
一部助成有り

月～土曜 9:30～18:00
定休：日・祝日・年末年始

0120-67-4510
ムリナク シ ゴ ト

〒690-0003
島根県松江市朝日町478-18 松江テルサ3階
Te l.0852-28-0691 
Fax.0852-28-0692

〒697-0034
島根県浜田市相生町1391-8
シティパルク浜田2階（いわみぷらっと内）
Te l.0855-25-1600 
Fax.0855-25-1630
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松江城

・松江テルサ地下駐車場
・松江駅前地下駐車場 ・松江駅南口駐車場を
ご利用の場合1時間無料。

※駐車券を受付までお持ちください。

助成有り

・松江駅西駐輪場　・松江駅東駐輪場の
利用料金無料。

※一時駐車整理券を受付までお持ちください。
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月～金曜 9:30～18:00
定休：土・日・祝日・年末年始

0120-45-4970
シゴト ヨ ク ナ ル

@jobcafeshimane @jobcafe-shimane ／ @jobcafe-hamada

ジョブカフェしまね（公益財団法人ふるさと島根定住財団） 発行

●イベントスタッフ
　100 社以上の企業を直接知ること
ができます。

●企業訪問や県内企業への取材など
に出かけます。

●企業訪問レポート
　気になる企業を取材し、学生のリ
アルな声を学生に伝えます。

●島根の魅力を知る
●島根の魅力を発信して地域貢献
●ジョブカフェしまねスタッフとイベン
ト運営

●幅広い年齢層の方との交流

●企画・運営力が身につく
　ジョブメイト企画で「あなたの
やりたい」を全面バックアップ。

●社会人基礎力が身につく
　ビジネスマナーやコミュニケー
ション力が身につく。

●就活力が身につく
　ジョブメイト活動が就活の武器
になる。

おすすめは、ジョブカフェしまねが募集している、「しまね学生ジョブメイト」になること。
メイトになれば、気になる企業に取材ができるという貴重な体験とイベントや就活セミナー
の案内等をダイレクトに知らせてもらえるので、気軽に参加しやすくなるよ！

ジョブカフェしまねのイベントに参加をすると、社会人の方と直接お話する機会があります！
直接会うことで、企業の雰囲気が分かったり、自分が思ったことを発言、質問ができるので、
将来像も描きやすくなるよ。私はバスツアーに参加して、地域で働く良さも知れたよ！

キャリア・アドバイザーさんが親身になってくれて、フィードバックも丁寧にしてくれる
ので、改善がしやすいよ！若手社会人の声を聞くセミナーでは、オンラインで何でも質問
でき、リアルな声が聞けて勉強になったよ。

「ジョブカフェしまね」は、「しまね学生ジョブメイト」をとおして
就活に向けてがんばるみなさんが明日へのトビラを開くお手伝いをしています。

しまね学生ジョブメイトが教える 島根の魅力を探そう！

就職についての悩みや分からないこと
など、専門のキャリア・アドバイザーと
じっくり話してみませんか? 応募書類の
添削や面接練習もできます。

自分に合う仕事って

　　　　　なんだろう？

予 約 時 間

午
前

午
後

①10:00～

②11:10～

③13:20～

④14:30～

⑤15:50～

⑥17:00～

要予約／3 0 分

要予約／3 0 分

要予約／5 0 分

浜田ブランチ 0120-45-4970
松江センター 0120-67-4510

ご利用には登録が必要です。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響等により、活動内容はオンライン実施等に変更になる可能性があります。

まずは
ここから

Check!

ジョブメイトの活動をとおして様々な魅力
的な企業を知ることができ、インタ
ビューなどをとおして社会人との接
し方（名刺交換など）が学べます。
初めは緊張しましたが、今では楽し
く活動できています。

お申込みは
コチラ
から

実際に気になる企業を取材できることが
おすすめポイントです。
また、活動をとおして、ジョブカフェしまねの
スタッフや企業、他の大学の学生などと関
わることができ、多くのことが学べます。 島根県立大学（浜田）3年

武田将次

島根大学 2年

川上早希

予約は
コチラ
から



一般社団法人 イワミノチカラ 代表理事 伊藤康丈さん（江津市）

　私も学生団体として地域づくりに貢献したいという思いが
あるので、とても参考になるお話を聞けて勉強になりまし
た。地域課題解決活動ということで幾つもの活動をされてお
られ、「いわみん」では参加人数の合計が8000人を超えると
いう事がイワミノチカラさんの活動力や技術力を表している
ように感じました。
　交流人口を増やすことや認知度をあげることなどについて
は、広報にはお金や時間がかかり、一回一回の企画の積み重
ねであるということを学びました。継続や積み重ねを大切に
一回参加してくれた人がまた次も来たくなるようなイベント
にすることが大切であると感じました。
　1年の春は実家に帰っていたことや、コロナでイベントの
中止が多かったことが原因でイベントに参加できる機会が

