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塘　　忠　顕

　キャリアサポーター制度を利用したACF事業に対するキャリア
サポーターの皆様のご支援とご協力に心から感謝申し上げます。
　この度、キャリアサポーターの皆様へお届けする広報誌「キャ
リアサポーター通信」を発刊することになりました。「キャリア
サポーター通信」では、ACFにおけるキャリアサポーター制度を
利用した各種事業のご案内やご報告だけでなく、キャリアサポー
ターの皆様からの声やキャリアサポーターの紹介なども掲載する
予定です。今年度から県内すべての高等教育機関が利用できる制

度となったキャリアサポーター制度の活用と、若者の県内定着を
さらに推進していくためには、県内企業や県内就職の魅力を皆様
からアピールしていただく必要があります。そのためには、キャ
リアサポーターどうしの相互理解も重要であり、「キャリアサポー
ター通信」にはその役割を期待しています。皆様には若者への情
報発信にもこの広報誌をご活用頂ければと考えています。今後と
もキャリアサポーター制度へのご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。

　キャリアサポーター制度は、福島県の高等教育機関のネットワー
ク「アカデミア・コンソーシアムふくしま（ACF）」が運営する大学生
等へのキャリア支援事業で、県内事業所の若手社員を「キャリアサ
ポーター」という名称で任命し、学生のさまざまなキャリア形成に
かかわる相談役となっていただくものです。
　本制度では、キャリアサポーターが学生との交流を通じて、様々
な情報提供のほか、県内事業所の魅力を発信することで、学生自身
が県内企業に対する理解を深めることや、早期離職やミスマッチの
低減に繋げることをねらいとしています。さらに、キャリアサポー

ター制度を活用し交流を図った学生が、県内事業所へ就職後、今
度は自身がキャリアサポーターになる地域循環型の人材育成モデル

「ふくしまモデル」として確立していくことを目指しています。

　キャリアサポーターの活動として、「学生とキャリアサポーターと
の交流会」や学生との個別面談、就職ガイダンスなどでの学生への
キャリア支援のほか、キャリアサポーターの横のつながりや自身の
スキルアップにつながる機会として、キャリアサポーター同士の交
流会や新任キャリアサポーター向けの研修会なども行っています。

▶▶▶ キャリアサポーター制度とは？

新しいパンフレットも制作しました！キャリアサポーター制度がめざす「地域循環型人材育成モデル」

福島県委託 「ふくしまの大学生等県内定着促進事業」
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▶▶▶ デンソー福島を選んだ理由を教えてください。
七戸：昔から車が好きで、デンソーはレースにも出ているのでもともと名

前は知っていたんですけど、実際に何をやっている会社なのかは知
りませんでした。入ったきっかけは、合同企業説明会でたまたま名
前を見て話を聞いてみて、人事の方が話しやすかったのと、実際に
会社訪問をしたりした印象で決めました。面接をしてくれた方に「う
ちでやってみないか？」と言われて「やります！」って(笑)入社してか
らは生産管理一筋で6年目になりました。

浅倉：僕ももともと車が好きで、地元が福島県だったので県内で仕事をした
いなと思っていて、たまたまインターネットで見つけたのがデンソー
福島でした。去年まで経営企画の仕事をしていましたが、企画の仕事
をやってみたいというのと、やっぱり人で選びました。就職活動で
色々な企業を訪問しましたが、社員の方が挨拶をしてくれるところと、
そうでない会社があって、デンソー福島はみなさん明るく挨拶してく
れて、会社の雰囲気がいいなと思ってこの会社に決めました。

▶▶▶ デンソー福島の魅力は何ですか？
浅倉：雰囲気が良いところが魅力だと思います。若い人が多く、先輩社員

と年も近いので、コミュニケーションを取りやすかったり、相談を
しやすかったりします。そこがデンソー福島の魅力ですね。

▶▶▶ 今まで仕事をしていて大変だったことはありますか？
七戸：生産管理はミスがお客様の迷惑に直結してしまう仕事です。納品の

ミスは許されないので、やっぱり慣れるまでは大変でしたね。今は、
自分の作業は必ず確認するようにしています。自分でやったから大
丈夫と思っていると、どうしてもミスを見逃すので。そこをしっか
り確認することで、今はトラブルなくできているのかなと思います。

