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「なぜ、あなたは我が社なの？」に どう答えますか
～ 『企業の魅力因子の 4P』 ～
進路室長 橋野 幸男
履歴書・エントリーシート（ES）や面接の「三大質問」といえば、
「志
望動機」
「自己 PR」そして「学生時代に力を入れたこと」
（ガクチカ）の 3
項目です。このうち、
「志望動機」は、
「就職して何がしたいのか」という、
あなたの「未来の姿」について述べるもの。
「私には、成し遂げたいこと
がある。そのため、この会社に入ることが必要だ」ということを、説得力
あるように、相手があなたの「本気度」を感じるように伝えなければなり
ません。
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次に、上表の「Privilege【特権・待遇】
」に関して、以下の言葉を紹介 っていくという気持ちになかなかなれずにいました。しかし、今回の面接
します（組織・人事コンサルタント 村山昇氏の著作から）
。
「仕事の最も 指導で先生方に激励をいただき、
“自己実現”を果たすためには、いち早く
大事な報酬は、
『次の仕事機会』である」
。よい仕事をして能力を蓄え、周 就職活動に取り組む必要があると感じました。今回の面接指導で学んだこ
囲の信頼を勝ち取ることで、
「次は彼にこの仕事を任せてみよう」
となる ―。 とを活かして、もっと自分らしさをアピールできるように、そして、志望
お金でこの機会が買えるわけではありません。
「機会」という報酬は、
「
“未 企業の内定を取れるように頑張っていきます。
来の自分”を作っていく拡大再生産回路の『種』
」なのです。

電子情報「面接指導」を終えて

ゲーム応用学科 ２年 寺尾 知泰
今回の面接指導を通して、印象に残ったことが２つあります。
「事前の準
備が大切」という事と、
「自分のための就職活動」だという事です。
仕事を通して実現したいことは？ ⇒ なぜ、その職種？
私は、事前の準備が足りなかったため、緊張してしまい、言葉が詰まり
⇒ なぜ、この企業？ ⇒ 入社後の目標・プランは？
上手く話せませんでした。なので、本番までに、自分の考えてきたことや、
そのために欠かせないのが、
「企業理解」です。では、どういう観点か それに関する質問を予想し話せるように、十分な準備をしたいです。
また、校長先生がおっしゃっていたように、私には「自分のための就職
ら企業を研究・理解すればよいでしょうか。ここでお勧めなのが、㈱リン
クアンドモチベーションが提唱する『企業の魅力因子の 4P』というフレ 活動」だという意識が足りなかったと感じました。今までは、先生に言わ
ームワークです（同社は、代表取締役会長の小笹芳央氏が㈱リクルートで れたからやる、というような受け身の姿勢でした。今後は、
「自分のための
の勤務の後、2000 年に設立）
。
就職活動」という事を意識して、自ら積極的に行動していきたいです。
これは、社会心理学における「人の共同体参加要因」4 つ（下表の左側）
今回の面接指導で指摘された点を振り返り、改善することで、就職活動
を就職先検討の場合に置き換えたものです（同・右側。なお、リクルート の成功につなげていきます。
及びリンクアンドモチベーションの資料を基に作表）
。
ロボット創造学科 ２年 福地 雄太
面接指導では、先生方が企業の方を演じて実際の企業面接に近い形で行
目標への共感
Philosophy【理念・目的】
：
「理念・ビジョン」の明快さ。
われました。私は就職したい会社の業務内容をまとめ、その中で自身の得
「戦略・目標」の将来性
活動内容の魅力
Profession 【仕事・事業】
：「事業・商品」の特徴。「仕 意なもの（３Ｄプリンターでの設計）とそれを活かせる強みをアピールし
ました。
事・ミッション」の醍醐味
しかし、自己分析が出来ておらず、学業以外で力を注いだアルバイトの
構成員の魅力
People
【人材・風土】
：
「風土・慣行」の親和性。
「人
材・人間関係」の豊かさ
事も「どの様に企業に役に立つのか」を PR 出来きませんでした。自己分
特権の魅力
Privilege 【特権・待遇】
：
「施設・職場環境」の利便性。 析が疎かだったため、自身の長所など「企業に自分を売り込む」ことが出
「制度・待遇」の充実度
来ず面接指導は散々でした。自分の得意なものが企業に役立つ事を PR す
内容については、授業でお話ししたいと思います。ここでは、2 つだけ ることは大切ですが、それ以上に自身の人間性を分析し売り込む事が大切
だと実感できました。今後の就職活動では企業研究に加え、自己分析にも
付け加えます。
まず、
「志望動機」欄に「貴社（貴施設）の理念に共感しています」だ 力を入れていきたいです。
映像・音響デザイン学科 ２年 高橋 秀和
けしか記載のないもの、
「大手」
「有名」
「安定」という企業の「外見」や「貴
今回の面接指導では、校長先生を始めとして様々な先生に違った角度か
社の商品・サービスが好き」といった「消費者目線」からの考えしか書か
らご意見をいただきました。事前に友達と練習をし、準備はできていると
れていないものを見かけます。前者では、その理念を実現するためどのよ
うな事業展開や実践が行われているかまでを把握し、そして、それら理念 思っていましたが、いざ、その場に立つと緊張し少し詰まってしまうこと
や実践が「あなたの職業観やテーマ」とどうマッチしているのかを述べま もありました。しかし、これが今現在の自分の実力だと感じると共に、本
しょう。また、後者については、
「こんなことに挑戦したい」
「こういうも 番の面接では改善するようにしなければと思う良い機会となりました。
のを作って会社・社会に貢献したい」ということを（
「社員目線」
「生産者 その中でも、一番の大きな変化は「就職活動に対する気持ち」です。学生
として一年間生活をしてきて、まだまだ学ぶことが多いなかで就職に向か
発想」
）
、ぜひ話してください。