なかったため、秋以降はさまざまな企画に参加するようにな
りました。今後もたくさんのイベントに参加して自分の地域
づくりであったり、人脈を作って行きたいと思います。

株式会社キヌヤ　 総務 田川 悟さん、水野哲也さん、販売 吉峰 梓さん（益田市） 株式会社ソノ　（出雲市）

　島根県民の多くが利用しているキヌヤ様のお話をお伺いす
ることができ、とても貴重な体験をありがとうございました。
　インターネットでお買い物された方には新鮮なものを届
け、車のない方のために乗合バスを運行したりなどお客様の
ニーズに適切に対応する力を感じました。また、『NK75』
プロジェクトを若手社員に任せることで、若手が活躍できる
職場づくりで、未来にもつなげていく姿勢がとても素敵だと
思いました。このような心がけをしているからこそ、70年の
長い歴史があり、地元の皆様に親しまれ続けているのではな
いかと考えました。
　今まで、スーパーマーケットを利用する際にレイアウトや

ポップまで意識していなかったので、これからはお店の工夫
は何なのか意識したいと思いました。島根県の人口維持のた
めに地産地消を勧めて
いるというお話をお聞
きして、『食』を通して
社会問題解決のために
何ができるかというこ
とを考えさせられる機
会になりました。

ジョブメイト

島根県立大学（浜田）3年

古 川希純

ジョブメイト

島根県立大学（浜田）1年

松 本実夏

Online!

Online!

今回もらったフィードバックについては、そのままにせず、
自分自身でもう一度考えて次に繋げていきたいと思いま
す。想定していなかった質問などにも回数を重ねつつ慣れ
ていきたいです。画面外の部分（例えば足を組むなど）
はつい気を抜いてしまいそうになりますが、対面でしてい
るという前提でWEB面接にも臨みたいです。

代表取締役社長 園 敬司さん、事務 錦織由茉さん 管理部 部長代理  飯塚哲弘さん

　はじめに工場内に入った時、お仕事中の社員の方々が明るく挨拶
をしてくださり、とても温かい雰囲気でした。工場内見学では証書
ファイルができるまで「ほぼ手作業で丁寧に作られている」ことに驚
きました。
　社員さんは、子どもさんがいらっしゃる女性が多く、育休後復帰し
やすい環境があるなど女性が働きやすい点も、魅力的だと思いまし
た。また、事務担当の錦織さんのお話で学生の時に資格をとり、ワー
ドやエクセルに少しでも慣れておくと役
立つと聞きました。私も、将来のために
今からできることを、積極的にやろうと
思いました。
　訪問をとおして、島根県には自分の知
らない素敵な企業が沢山あるということ
に、改めて気がつきました。

株式会社アイティープロデュース　（出雲市）

　システム開発の流れを知って、技術力だけでなくコミュニケーショ
ン能力や想像力が必要な場面があることに驚きました。「社員とその
家族を大切にする」という企業理念にあるように、誕生日休暇や通勤
手当全額支給、資格取得補助など福利厚生がしっかりしていて社員
が働きやすく工夫されていると感じました。先輩社員の方に質問した
時に、皆さんが笑顔で優しく対応してくださったので、とても和やか
で明るい職場であることが伝わりました。
　また、採用担当の飯塚さんからは「採
用試験」の裏話をユーモアを交えて話
してもらい、就活の不安が和らぎまし
た。自分のような文系でも、入社後に行
われる研修でプログラミングスキルやビ
ジネスマナーをみっちり学べるので、文
系理系関係なく働ける会社でした。

ジョブメイト

島根県立大学（浜田）3年

寺 原義登

WEB 面接で気になるのは、視線をどこに向けたら良いの
か、ということですね。他には画面を通して、実際の雰囲
気はどれほど伝わるのか、ということも気になります。

実際のパソコンの画面（Zoom使用）面接の様子

寺原くん、不安なことは？

チャレンジしてみてどうだった？

緊張感は感じましたが、スタートから元気よく、声の大きさや表
情も良かったです。心配していた目線も、しっかり面接官の方に
向けようとしている意識が伝わりました。答えにくそうな質問も
あったので、しっかりと事前準備をしておくことは大切です。
その点は対面の面接とも繋がりますね。練習するほど上達します！

ジョブカフェしまね キャリア・アドバイザーより

事前準備のPOINT
●通信環境が安定していて静かな
場所を選びましょう。

●カメラやマイクなどの事前動作の
　確認をしましょう。
●部屋の背景に気を配りましょう。

動画は
コチラ
から

▼WEB面接準備編 ▼WEB面接本番編

ジョブメイト ジョブメイト

島根大学 2年

野 々村季穂
島根大学 2年

川上早希

Online!
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