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ジョブカフェしまね
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「就活はまだ少し先だけど、今から不安だな」
「島根にはどんな企業があるの？」
就活を控える皆さんはいろいろな不安を抱えていると思います。
でも大丈夫！その不安も早めの情報収集や行動で少しずつ解消できるは
ず。ジョブカフェしまねと一緒に活動する「しまね学生ジョブメイト」として
イベント運営や取材を通して、島根県企業について知ることで、自分の将
来や就活に向けての考え方を深め、視野を広げていきましょう！
ジョブカフェしまねは皆さんを応援しています！

●「ジョブカフェしまね」って
　どんなところ？
ジョブカフェしまねは、就職活動中の
皆さんを応援する様々な設備が整った
施設です。専門のキャリア・アドバイ
ザーによる、キャリア相談もできます。
リラックスできる雰囲気なので、気軽
にお越しください。

●「ジョブカフェしまね」でできること
①キャリア相談

事前の予約で、50分のブース相談
(対面）と30分のWEB相談が受けら
れます。他にも、20分のフロア相談
(予約不要）もあります。

②パソコンコーナー＆書類作成コーナー
履歴書や、エントリーシートなどの作
成に活用してください。パソコンで適
職診断もできますよ。

③図書コーナー＆企業・求人情報コーナー
図書コーナーには就活に役立つ書
籍を揃えています（貸出も可）。企
業・求人情報コーナーでは、県内企
業のパンフレットや求人情報の閲覧
をすることができます。情報をうまく
活用しましょう！
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月 主なイベント情報 マイスケジュール

7
JUL

8
AUG 

就職フェアしまね8月
8／11（火)・12（水）松江　

1dayバスツアー（松江・浜田）
8月25日（火)・28日（金）松江　

9月1日（火）浜田　
2020夏期しまね学生

インターンシップ
8／31（月）～9／18（金） 

9
SEP 

10
OCT 

しまねタイムin広島
10月下旬～11月上旬　

しまねタイムin大阪
10月下旬～11月上旬　

就職フェアしまね（秋期)

11
NOV 

2021春期しまね学生インターンシップ参加学生募集開始

しまねタイム＠東京
11／14（土） 

12
DEC 

しまねインターンシップコレクションin大阪・広島
11月下旬～12月上旬　

しまねインターンシップコレクション＠東京
12／12（土）

年末しまねジャンボ企業博
12／27（日）松江　

1
JAN 

2
FEB 

2021春期しまね学生インターンシップ
2月～3月　
しまねタイムin大阪
2／6（土） 
しまねタイム＠東京
2／13（土） 
しまねタイムin広島
2月

3
MAR 

しまね企業ガイダンス
3／1（月） 

※予定

※予定
※予定

※予定

※開催予定

※開催予定

※予定

※予定

※予定

※開催予定

 ※予定

※予定

※予定

※予定

※予定

　※開催予定

※予定

ＳＣＨＥＤＵＬＥイベントスケジュール&マイスケジュール

＊ジョブカフェしまね主催のイベントは県外（東京・大阪・山陽）でも交流会等開催しています。
また、ジョブカフェしまね松江センター・浜田ブランチでは、就活に役立つ「就職応援ミニセミナー」を定期的に開
催しています。ジョブカフェしまねのサイトで順次お知らせしますので要check!

＊開催時期は予定で、新型コロナウィルス感染症の状況により、変更となる場合があります。

①

②②

③③

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により、サービスの利用を制限する場合がございます。
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？
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しまね学生
ジョブメイト
紹介

しまね学生
ジョブメイト
紹介

しまね学生
ジョブメイト
活動報告

しまね学生
ジョブメイト
活動報告

●就活イベントで一度に多くの企業を知ることができる！
●学校の枠を超えて友人ができる！
●企業の方と会話でコミュニケーション力アップ！
●しまね学生ジョブメイトの経験を就職活動でアピールできる！

イベント当日の運営スタッフ

地域に出かけ、様々な活動

メリット

先輩ジョブメイトの声
●就職活動前の時期に、就活について知ることができました。
●あまり島根に関心を持っていたわけではなかったけど、いろいろな方と会うなかで、「島根っていい
な」と思えるようになりました。

●他大学の学生やジョブカフェスタッフの方 と々活動し、自分に対する客観的な評価をもらえたので、
それを自己分析につなげることができました。

私たちと一緒に楽しく活動しましょう！

～しまね学生モニターツアーin大田～

島根県大田市の
地域・人・働き方に触れた旅

しまね学生ジョブメイトって何？
　ジョブカフェしまねのスタッフと一緒に、就活イベントをはじめと
した、ジョブカフェの活動を一緒にしてくれる学生スタッフをジョブ
メイトと呼んでいます。
　イベントの運営のほかにも、企業を訪問し、経営者の方や採用
担当者、若手社員の方を取材して、本誌のような情報誌で情報発
信することもできますし、社会人の方と直接お話ができるので、自
分自身の将来を考えるきっかけになったり、ビジネスマナーやコ
ミュニケーション力を身につけることもできますよ！