▶▶▶ 尊敬している人は誰ですか？
七戸：上司を尊敬するのはもちろんですけど、改めて母を尊敬しなおしま

した。小学校の時に父を亡くしているんですけど、そこからしっか
り大学を出るまで育ててくれた。社会人になって、自分でお金を稼
ぐようになって改めて感謝を感じたし、人として尊敬せざるを得な
いですね。すごいことだなと思います。

浅倉：同期とかで頭の回転が速かったり、仕事が早い人を見ると純粋にす
ごいなって思います。上司はもちろんもっとレベルが高いんですけ
ど、それよりも自分と年が近い人を目標において、あの人みたいに
もっと仕事ができるようになろう、と思いますね。

七戸：「七戸さんみたいになりたいです」はないの？（笑）

浅倉：ここで出したらわざとらしいかなと思って（笑）

▶▶▶ コミュニケーションをとる上で大切にしていることは
　　 ありますか？
七戸：重要なことほど面と向かって話す！電話やメールで済ませることは

簡単にできるけど、直接話すことでそこから話が広がったり、思っ
てもみないところで情報を得られたりするので、大事なことほど
Face to Faceで話すことが大事かなと思います。

浅倉：何かを頼んでやってもらったら、必ず感謝の気持ちを伝えるという
事を意識しています。一言、「ありがとうございました」と伝えるだ
けで相手にとっても印象が良いですし、コミュニケーションにも繋
がるんじゃないかと思っています。

▶▶▶ 仕事で気を付けていることを教えてください。
七戸：お願いされたことは優先的に。依頼や相談をされたら自分の仕事は

一旦置いておいて、優先的に対応するようにしています。困ってい
たり自分を求めてくれている人を助けることで、いつか自分を助け
てくれることってあると思うんですよね。なので、必ずできている
かは分からないけど、意識としては持っています。

▶▶▶ 今後の目標を教えてください。
七戸：デンソー福島の中で「困ったときにこの人に頼れば助けてくれる」と

いうポジションを目指したいと思います。仕事の面でもスキルアッ
プして、普段から良好な関係性ができていればそういう存在になれ
ると思う。今後のスキルアップもかねて、誰からも頼られる人、何
かあった時に真っ先に思い浮かぶ人になれればいいなと思います。

浅倉：今、経理の仕事をしているので、簿記の資格を取るのが目標です。
最終的には2級を目指していて…実は去年3級を受けて落ちました
(笑)それ以外で言うと、まだ経理の仕事を始めて半年くらいで、信
用もまだまだされていないと思うので、少しずつ経理として信頼し
てもらえる立場になれたらいいなと思います。積極的に現場の人に
話を聞きに行ったりとか、自分からコミュニケーションを取ってい
こうと思っています。

▶▶▶ 学生に向けてアドバイスをお願いします。
浅倉：スマホを見る時間を減らして、自分の好きなことをやることです

かね。社会人になると思ったより自由に使える時間がない。大学生
の時は時間があるので、旅行でもいいし飲みに行くでもいいので、
ちょっとでも思い出を作っていた方が、例えば面接のエピソードで
出せることもあるだろうし、その時にしかできないこともたくさん
あると思うので。色々含めて遊んだほうがいいと思います。

七戸：なんでもいいので「これ！」っていう趣味を作っておくと良いかな。
社会人になると誰でもどこかで一回挫折しそうな瞬間が来ると思う
んですよね。その時にリフレッシュできる趣味があるとそこでリ
セットできるというか、楽しみに頑張れる。普段の生活に楽しみを
作れるようにしておくといいのかなと思います。

▶▶▶  キャリアサポーター制度にどんなことを期待しますか？
七戸：企業と学生が関わる瞬間ってすごく少ないですよね。学生時代に関

わる社会人ってアルバイト先の人とか、就職活動で出会う人事担当
の方とかしかいなくて、実際僕も学生時代に企業を知る機会が少な
かった。そういう企業と学生を繋げる存在として活用していきたい
し、一緒に活動していけたらいいなと思います。

