
2021.12.14／2021.12.21

　キャリアサポーターとの交流を通じて“仕事や働き方への理解”を深めるとともに、学生自身の
進路選択における視野の広がりを図ることを目的に実施しました。交流会では、キャリアサポー
ター自身の体験を交えた具体的なお話を頂いたことで、学生からは「働くイメージが変わった」「自
分がどのように働きたいか、イメージすることが必要」などの感想が寄せられ、新しい気づきを得
られる貴重な機会を頂くことができました。

日程：令和３年12月14日（火）、12月21日（火）
形式：ファシリテーターによるインタビュー形式
学生：キャリア教養学科１年生　約30名（各回）
キャリアサポーター：

【12月14日（火）】
税理士法人ケーエフエス　　　　　　　　遠藤　　様
株式会社アイデックス　　　　　　　　　太田　　様

【12月21日（火）】
ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社　会田　　様
福島コンピューターシステム株式会社　　五十嵐　様

インタビューのポイント：
サポーターの属する業界について教えてください／現在どのような業務を担当されているか／働くうえで必要な心構えは／お仕事のやりがいにつ
いて教えてください／就職活動が始まる前に、今何をしておくべきですか

キャリアデザインⅡ「１年生とキャリアサポーターとの交流会」

▶▶▶ 桜の聖母短期大学
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2021.12.14

福島県立テクノアカデミー会津では、「業界研究セミナー（学生とキャリアサポーターとの交流
会）」を初めて開催しました。学生全員がそれぞれ３社のキャリアサポーターの方と対面で交流す
ることができました。働き方、やりがい、企業が求める人財、そして福島で働く良さなどについて、
キャリアサポーターの方から直接お話を伺うことにより、就職への意識が高まったように感じら
れ、大変貴重な機会となりました。

日程：令和３年12月14日（火）
場所：福島県立テクノアカデミー会津　体育館
学生：23名（観光プロデュース学科1年／電気配管設備科１年）
キャリアサポーター：

【観光プロデュース学科】
　会津乗合自動車株式会社　佐藤　様
　株式会社東館　　　　　　村松　様

各機関の取り組み

業界研究セミナー「学生とキャリアサポーターとの交流会」

▶▶▶ 福島県立テクノアカデミー会津

【電気配管設備科】
コバックス株式会社　　安部　様
東陽電気工事株式会社　石川　様
株式会社ニノテック　　矢内　様
日本工営株式会社　　　田村　様
株式会社バンダイ通信　栁沼　様
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各機関の取組み

▶▶▶ ACF キャリアサポーター制度運営事務局

学生とキャリアサポーターとの交流会（オンライン）
　　　　　    ～仕事・業界選び、就職活動　不安や疑問を解決!! ～

令和3年度キャリアサポーター交流会（オンライン）
　　　　　　　　　～働きやすいふくしまをつくる～

第16回キャリアサポーター初任者研修会（オンライン）

2022.1.8

　ACFキャリアサポーター制度運営事務局では年に４回、福島県内の高等教育機関（大学 · 大学院
·短大 · 工業高等専門学校·テクノアカデミー等）の全ての学生を対象とした「学生とキャリアサポー
ターとの交流会」を実施しています。
　今年度最後となる第４回目の交流会は新型コロナウイルス感染症の再拡大を受け、オンラインに
て開催し、テーマ別座談会を中心に実施しました。
　参加学生からは「自分の抽象的な不安まで真摯に受け止めてアドバイスを頂き、就活に対する考え
方の幅を広げる事ができた」「色々な方がとても仕事に対する情熱があり、私もこのように仕事に誇
りをもてるような社会人になりたいと感じた」などの声も聞かれ、これからの就職活動だけでなく、
職業観などについても再確認する貴重な機会となりました。
　本交流会は、学生が福島県内の様々な企業の社会人と触れ合うことで興味·関心の幅を拡げること、
会社や仕事に対する理解を深めること、社会人のイメージを明確化することで就職後のミスマッチ
を防ぐことなどを目的として開催しております。

2022.2.18

　キャリアサポーター交流会は、魅力ある人づくり · 魅力ある企業づくりを目指すキャリアサポー
ターが自己研鑽やキャリアサポーター同士の横のつながりから生じる相互啓発を図り、ノウハウの
習得やナレッジ共有を通じて、キャリアサポーター自身のモチベーションアップやスキルアップに
つながることを目的として、毎年１回開催しています。
　今年度の交流会では、福島働き方改革推進支援センターの丹治正夫氏を講師に招き、「ワークライ
フバランス導入のヒントと業務への活用」をテーマに講義やグループディスカッションなどの研修
交流会を行いました。
　参加者からは「今後、会社が長く生き残っていくために必要なテーマだと思っていたので大変参考
になった」「ワークライフバランスは、仕事と私生活（休み）という観点だけではなく、他の要因も考
慮して検討しなくてはいけないことに気付かされた」などの声が聞かれ、ワークライフバランスの再
認識や、今後の自社でのワークライフバランス活用のヒントを得る機会となったのではないかと思
います。また、講義だけでなく、グループディスカッション等を通じて異業種間で交流をいただけ
たことも印象的でした。
　今年度のACFキャリアサポーター制度運営事務局主催のイベントは本交流会が最後となりましたが、
次年度も引き続き、学生だけでなく社会人同士が交流できる機会を提供していきたいと思います。