🌼 平成３０年度学生会役員紹介 🌼

学生会会長 総合福祉学科 ３年 望月 亜純
今年度学生会会長を務めさせていただくこ
とになりました。
昨年度は副会長として会長を支える立場で
したが、
今度は会長として周りの意見を聞き、
自分からも考えを積極的に発信していきます。
学生会活動だけでなく日々の学校生活からも、
会長としての責任をもち過ごしていきます。
スポーツ大会や学園祭などの学校行事だけ
でなく、その準備、さらに学校生活も盛り上げていきたいです。そのため
には学生会役員、また役員でない学生の意見も聞きながら、多くの人を巻
き込んで、学生主体で楽しい思い出がたくさん作れるような一年となるよ
う努めます。これから、みなさんの助けをかりる場面が多くあると思いま
すが精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いします！
しらす
学生会副会長 ロボット創造学科 ２年 外山 浩介
今年度の学生会副会長に就任致しました。
無事に当選させていただいたことを嬉しく思
います。皆さまのご期待に添えられるよう精進
してまいります。学生会自体に入るのも初めて
ということもあって至らない点がまだ多いでし
ょう。これから仕事内容を把握し、一刻も早く
業務をこなせるようにしていく所存です。
さて、私自身根は真面目だと自負しておりま
す。仲の良い知人には「ふざけてる」などとよく言われるのですが、メリ
ハリは付けられるので安心してください。学生に、接しやすい環境を作り
たいと考えているのでフレンドリーかつ、真面目にということを大事にし
ていこうと思います。
何事にもひとりでは達成できないことばかりです。会長、副会長、学生
会メンバーを中心に、教員、学生の皆さんと一緒でなければ成功は無いと
思います。私も全力でがんばりますので、ご協力のほどよろしくお願いし
ます。
最高の専門学校生活にしたいです！
学校法人 中村学園
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学生会副会長 こども心理学科 ３年 桑原 瑞月
今年度、学生会副会長を務めさせていただ
くことになりました。
副会長としての責任に不安がありますが、
私なりに精一杯学生会会長をサポートしてい
きたいと思います。たくさんの人から意見を
聞き、自分でも考え、意見を発信していける
ようにしたいと思います。
スポーツ大会や文化祭などの学校行事を 1
人1人が「楽しい！」と思ってもらえるよう考え、アイディアを出し、意見を交
換し、準備などをしっかり行い、円滑に進行できるように努力していきます。
精一杯がんばりますので、よろしくお願いします。