株式会社デンソー福島
製造部　生産管理課　生産計画1係
七戸 遼太さん（岩手県出身／2015年入社）

株式会社デンソー福島
経営管理部　経営企画課　経理係
浅倉 笙清さん（福島県出身／2019年入社）

インタビュアー

福島大学　経済経営学類　4年

高原さん

　デンソー福島の工場内は人とロボットが協力して働
いており、見ていてとてもおもしろかったです！
　また、インタビューでは、たくさんの質問に丁寧に
答えてくださいました！
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▶▶▶ 簡単な経歴を教えてください。
　福島県出身で、福島大学を卒業しました。卒業後は、こころネットのグ
ループ企業である結婚式場の会社に入社しました。そこから13年くらいブ
ライダルの仕事に携わり、3年前にこころネットの人事部に異動をして、採
用や給与計算、人事関連の助成金の申請などを行っています。

▶▶▶ こころネットを選んだ理由を教えてください。 
　もともとブライダルの仕事をしたくて、こころネットグループの婚礼事
業を行っている会社（現在の株式会社With Wedding）に入社しました。他
社も受けてはいたのですが、ブライダルプランナーをしている先輩社員の
人柄をみて素敵な会社だなと思ったのと、チャペルの言い伝えなどに魅か
れて、ここで働きたいと思いました。
　入社してから人事部に異動するまで、13年で400組くらいの結婚式を担
当しました。

▶▶▶  今はどんなお仕事をされていますか？
　人事部に異動してから3年目になりますが、グループ全体の新卒採用を
一人で担当しています。あわせて新入社員研修、給与計算、退職金や持ち
株会の管理といった福利厚生業務、助成金の申請と…色々な仕事をしてい
ます。

▶▶▶ こころネットの魅力は何ですか？
　ブライダルでの印象になるんですけど、結婚式って人生で何度も経験す
るものではないですよね。大体の方が初めて経験するものなので、初めて
の方が安心して任せられるような雰囲気づくりができているところが魅力
です。「何かやりたいことありますか？」だとなかなか希望が出にくかった
りするので、「これはどうですか？」「あれやってみませんか？」と提案して
希望を言いやすい関係を築いたり、結婚式だけではない相談に乗ったり、
お客様にどうしたら一番安心してもらえるかという部分を皆で考えている。
そういうお客様第一の雰囲気が良いなと思います。
　あとは長年やっている会社で、例えば葬儀関係だと100年以上の実績が
あるので、培ってきたノウハウとか、お客様との長年の繋がりを大事にし
ているところが良いなと思いますね。

▶▶▶ 仕事のやりがいは何ですか？
　ブライダルを担当していた頃は、長い方だと1年くらい担当します。1年
かけて準備してきたお客様の晴れ舞台に立ち会える、一番近くで見守れるっ
ていうのはとてもやりがいに思います。「青木さんに担当してもらえて良
かった」なんて言われると、もっと頑張ろうと思えました。
　今は人事部として、社員に「この会社に勤めて良かった」と言ってもらえ
る会社にしていきたいと思っていて、人事部は社内の制度を良くして行け
る部署だと思うので、いろんな施策を考えて実行できるところにやりがい
を感じます。

▶▶▶ 入社前と入社後のギャップはありましたか？
　入社前は、教会の言い伝えに憧れていたのもあって、キラキラした素敵
で優雅な職場なのかなと思っていたんですけど、実際は一分一秒を争う現
場でプレッシャーや緊迫感がありましたね。お客様をエレベーターにお乗
せして、私たちは階段を駆け上がってエレベーター前でお出迎えするとか、
思ったより体育会系の仕事でした(笑)

▶▶▶ 仕事をしていて大変なところはどんなところですか？
　人事部に異動したのが３年くらい前なんですけど、ちょうど働き方改革
が話題になっている時期だったので、かなり忙しかった。今は新型コロナ
ウイルスに関連する制度とか助成金を学びながら対応するのが大変ですね。
毎日厚生労働省のホームページを見ながら、新しく変わったことはないか
な？とか、申請書の不備はないかな？とか、調べながら学びながら進めて
いくのが、勉強になって良いんですけど大変だなと思いますね（笑）

▶▶▶ 新型コロナウイルスが流行する前と後で変わった
　　ことはありますか？
　採用活動が大きな規模で出来なかったり、説明会や大きなイベントが中
止になったりして、これまで先輩方が培ってきた採用のノウハウをだいぶ
見直さなきゃいけなくなってしまって。採用を一人で担当するようになっ
て一年ちょっとくらいだったので、ここは変えても良いんだろうか？とか、
オンライン面接に対応できるかな？なんていう手探りの部分がありました。
ただ、周りの社員が協力してくれたり前向きに取り組んでくれたりしたの
で、本当に恵まれているなと改めて感じました。