　学生が島根県内の「地域」を訪れ、その地の「人」「働き
方」に触れることで、気づきや学びを得ることを目的とする
モニターツアーです。
　いろいろな発見がきっかけとなって、地元への想いが再
確認できたり、今後目指す道が見つかったりと、アナタが
まだ知らない「島根」にきっと出会えるはず。

　いろんな経験をした大人の方の話をたくさん聞けた
事が、何よりも大きな収穫でした。このツアーに参加し
たからこそできたこと、気づけた事が多かったので、
とってもためになる内容だったと思います。

参加者の声

詳細は��-��
ページへ！

イベント受付の様子 丁寧な対応を
心がけます！

真剣な表情でメモ！

島根県には魅力的な
企業がいっぱい！

気になることを
直接聞こう！

イベント直前、
ジョブカフェスタッフと打ち合わせ

ジョブメイト同士の
意見交換会

地域にでかけて、
積極的に取材！

　主に就活イベントの当日スタッフとして、
ジョブカフェしまねスタッフと一緒にイベン
トを運営します。
　先を予測して行動したり、大人と一緒に
活動したりする経験って意外と貴重かも！？
コミュニケーション能力が養えたり、企業研
究の一環にもなり、きっとあなたの今後の力
になりますよ。

ジョブカフェしまねの
イベントスタッフ

　「あの企業のことが知りたい」「この業種の仕事って、具体的にはどんなこと
をするんだろう？」そうした声をください！その声をもとに企業を訪問し、取材
をしましょう。自分たちで取材した内容は「TOBIRA」などで発信！

県内企業への
訪問取材

詳細は��-��
ページへ！

事
前
に

聞
き
た
い
質
問
を

し
っ
か
り
考
え
て

臨
み
ま
す
！
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　プランナー兼コーディネーターでもある大脇さんは、ドレスにと
ても愛情を持っていました。私たちにドレスやアクセサリーを紹介
する時も、とてもキラキラとした表情で説明してくれました。
　「花嫁さま本来の美しさ」を引き立たせるために、アクセサリー
や会場を飾るフラワーなどは細部にまでこだわり、魅せ方の工夫
をされていました。

JOB MATE
REPORT Café Chinois Jasmin

島根県松江市浜乃木�-��-�

～心が通いあう  温かい結婚式を～

●REPORT●
しまね学生ジョブメイト

●REPORT●
しまね学生ジョブメイト

こだわりのアイテム選び

しまね学生ジョブメイト企業訪問レポート①

　新郎新婦の好みや、どのような想いで選んだ
のか、また準備をしてきたのかなどを、どれだけ
イメージ通りに表現できているかでお客様の感
動は変わるそうです。だからこそ、思い出に残
る、感動する結婚式にするために、お客様の想
いや情報を各部署、スタッフに事前にしっかりと
伝えて共有することが大切だそうです。

　「人生の中で自分のために人が集まる行事
は、1.自分が生まれたとき　2.結婚式　3.自分
がこの世を去るときの3回あり、その中で唯一記
憶があるのは結婚式だけ。」という、大脇さんの
言葉がとても印象に残りました。この言葉を聞
き、大脇さんは誇りをもってブライダル業界で働
いているのだと強く感じました。

島根県立大学３年
山﨑 里菜

島根県立大学３年
佐藤 光紗

�

　「着地型旅行」という、旅行会社側がプランを作成し、お客様
を呼び込むタイプと、「受注型旅行」という旅行者の依頼によって
旅行会社側が計画を作成するタイプがあり、石王観光はこの両方
の商品を取り扱っています。また、石見地方は観光客が東部と比較
して圧倒的に少ないため、集客に関しての課題があります。そこで、
石王観光は「誘客」という取り組みも行っています。「誘客」とは、
島根の良さを県外の人々に知ってもらうために観光地を紹介し、旅
行してもらうことです。現在は日本遺産にも認定された「石見神
楽」の観劇を中心に、関東圏の人々に焦点を当てているそうです。

JOB MATE
REPORT 石王観光株式会社

島根県浜田市高田町��

石見地方の魅力を全国に発信！

島根のファンづくりに奮闘中！

しまね学生ジョブメイト企業訪問レポート②

　石王観光は毎年、石見地方の多くの学校の修学旅行の計画を受け持つそうです。そのため、修学旅
行のピークでもある９月が１年で最も忙しいとのこと。「シーズン中は人手を回すのが大変だ」と、永
井社長は話していました。そんな中でも従業員との日々のコミュニケーションを大切にされ、連携を取
られている様子が伺えました。中小の旅行会社で働くことのメリットとは、営業や企画などの様々な異
なる業務が経験でき、そこも魅力の一つとのことでした。

