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「ふくいって、すごいんやなあ」
という感動を味わってもらいたくて
この本を企画編集しました
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Ｑ１ 中学卒業後の進路を決めたのはいつ頃ですか？
Ｑ２ 進路を選ぶ決め手となったのは？（複数回答）
Ｑ３ 高専時代に身につけたものは？（複数回答）
Ｑ４ 就職先決定に高専で学んだ内容が役立ちましたか？
Ｑ５ 現在の仕事で、高専で学んだ内容が役立っていますか？
Ｑ６ 技術者としての楽しみは何ですか？（複数回答）
Ｑ７ 現場で働くやりがいは何ですか？（複数回答）
Ｑ８ 技術者に必要なセンスは何だと思われますか？（複数回答）
Ｑ９ 企業人になる秘訣は何だと思いますか？（複数回答）
Ｑ10 学生時代にやっておくべきことは何だと思いますか？（複数回答）
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