▶▶▶ 今後の目標を教えてください。
　就職活動を取り巻く環境は毎年のように変わっています。その中で、学生
のみなさんに安心して将来を選んでもらえるようなお手伝いをしていきたい
ですね。色々な事情でこころネットを希望しなくても、将来はお客様になる
可能性があります。こころネットが良い会社だと知っていただいて、いつか
お客様として戻ってきていただけるような採用担当になりたいと思います。
　今はコロナ禍で不安な学生も多いと思うので、こころネットに興味を持っ
てくれた方にはできる限りの情報提供とか、安心できる環境づくりをして
いきたいですね。
　人事部としてはこの会社を働きやすくて良い会社だと思ってもらえるよ
うに頑張りたいです。

▶▶▶ 学生時代はどのように過ごしていましたか？
　福島大学の教育学部（※現在の人間発達文化学類）で学びましたが、アル
バイトと飲み会をこよなく愛する学生でした！ただ、とてもまじめな友人
がいて、一緒に授業を選んでいたので、成績はまずまずだったかなと思い
ます。在学中は教育実習にも行きましたが、実習後半になってくると思い
がこもって感極まって泣いてしまうことも。仕事の中に感動がある素敵な
職業だなと実習中に感じましたね。ちなみに教育実習ではシチューが苦手
で、子どもたちに叱られました（笑）
　教員だけでなく他の世界も見てみたいと思って一般企業の就職活動と並
行して活動していたんですけど、その中で強い想いを持って働いている人
が多かった職場がこころネットだったので、就職を決めました。

▶▶▶ キャリアサポーター制度にどんなことを期待しますか？
　企業側としては、学生の希望や考えていることを直接聞くことができる
ので、選考方法や社内の制度を考える時の参考になるなと思っています。
　学生さんにとっては、少し先を行く先輩の成功や失敗について知る機会
に。ぜひたくさん活用してほしいと思います。

こころネット株式会社
人事部　主任
青木 久枝さん

（福島県出身／2005年入社）

インタビュアー

福島大学　経済経営学類　3年

霜山さん

　コロナ流行前とコロナ禍における対応の変化のお話
やチャペルの伝説についてのお話が印象的です。そし
て、インタビューを通して私自身こころネットについ
てよく知ることができました！どの質問にも丁寧に答
えてくださった青木さんありがとうございました！

ご協力いただきました皆様、ありがとうございました！
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　やりがい？給料？休み？
　貴方の一番大切なものはなんですか？
　私は関東の大学へ行き、関東で就職。今年福
島に戻り再就職しました。２回就活をして、勉
強・資格・情報収集など大学生の時にもっとし
ておけば、と思うことが多々あります。
　先ずは、１つ　大切なもの「芯」を決めていた
だきたいです。

　コロナ禍ということで、誰も経験したことの
ない状況での就職活動は、大変な場面も多々あ
ると思います。
　できる限りみなさんの不安や疑問に寄り添っ
てサポートさせていただきますので、一緒に頑
張りましょう。

　学生の皆さん、はじめまして！
アイワビルド株式会社で総務部・採用担当をし
ている千葉です。現在社会人１年目なので皆さ
んに一番近い立場で就活のアドバイスができま
す！ぜひキャリアサポーターとの交流イベント
に来て私とお話してみませんか？
　皆さんとお会いできるのを楽しみにしていま
す！

CS No.394

（株）バンダイ通信
システム部

栁沼　颯平
（やぎぬま そうへい）

CS No.395

（株）アポロガス
ほっとリビング 
総務経理
三浦　結子

（みうら ゆうこ）

CS No.380

アイワビルド（株）
総務部 採用担当

千葉　あかね
（ちば あかね）

　皆さんこんにちは。こころネットの青木です。
私は福島大学を卒業後、こころネットの婚礼部
門に入社して結婚式の仕事に従事し、現在は人
事部に異動して採用担当を行っています。自分
の経験が学生の皆さんのお役に立てると幸いで
す。

　私はトヨタの販売店で新卒の採用と教育を担
当しています。
　自身の就活を振り返って、今だから感じてい
ることや、学生のみなさんの意見もたくさんお
伺いしたいので、交流会などで是非お会いでき
れば嬉しいです！

