ててから勉強することを意識しました。
その結果、基本情報技術者試験とITパスポートに合

どんな人と一緒に働きたいと考えますか。
（求める人材像）

A1

報系分野で検定取得に重点を置いていることと、
自分自身もIT化の波に乗り遅れない人材になり
資格取得に向けては暗記が得意なので、
ひたすらメモ帳に書いた単語を見ることを習慣化しまし

Q4

プロヴィデザイン株式会社
デザイナー 川村 千秋 様

社会人の僕は勤務先からBitで勉強してみないかと打診をいただきました。詳しく調べたところ情

た。
また、
ただ勉強量をこなすのではなく、
自らの得意不得意を把握して、
それぞれの分野で目標

Bitへの評価や今後期待する事などお教えください。

北陸第二システム開発部

課題で
勉
用の
策

授業

Q3

Answer

部門長

会社からの応援もあって、
情報系分野で検定取得に強いBitに決めました。

VOICE

Bitの学生の魅力（働きぶり、好感が持てる点など）
を教えて
ください。

強

教 員

数まであと
点

し
少

学 生

予習動画

合 格
学生

合格

振返り

れをアウトプットするス
タイルで、学習成 果の

対

課題

管理。

Q1

ホテル・ブライダル学科

ANAクラウンプラザホテル富山
宴会サービス

チーフ

畑中 聡士 様

A1

何事にもまじめに取り組み、ホテル
の仕事に対して常に高い意識、目標
を持ち働いてるところが魅力です。

A2

ホテルを目指してきた立ち振る舞いを感じます。
サービス接遇
検定やホテル実務検定への学びからお料理の運び方や接客の
ベースができているため、覚えが早く指導もしやすいです。

A3

接客業では、お客様にお伝えしたい情報や知識を自分で勉強する意
欲が大切です。授業や実習を通して課題解決力や提案力等、様々な
ケースに対応できるようになると、
もっと仕事が楽しくなると思います。

A4

チームで働くには、
「前向きにポジティブシンキングで行動でき
る方」
が必要ですね。仕事で辛いことや困難なことも、将来自分
の力になるんだと考えて、一緒に働いていきたいです。

A5

働きながら資格を取ることは、本当に大変です。学生のうちに
いろんな興味のある分野の勉強をして資格の取得に励んでほ
しいです。勉強に集中できる学生の時間を有効活用して、将来
の自分のために、
どんどんスキルアップしてください。
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