新任教職員の紹介
事務長代理 吉永 貴徳
皆様、はじめまして。この春 4 月より勤務することとなりました「吉永
貴徳」と申します。よろしくお願いいたします。
長らく会計事務所に勤務した後、直近は大学法人に 7 年程おりました。
専門は会計と社会保険労務士資格を活かした労務管理関係です。
学校事務については、学生サービスや教員のフォロー等様々な業務があ
りますが、教育事業は夢のある仕事です。なぜなら、若い将来のある希望
に溢れた学生さん達の成長を見守ることができるからです。夢は与えられ
るものではなく自分で勝ち取るものです。学生さん達には是非当学園で大
きな蕾を膨らませていただきたいと切に願っております。
経理事務 米山 央之
今年の新入学生と同じく、４月より本学にて勤務させていただいており
ます、米山央之と申します。商業系の専門学校を卒業後、生命保険のサー
ビスショップスタッフに約７年従事し、その後は税理士事務所の税理士補
助として約５年勤務していました。学校運営に関わることは初めてで、用
語や制度を含め、新しいことに接する日々が続きますが、周りの教職員の
皆様のサポートもあり、経理業務に取り組んでいます。自分自身の経験と
して、学生時代に簿記検定やファイナンシャルプランナー等の資格・検定
を取得し、税や会計の知識を得たことと、今回、本学とのご縁があったこ
とで現在の職に就いています。学校で学んだ専門的な知識は、そこで終わ
りではなく、深めることや広げることでその後の人生の選択肢を広げられ
るため、学生の皆様は、がんばって本学にて知識・技能等を習得して下さ
い。応援しております。
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春季スポーツ大会を終えて
総合福祉学科 ３年 竹下 柚紀
今回のスポーツ大会は、三年間を通して、初めて行うドッジボール大会
でした。一年生との合同行事も毎年このスポーツ大会が初めてで、特に今
回は合同チームということもあり、他学年との交流が盛んに図られていた
ように思います。また、私たち３ＴＷの話になってしまいますが、視覚に
不自由のある齋藤君もドッジボールへ参加することができました。周りの
２ＣＷ、２ＴＷの学生は特に私たちクラスに気を使ってくれて、良い後輩
に恵まれたと心から思いました。先生方からも「齋藤君が投げているとこ
ろが見られて感動した」という言葉があり、齋藤君自身も「何年振りかに
ボールを投げた」と言っていました。
今回私たちのチームは優勝もできとても楽しく終えることができまし
た。次回も全員参加型で楽しめるスポーツ大会にしたいです。

の行事
１日(金)AO 入学選考エントリー開始
3CP 教育実習（～6/22）
２日(土)社会人常識マナー検定
７日(木)TW・CW 面接指導
９日(土)ORT 授業
１３日(水)オープンキャンパス 17:00～
１５日(金)ペン字検定
１６日(土)秘書検定
２３日(土)オープンキャンパス 13:15～
ORT 授業
２５日(月)2TW・CW 第 3 期実習（～7/28）
２８日(木)2MIS 面接指導
J 検 CBT
３０日(土)ビジネス文書検定
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平成 31 年度学生募集
6/1（金）AO 入学選考エントリー開始！
企画広報室 小林昌人
みなさん、こんにちは。だんだん暑くなってきましたね。急な気温の変
化等で体調を崩しがちになりますが、特に卒業学年の皆さんは、体調管理
をしっかりして、内定を勝ち取るまで就職活動を頑張ってください。
さて、６月１日（金）からは平成３１年度学生募集の AO 入学選考エン
トリーが始まります。皆さんも経験したように、高校３年生はこの時期、
進路選択に頭を悩ませています。皆さんの後輩で福祉、医療、情報系の進
路を検討している方がいれば、ぜひ自分の経験談をもとに相談にのってあ
げてください。現在、オープンキャンパスを毎月開催しています。１学期
のオープンキャンパステーマは『仕事体験』です。オープンキャンパスに
参加することで、少しでも将来の仕事、職業を身近に感じて、自分の進路
に確信を持って進学してもらうことができるようになると思います。皆さ
んのように将来への大きな夢を持った後輩が一人でも多く入学して、仲間
が増えればうれしいですよね。
「なりたい自分になる」ための学校として、
身内や後輩の方で福祉、医療、情報系の進路を検討している方がいれば、
ぜひ勧めてあげてください。
また、今年度から１年制の視能訓練士学科が開設されました。この学科
は大学や短大、専門学校に２年以上在籍した経験のある方が対象の学科で
す。１年で国家資格を取得できる、学び直しを考えている方にはぴったり
の学科です。
「視能訓練士」という名前とともにぜひ、周りの方に教えてあ
げてください。今後、学生の皆さんにオープンキャンパスをお手伝いいた
だく機会が増えていきます。明るく楽しい学校の雰囲気が伝わるようにぜ
ひ一緒に盛り上げていただくよう、ご協力お願いします。

＊オープンキャンパス開催日程＊
テーマ「仕事体験を通じて、
自分の将来を考えよう！」
○体験入学、学校・学科説明会、なんでも相談会
・６月２３日(土)
・７月２１日(土)
・８月 ４日(土)
・８月２５日(土)

１３：１５～１５：１５
１３：１５～１５：１５
１３：１５～１５：１５
１３：１５～１５：１５

SP

○ミニ体験、学校・学科説明会、なんでも相談会
・６月１３日(水) １７：００～１８：３０
・７月１０日(火) １７：００～１８：３０
・７月２７日(金) １３：３０～１５：００

※保護者対象説明会も同時開催※
学校法人 中村学園 editor 藪﨑