　こんにちは！シマ商会の佐々木です。シマ商
会は南相馬市に本社を構え、福島県から日本全
国だけでなく海外のお客様にはたらくクルマを
販売・買取をしています。挑戦し続ける会社で、
毎日ゆめを叶えるためにお客様のお役に立てる
よう業務を行っています！

CS No.286

こころネット（株）
人事部 主任

青木　久枝
（あおき ひさえ）

CS No.296

トヨタカローラ福島（株）
人材開発部 主任

佐藤　美咲
（さとう みさき）

CS No.383

（株）シマ商会
営業サポート部
採用チーム

佐々木　睦
（ささき むつみ）

　こんにちは、福島日産自動車の今野と申します。
私は高校卒業後すぐに入社し、事務・営業・採用・
広報とさまざまな職種を経験し、その中でそれまで
興味のなかった職種もやってみると意外と楽しい
と知りました。
　自分の中でラインを引かずさまざまな職種を検
討すると、また違ったものが見えてくると思いま
す。悩んだときにはぜひキャリアサポーターにご相
談ください！

CS No.339

福島日産自動車（株）
採用・育成部

今野　奈緒
（こんの　なお）

　いま心配ごとはありませんか？疑問はありま
せんか？そもそも何をどうしたらいいものやら
と悩んだりしていませんか？それ、まずは話し
てみましょう！話すのはちょっと…と思うなら
聞いているだけでも良いでしょう。お話しでき
る事、お会いできる日を楽しみにしています！

CS No.190

（株）シグマ会津工場
経営企画本部
会津総務部人事課

成田　典子
（なりた　のりこ）

　空港でのグランドスタッフの仕事を経て、現
在は研修の仕事やキャリアコンサルタントとし
て仕事をしています。組織で働いた経験や自分
で仕事を始めた経験など、これから皆さんが職
業人生を考える際のお役に立てれば嬉しいで
す！

CS No.406

AK’S企画
代表

秋山　詩子
（あきやま　うたこ）

　ただでさえ、何となく不安な「就職活動」。か
つての私がそうでした。留学もして大学５年生。
周りの友人は一足先に社会人に。はじめの一歩
は、未来への大きな一歩です。まずは、私たち
と話をして見聞を広げるところからはじめてみ
ませんか？

　就職は大きなライフイベントです。皆様、悩
み惑われるでしょう。御自身の決定に悔いのな
いようにしてください。
　医療業は、命・生活に直結した仕事です。直
接患者様と触れ合う職種と後方支援の職種どち
らも必要であり、信頼関係が重要になります。
内容は多岐にわたりますが、やりがいは必ず感
じられる仕事です。

CS No.149

ムネカタ（株）
統括本部

沼田　晴香
（ぬまた　はるか）

CS No.265

（医）昨雲会
総務部人事課
兼総務課

外島　英明
（としま　ひであき）

　東京の大学を卒業後、そのまま東京で10年以上
働き、いろいろな業種や業務を経験しました。仕
事以外でもいろいろなコミュニティに参加したり、
シェアハウスに住んでみたりと、人との繋がりを
多く持ってきました。そして今はＵターンして地
元・会津の企業で働いています。地元で今までの
経験を生かすために。
　自分の経験や人生の選択、その選択の背景など
お話しできることは沢山あると思います。
いろいろな事を掘り下げて考え、質問し、共感や
納得が生まれるようにサポートしたいと思います。

CS No.321

会津乗合自動車（株）
人事総務部 人事総務課

佐藤　拓也
（さとう　たくや）
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Career Supporter Message

今回紹介しきれなかったキャリアサポーターメッセージは、vol. ２にて紹介予定です！

　初めまして、私は老人ホームで介護士を行ってい
る安達といいます。
　私が入職した時は右も左も分からず、不安感がと
ても大きかったです。ですが、当時、職場の方に優
しく、温かく接して頂き、そして親身になって指導
を行ってくださり、とても心強く、安心して働けて
いたことを覚えています。
　私は、以前先輩や上司がそうであったように、学
生の皆さんに寄り添い、これから社会人としての
一歩を踏み出せるよう、サポートをしていきたいと
思っています。どうぞよろしくお願いします。

　トヨタ生産方式を取り入れたデンソー流モノ
づくりの面白さを自分なりの言葉で皆さんに伝
えたいと思っています！実際に工場を見学して
いただくこともできますのでお気軽にお声掛け
いただけると嬉しいです。