島根県立大学２年
寺原 義登

　「Jasmin」は松江市にあるカフェで、ウエディングも取り扱ってい
ます。入社後にはまずホールでのサービスの仕事を覚え、その後ウエ
ディングプランナーやドレスコーディネーター、フラワーコーディネー
ターといった、様々な職種にも携わることができます。今回はそこで
働くウエディングプランナー大脇恵利菜さんからお話を伺いました。

　「石王観光株式会社」は浜田市に本社がある旅行会社。
　国内や海外旅行を通して島根県の魅力発信に日々力を注いでいます。
　今回は世界中を飛び回り大忙しの代表取締役社長、永井敏雄さんからお話を伺
いました。

　Jasminで取り扱っているドレスがとても好きで、実際に見ても本当に素敵でした。
　結婚式の会場を準備している様子や、会場内の雰囲気、Jasminで結婚式を挙げたお客様の式
の写真を見て、レストランウェディングだからこそ、ゲストハウスで行う結婚式よりもゲストと新郎新
婦がより近いアットホームな結婚式・披露宴をつくりだせるということが分かりました。

特別で大切な１日のために 印象に残った言葉

●INTERVIEW●
ウエディングプランナー　大脇 恵利菜 さん

●INTERVIEW●
代表取締役社長　永井 敏雄 さん

JOB MATE
COMMENT

　旅行会社には、想像していたよりも幅広い業務が存在していて、魅力的に映りました。石見地方
は良い観光地や美味しい食べ物がたくさんあると感じているので、これからもこういった良さを全
国の方々に届けていただきたいと思う取材となりました。

　石王観光ならではのこと

JOB MATE
COMMENT
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しまね学生ジョブメイト
活動レポート
しまね学生ジョブメイト
活動レポート

しまね学生モニターツアーin大田市
　自分たちの足で実際にまち歩きをしたり、地域で活躍する大人の方と出会い、
関わることでより多くの島根県の魅力に気付いていこう！という趣旨でしまね学生
モニターツアーを実施しました！ジョブメイトをはじめ、参加した4名の学生の活
動をご紹介します！

　まずツアー最初の訪問場所は、世界遺産石見銀山を擁する大森町にある『株式会社石見銀山生活
文化研究所』です。大森町の暮らしの様子を伝えるフリーペーパー「三浦編集室」を手掛けている三
浦類さんからお話を伺いました。

　三浦さんは都市部から大森町にIターンをされました。そのいきさつや、大森町での暮らしの様子な
どのお話に、参加した学生は興味深く耳を傾けていました。

　2日目の訪問場所は大田市の駅前にある『株式会社フェズ』です。おしゃれで近代的なオフィスに学
生たちは興味津々。担当の壷倉祐磨さんから、会社の事業内容やこれまでの経験についてお話を伺い
ました。これまでいろいろな経験をして、それらは全て無駄にはならない、という力強いメッセージに
励まされた様子でした。

　お昼ご飯は株式会社neccoの地元の食材をたっぷりとつかった美味しいお弁当。代表の梶谷美由
紀さんから地元への思いも聞くことができました。

　続いての訪問先は温泉津町。ここからは大田市職員の生越一真さんにご一緒いただきました。次第
に日が暮れていくなか、情緒あふれる温泉街を散策し、宿泊箇所であるゲストハウスに戻ってから、生
越さんのこれまでの経験についてお話を伺いました。生越さんは大学卒業後、県外で就職されUター
ンをされました。柔軟な考え方に学生たちは気づかされることが多くあった様子でした。

　2日間を通して、学生たちは多くの新しい気づきや学びがあったようです。
　ふるさとの魅力を再確認すると同時に、このツアーでの経験をこれからの学生生活に活かしていっ
て欲しいと思います。

ツアー
行程

1日目：株式会社石見銀山生活文化研究所（大森町）▶温泉津町のまち歩き
2日目：株式会社フェズ

SHIMANE STUDENT
JOBMATE ACTIVITY REPORT
FIRST DAY

・いろいろな働き方があると感じました。どんなふうに生きたいか、暮らしたいかを重視して仕事を
決める考え方もあることを知りました。

・大学時代の経験が現在に繋がっている、経験がワールドワイドで話を聞いて圧倒されました。

・面接試験についてのお話が印象に残りました。自分の中で芯を持っていれば答えられることが特に。
・普段から人の話をしっかり聞いたり、皆の意見をまとめたりしていると就活に役立つことが分かり
ました。