日　程：令和４年２月18日（金）
参加者：12名（12社）　※うちキャリアサポーター10名
講　師：丹治 正夫 氏（福島働き方改革推進支援センター アドバイザー · 社会保険労務士）

2022.1.27

　ACFキャリアサポーター制度運営事務局では、キャリアサポーターにご推薦いただきました皆様
を対象に「キャリアサポーター初任者研修会」を年に数回開催し、キャリアサポーター制度とその役
割について理解を深め、キャリアサポーター活動において学生と接する上での基本姿勢·傾聴スキル
を学んでいただいております。第16回目となる今回の研修会では、1級キャリアコンサルティング
技能士の阿部登志子先生を講師に招き、学生の相談役となる上での基本姿勢や傾聴スキルを学んで
いただきました。
　講義だけでなく、ブレイクアウトルームを使ってのロールプレイも行い、「聴くこと」の重要性や
難しさなどを感じていただく機会になったのではないかと思います。

日程：令和４年１月８日（土）
学生：８名

（福島大学7名、日本大学工学部１名）
キャリアサポーター：19名（19社）

日程：令和4年1月27日（木）
参加キャリアサポーター：8名（8社）
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Career Supporter Interview 

▶▶▶ 荒川産業を選んだ理由は何ですか？
　雰囲気の良さと、会津での知名度が高い会社だったためです。大学卒業
後、会津に戻るうえで、１つの企業で長く働きたいと考え、就職活動を行
いました。その時、荒川産業のインターンシップに参加し、どの企業にも
負けない雰囲気の良さを感じました。この点は非常に魅力的でしたし、荒
川産業（アマルク）のこともよく目に·耳にしたことがあったので、この企業
で働きたいと思い入社を決めました。

▶▶▶ 現在はどんなお仕事をされていますか？ 
　荒川産業（アマルク）は、鉄 · 非鉄金属をお客様から有価で買い取り、中
間処理を行う企業です。私は、営業を担当しており、お客様に金属を入れ
て頂くために企業訪問を行います。製造業 · 解体業がメインのお客様であ
り、社長様とコンタクトを取り、時にはお困りごと等に対応 · 解決するこ
とで、信頼していただけるよう日々努力しています。最近では一般のお客
様の集客を目指し、チラシや宣伝など広告作成も行っています。また、場
内作業ではお客様の誘導、荷下ろし · 商品の査定、商品の仕分けなどを行っ
ていますが、場内が混み合う際などは、てきぱき動きながらの判断が必要
になるので大変です（笑）

▶▶▶ 荒川産業の魅力は何ですか？
　何といってもアットホームな社風だと思います。入社当時、不安ばかり
で素の自分を出せなかった私に対しても、先輩方は温かく接してくださり、
今ではなんでも話すことができる関係性になりました。スノーボードも一
緒に行くくらいに（笑）業務の中には辛い場面もありますが、この社風があ
るからこそ頑張れています。

▶▶▶ 仕事のやりがいは何ですか？
　「多くの出会い、学びの機会がある事」はやりがいです。熟練の作業員や
凄腕の営業マンなど業務をしている上で優秀な方々の姿を見ることができ
ます。そうした方々から学べる事は多いですし、自分の知らなかった世界
に触れて、意欲を高めることにも繋がるのでやりがいだと感じます。

▶▶▶ 仕事の大変なところはどんなところですか？
　頭と体の両方を酷使する場面がある事です。営業では常に頭を使い、お
客様と良い関係性を作れるよう考えながら行います。場内では重量物を運
んだり、忙しいとお客様のご案内で走りまわったりする場面もあるので少々
苦労する場面もあります。しかし、充実感は得られるので楽しいと思いな
がらやれています。

▶▶▶ 入社前と入社後のギャップはありましたか？
　経験の無さゆえのギャップはありました。まったく経験がない業界でも
あったので勝手や常識がわからず、失敗してしまうことも多々ありました。

ただ、めげずにやり続けることでお客様から認めていただけたり、お客様
からご連絡をいただけることもあるのでそこのギャップは埋められたと思
います。今後新たなギャップが出てこないことを願うばかりですが（笑）

▶▶▶ 今後の目標を教えてください。
　営業マンとして 1 人前になることはもちろんのこと、今まで弊社にかか
わりのないお客様の開拓を積極的に進めていきたいと考えています。弊社
は法人とのかかわりが強く · 多い一方、一般のお客様とのかかわりがほと
んどありません。その為、一般のお客様にも気軽に来ていただけるような
体制 · 環境を作ることを目標としています。