　学生の皆さん、自分の将来像はイメージでき
ていますか？今は情報が沢山溢れかえり、何を
選択すべきか悩んでしまうという声が聞こえて
います。百聞は一見に如かず！インターンシッ
プや見学等で生の声や現場の雰囲気をぜひ感じ
てみて下さい。

CS No.401

（福）育成会
法人本部 総務部長

根本　明枝
（ねもと　あきえ）

CS No.397
（福）ハートフルなこそ
特別養護老人ホーム
ハートフルなこそ
介護主任
安達　徹平

（あだち てっぺい）

CS No.330

（株）デンソー福島
製造部 生産管理課

七戸　遼太
（しちのへ　りょうた）

　みなさん初めまして。
私は、工事用保安用品を取り扱う会社で営業ア
シスタントの仕事をしています。
　キャリアサポーターの活動は初めてのため、未
熟ではありますが、社会人生活や仕事についてな
ど、学生のみなさんの疑問に少しでも応えていけ
るように頑張りたいと思っています。

CS No.398

トーアン（株）
業務課 業務主任

渡邉　香織
（わたなべ　かおり）

　就職活動、仕事についての抱えている疑問や
不安を、実際に働いている人たちへぶつけるこ
とができる貴重な機会ですので、ぜひ参加して
みてください。

CS No.329

朝日システム（株）
内部情報
ソリューション事業部

蔀　祥宏
（しとみ　よしひろ）

　今、皆さんは前例がない状況下で就職活動を
しているため、様々な不安を抱えていると思い
ます。そのような不安や疑問を取り除けるよう、
キャリアサポーターの活動を通して支えること
ができればと思っています。

CS No.386

（株）ＮＥＳＩ
技術開発課

作田　光
（さくた　ひかる）

　はじめまして。郡山市で働いている長久保と申
します。郡山市内の法人のお客様に営業活動を
し、お客様の仕事のサポートをしています。自分
の将来に対し不安な点がたくさんあるかと思い
ますが、何事も行動してみないとわかりません。
行動に移すための手助けができればと思うので、
お気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願い
致します。

　就活では『選択』することが多々あります。そ
の『選択』をより良いものにできるように私たち

「キャリアサポーター」がおりますので、何でも
聞いてみてください。
　みなさんの就活が上手く行くよう手助けしま
す。

　「卒業後の未来についてどうしようか、どうし
たらよいのか。」
　学生時代、そんな不安でいっぱいでした。そ
の気持ちを忘れずに、今は社会人として皆さん
と共に考え、話し合えればと思います。よろし
くお願いします！

CS No.384
リコージャパン（株）
福島支社
郡山北営業部

長久保　幸佳
（ながくぼ　ゆか）

CS No.86
永大小名浜（株）
経営管理部 総務課
課長

高津　勝彦
（たかつ　かつひこ）

CS No.117
北部通信工業（株）
総務課

二階堂　恵美
（にかいどう　めぐみ）

　キャリアサポーター制度は、学生の皆さんと
私たち社会人が「気兼ねなく話せる」貴重な場所
です。仕事のことや就職への悩みや疑問などな
ど…皆さんの就活への一歩をサポートします！ 
気軽に話してくださいね！

　就活市場はここ1年で大きく変動しましたね。
　「何をすればいいかわからない…」不安や悩み
はありませんか？そんな時は、現役の社会人の
声を聴いてみましょう！採用担当として持って
いるリアルな情報をお届けします。
　就活の方法は人それぞれ違います。
　正解はありませんので、一緒に自分のスタイ
ルを探していきましょう！

　仕事においての決断の結果は、明日出るかも
しれないし、数十年後かもしれないし、今は不
正解でも、数年後に環境が変わって正解に変わ
ることもあります。就職活動においても答えは
一つではないと思いますので、一緒に考えてい
きましょう。