・いろんな経緯を経て今に至っておられ、「自分が選んだ道を「正解」にするのは自分自身！」とい
う言葉が印象的でした。

・想いは発信しないと伝わらない。興味があること全てに向き合ってみることが大切だと知りました。
学生の声

SHIMANE STUDENT
JOBMATE ACTIVITY REPORT
THE 2ND DAY

三浦さんのお話を聞く

壷倉さんのお話を聞く ランチの様子 フェズの前で集合写真！

大森町のまち歩き

温泉津のまち歩き ゲストハウスで生越さんトーク

1日目1日目 2日目2日目

学生の声

学生の声
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しまね学生インターンシップ体験レポート
株

式

会社いずもえん × 島根県立大学 �回
生

株
式

会社いずもえん × 島根県立大学 �回
生

インターンシップに参加してまず驚いたこと
は、事務所が空き家を利用した民家だったことで

す。「なぜこのようなところで？」という疑問を抱きなが
らオリエンテーションに参加すると、“活かしきれていない

資源を利用する”意味の『農福連携』という言葉を学び、新
しい考え方を知りました。
実習中、印象深かったことは、職員会議に参加できたことでし
た。日々の業務や利用者さんのことについて、職員の方みんな
で共有することが大切になるため、そのためにもコミュニケー
ションが大事で、自分自身も職員の方とのコミュニケーショ
ンの中で、情報共有の大切さが学べました。

0101 SHIMANE STUDENT INTERNSHIP EXPERIENCE REPORT

しまね学生インターンシップ体験レポート0202 SHIMANE STUDENT INTERNSHIP EXPERIENCE REPORT

総

合政策学部 総合政策学科

　今回初めてインターンシップ生を受け入れましたが、企業側としても、
今後こうした機会が増えることで、受け入れ態勢や実施プログラムがよ
り良いものになっていくと考えています。
　学生には本格的に働く前にいろいろと知って、経験して欲しいと思い
ます。インターンシップはそのためのものでもありますし、自身が学ぶた
めに職員を動かすくらいの気持ちで臨んでほしいと思います。学生に
とって、そうした経験が将来への礎になってもらえればと思います。

ジョブカフェしまねが運営する  「しまね学生インターンシップ」。
島根県内学生はもちろん、全国からも多くの学生が参加しています。  参加学生がどのような体験をしているのか、一部をご紹介します。

株式会社いずもえん

〒693-0041
島根県出雲市西園町3913-1

DATA

学生の声

　こだわったのは、とにかく外に出すということです。
　働いている時間はもちろん、それ以外の時間も充実させ、島全体の理
解を促すというねらいがあります。
　自分で限界を決めず、いろいろなことにどんどんチャレンジしてほしい
です。シェアハウスでの共同生活は海士町インターンシップならではで、
ここでも得るものは多くあると思います。

〒684-0403
島根県隠岐郡海士町大字海士1490

DATA

一
般

社団
法人海士町観光協会 × 島根県立大学 短期大学部�回生＆島根大学�回生

一
般

社団
法人海士町観光協会 × 島根県立大学 短期大学部�回生＆島根大学�回生

総合文化学科
法文学部言語文化学科

学生の声

COMPANY
VOICE 一般社団法人海士町観光協会

COMPANY
VOICE

しまね学生

ジョブメイトも

参加！

原分
事業所

もともと地方創生や地域おこしに興味があり、先進
的な取り組みをしている海士町でのインターンシップを希

望しました。しかし実習中、シェアハウスなどで多くの他のイン
ターンシップ学生と関わる中で、皆が自分と同じような動機で海士

町に来ているのではなく、いろいろな思いで訪れているということに
気づきました。このように、多様な価値観の存在に気づくことができた
のは今回の実習の一つの大きな収穫だったと思います。海士町はどん
な人をも受け入れてくれる温かな気風があると強く感じました。
海士町に対する予備知識がほとんどない状態で参加したので、もの
すごく不安でしたが、町の人も商店の人もみんな温かいので安心
しています。お店などは多くはないけど落ち着ける環境で、海士

町に対するイメージはかなり良くなりました。観光系の仕事
を知りたいという思いで参加したので、しっかり体験し

て来年からの就活に活かしたいと思います。 
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しまね学生ジョブメイト活動報告誌［トビラ］
（就活応援情報誌）

松江センター　フリーダイヤル 0120-67-4510
〒690-0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ3階
営業：月曜日～土曜日　AM9：30～PM6：00　定休：日・祝日・年末年始

浜田ブランチ　フリーダイヤル 0120-45-4970
〒697-0034 浜田市相生町1391-8シティパルク 浜田2階（いわみぷらっと内）
営業：月曜日～金曜日　AM9：30～PM6：00　定休：土・日・祝日・年末年始

ジョブカフェしまね

http://www.gogo-jobcafe-shimane.jp/