▶▶▶ 学生時代はどんな風に過ごしていましたか？
　バスケットボールと買い物の２つしかしていなかった記憶があります

（笑）「自分が好きなことをとにかくやる」という事をモットーに大学生活
を過ごしました。2 つを全うする中で多くの友達や先輩後輩と知り合うこ
とができました。私は福島に戻ったためなかなか会えませんが、連絡は頻
繁に取り合い、コロナが収まった時の旅行の計画なども立てています！

▶▶▶ 学生に向けてアドバイスをお願いします。
　おそらく人生で初めてとなる就職活動に、不安や悩みを抱えている学生
さんは多いと思います。私自身、就職活動の右も左もわからず大きなストレ
スになっていた事を思い出します。ただ、そうした経験をしたからこそ、親
身になって対応できると考えています。皆さん、ぜひ胸の中にある気持ちを
言葉にしてみてください。プライベートのことや仕事のことなんでも構いま
せん。皆さんの生の声を聴けることを楽しみにしています！

▶▶▶ キャリアサポーター制度にどんなことを期待しますか？
　こうしたコミュニケーショ
ンの場があることは学生の皆
さんにとっても私たち企業側
にとっても貴重な場だと考え
ています。何を求め、何を考
えるかは実際に話す · 会う機会
がなければ見えてこない部分
もあるでしょう。ぜひそうし
た溝のようなものを埋められ
る機会になったら良いと思い
ます。私もキャリアサポーター
初心者なので何かとご不便お
かけするかもしれませんがよ
ろしくお願いします！

荒川産業株式会社
アマルク会津一ノ堰　営業
山口 大希さん

（福島県出身／2021年入社）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、書面にてインタビューを実施いたしました。
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Date

月 日　　 事　業　名 主　催　機　関

12

14（tue） 業界研究セミナー「学生とキャリアサポーターとの交流会」 福島県立テクノアカデミー会津

14（tue） キャリアデザインⅡ「１年生とキャリアサポーターとの交流会」 桜の聖母短期大学

21（tue） キャリアデザインⅡ「１年生とキャリアサポーターとの交流会」 桜の聖母短期大学

1

8（sat） 学生とキャリアサポーターとの交流会　［オンライン］ ACFキャリアサポーター制度運営事務局

18(tue) キャリアデザインⅡ「業界・企業研究セミナー」 桜の聖母短期大学

27(thu) 第16回キャリアサポーター初任者研修会　［オンライン］ ACFキャリアサポーター制度運営事務局

2 18（f r i） 令和3年度キャリアサポーター交流会　［オンライン］ ACFキャリアサポーター制度運営事務局

3 ― 「キャリアサポーター通信」　Vol.4　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」

Career Supporter Message

　こんにちは！株式会社シマ商会の採用担当
佐々木です。私は入社4年目になります。 シマ
商会は、はたらくクルマを通して地球の環境保
全を支えています！いろいろな企業を見て知っ
て、自分が納得する企業選びをしてくださいね！

　私は福島大学の経済経営学類を卒業後、アイ
ワビルド株式会社で採用担当をしています。皆
さんの悩みやご意見をお伺いして、できる限り
のサポートをしていきたいと思います！交流会
などでお会いできること楽しみにしています！

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）

CS No.442

アイワビルド（株）
管理部 総務課 
採用担当 
大内　綾華

（おおうち あやか）

　キャリアサポーターとして、交流会や個別面
談を通して県内企業の魅力を発信すると共に、
自身の就活時の想いや社会人としての視点をお
伝えすることで、少しでも皆さんのお力になれ
ればと考えています。

　「感謝する姿勢」を大切にしている人は、誠実
な仕事を目指します。
　「使う言葉」を大切にしている人は、より良い
仕事を目指します。
　仕事を楽しくするのもしないのも、自分次第。
　私たちと一緒にお客様と地域を盛り上げてい
きましょう。

　アクセンチュア株式会社の米澤と申します。
　自身の就職活動時期を思い返してみると、初
めての就職活動で勝手がわからず、漠然とした
不安を常に抱いていた記憶があります。ただそ
うした気持ちを乗り越えられたのは、実際に働
く人の話を聞き、自分のやりたいこと/働くイ
メージを明確に持つことができたからでした。
　学生の皆さんの不安が少しでも和らぐよう、
サポートさせて頂ければなと思います！

キャリアサポーターご推薦のお願い

キャリアサポーター制度
ホームページ

　ACFキャリアサポーター制度運営事務局で
は、新規キャリアサポーターを随時募集して
おります。詳細は「キャリアサポーター制度」
ホームページに記載しておりますので、ぜひ
ご参照ください。

CS No.11

（一財）竹田健康財団
法人事務局経営企画
部人材開発課　係長
穴澤　正明

（あなざわ まさあき）

CS No.199

(株)いわき印刷企画センター
代表取締役

鈴木　一成
（すずき いっせい）

CS No.221

アクセンチュア（株）
テクノロジー 
コンサルティング本部　
コンサルタント
米澤　勇人

（よねざわ はやと）

↓