CS No.333
福島県信用保証協会
総務部 総務企画課
主査
渡邉　恒太

（わたなべ　こうた）

CS No.334
（税）ケーエフエス／
（株）ケーエフエス
総務課 
採用担当／システム担当

遠藤　聡美
（えんどう　さとみ）

CS No.117
（株）互省製作所
代表取締役 副社長

椿　雄太
（つばき　ゆうた）
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　キャリアサポーター３名にご参加いただき、キャリア支援講座を開催し
ました。
　キャリアサポーターの皆様のお話は分かりやすく、就活をイメージでき
る内容であったため、学生から様々な質問（待遇や具体的な業務内容等）が
ありました。コロナウイルスの影響で、昨年と比べて企業説明会の開催が
少ない状況であるため、今回のように、企業担当者様から直接お話を聞く
ことができたのは、学生にとっても貴重な機会となりました。
　今後は全体会での説明だけではなく、学生
との相互のコミュニケーションが図れるよう
な企画を検討したいと思います。

　例年、対面にて開催している学生とキャリアサポーターとの交流会ですが、今回
は新型コロナウイルスの感染拡大をうけ、オンライン（定員制／2回開催）にて開催
しました。
　「キャリアサポーター PRタイム」では、キャリアサポーターおひとりずつから自
己紹介や「私がこの仕事を選んだ理由」をお話しいただき、それぞれの仕事選びの基
準や想いを知る機会となりました。
　「テーマ別座談会」では、「業界・仕事研究グループ」と「就活攻略グループ」の1グ
ループ6～7名に分かれ、各テーマに沿って学生とキャリアサポーターが懇談を行
いました。企業説明会では聞けない様々な疑問や不安についてお答えいただき、参
加学生からは「就活のイメージが持てた」「社会人と近い距離で話すことができて良
かった」「視野が一気に広がった」などの声が聞かれました。
　コロナ禍で交流イベントが中止になるなど、学生にとっては厳しい1年となりま
したが、今後も様々な形で社会人との交流イベントを開催していきたいと思います。

　郡山女子大学建学記念講堂大ホールにて、第３回就職ガイダンスを開催
し、キャリアサポーター３名と学生２名が登壇しました。
　ガイダンスを通して前向きになった学生も多く、「仕事に対する意識と考
え方が変わった」、「具体的なイメージができ視野が広がった」などの声が聞
かれました。また、企業目線と学生目線の違いなどもわかりやすくご説明
いただき、学生にとって貴重な経験となりました。
　始終キャリアサポーターにリードしていただき
感謝、感謝でした。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【日　　時】

令和２年10月22日（木）
【参加学生】

福祉心理学科３年生　約20名
【参加キャリアサポーター】

株式会社 エヌ・エス・シー　諏江 様
医療法人 昨雲会　　　　　　外島 様
株式会社 福島キャリアナビ　渡辺 様

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【日　　時】

令和２年11月４日（水）
【参加学生】

郡山女子大学３年生、短期大学１年生
約300名（登壇学生２名）

【参加キャリアサポーター】
株式会社エフコム　　　　渡邊 様
株式会社福島銀行　　　　八木 様
株式会社ヨークベニマル　菊池 様

－－第１回－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【日　　時】

令和２年10月21日（水）
【参加学生】

25名（福島大学23名、日本大学工学部１名、郡山女子大学１名）
【参加キャリアサポーター】

16名（15社）

－－第２回－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【日　　時】

　令和２年11月18日（水）
【参加学生】

22名（福島大学21名、東日本国際大学１名）
【参加キャリアサポーター】

18名（17社）

加盟機関の取り組み

Date

福祉心理学科3年生対象「キャリア支援講座」

学生とキャリアサポーターとの交流会（オンライン）
もっと、知ろう。～仕事・社会人・就活研究～

キャリアサポーターと学生との座談会

▶▶▶ 福島学院大学

▶▶▶ ACF キャリアサポーター制度運営事務局

▶▶▶  郡山女子大学

月 日　　時 事　業　名 主　催　機　関

10
21（wed） 学生とキャリアサポーター（社会人）との交流会 ［オンライン］ ACFキャリアサポーター制度運営事務局
22（thu） キャリア支援講座 福島学院大学

11
４（wed） キャリアサポーターと学生との座談会 郡山女子大学
18（wed） 学生とキャリアサポーター（社会人）との交流会 ［オンライン］ ACFキャリアサポーター制度運営事務局

12 ― 「キャリアサポーター通信」　Vol．１発刊 ACFキャリアサポーター制度運営事務局

ACFキャリアサポーター制度運営事務局
〒960-1296　福島県福島市金谷川１番地
　T E L ：024-504-2889
　MAIL：cocplus@adb.fukushima-u.ac.jp

福島県委託 
「ふくしまの大学生等
　　　　　　  県内定着促進事業」


