


卒業生勤務状況調査〔お願い〕
中央工学校　就職指導課

企業コード〔　　　　　　〕 　　　　年　　　月　　　日現在

貴社に本校の卒業生が在籍しておりましたら、ご記入くださるようお願いいたします。前
年度の調査により、卒業生が出力されている場合は､内容をご確認のうえ、加除修正があ
りましたら朱筆にてご記入ください。（学籍番号・卒業学科コードの記入は必要ありませ
ん。）なお、本年度の採用計画がなき場合でも調査にご協力賜れば幸甚に存じます。

会
社
名

所
在
地

　

No. 氏　　　　　　　　名
卒　　業　　学　　科

学　籍　番　号
卒業学科コード

卒　業　年　月
入　社　年　月

所　　属　　部　　課
役　　　職　　　名

備考（退職・旧姓など）

※この調査票は、本校卒業生の現状確認の目的以外には、一切使用しません。
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