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■ 動物の看護師さん

■ 看護師を育てるのは看護師です

2018.01

■ 新しい年を迎えて

私は動物看護師として動物病院で約 12 年働いていました。
私がこの仕事を選んだ理由は単純で、動物が好きで動物に
関わる仕事に就きたかったからです。その中でも医療に関
わりたいという思いが強かったため動物病院で働くことを
希望しました。動物看護師は動物の看護や介助だけではな
く飼い主さんのケアや指導も行います。仕事量はとても多
く体力も必要ですが、病気やケガで入院した動物たちが元
気になる姿、そしてそれを喜んでくださる飼い主さんの姿を
見ることができた時が、この仕
事に携わってよかったと思う瞬
間です。
ペット総合学科
【担当科目】

動物看護

引地 舞

【担当科目】

判断推理ほか

「和魂洋才」
…本来の物を大切にしつ
つ、良いものは取り入れようという意
味で、
常に意識して過ごしています。

YIC

藤山 達雄

【好きな言葉】

HP もぜひご覧ください ! http://www.yic.ac.jp/go/

YIC

公務員

■ 美容のやりがいについて
（個人的見解編）

■ 苦手な科目を作らせない！

いまだ向き不向きは分からず、ただ
「かっこいい仕事だ！」
と
いう単純な理由で美容業界に入って 20 年。
一つ実感したこ
とは
「身についた技術は決して自分を裏切らない」
ということ
でした。
やりがいはなんといっても「美容を通じてお客様か
ら笑顔をいただける」
こと、また続けることで
「様々な人と触
れ合え、色々な価値観を共有できる」
ということでしょうか。
今は業界で得たやりがいや夢、目標達成感を伝える立場に
いますが、努力次第で夢を叶えることができる本当に素晴ら
しい職業です。
これから美容系をめざす方は、一歩踏み出す
勇気と続ける覚悟があれば身に
つけた技術がずっと助けてくれ
ますよ。

作業療法は生活全般にわたり様々な活動の中で心と身体
の治療を行います。私は以前、難病を専門に治療する病院
に勤務していました。その中で患者様が自分らしく生き生き
とした生活を行うことができるように、患者様の生活に寄
り添い支援してきました。
現在は、教員として、リハビリを学ぶ学生の皆さんに苦手な
科目を作らせたくないと思っています。なぜならリハビリは
応用力と高い技術を常に求められるからです。私は休憩時
間や放課後を問わず、学生の皆さんからの質問を随時受け
付けています。
一緒に４年間がんばりま
しょう。

美容学科
【担当科目】
美容実習ほか

千村 麻禮人

【担当科目】
運動学ほか

看護学科
【担当科目】

小児看護学

【好きな言葉】

YIC

HP もぜひご覧ください ! http://www.yic.ac.jp/rh/
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YIC

【好きな言葉】

HP もぜひご覧ください ! http://www.yic.ac.jp/cd/

看護福祉
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YI C キャリア
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c どんなことが自分に向いてる？と思ったら…

私は「広報」
で、主に進学相談、高校連携講座講師を
担当しています。講座では、
キャリア教育・就職指導・
スチューデントマナー・ウォーキング・色彩活用術
をお伝えしています。実は、学生時代は栄養学や環
境学に興味があり、専攻は農学で博士号を取得しま
した。なぜそんな私が広報の仕事をしているの？と疑
問に思われる方が大半です。
私は、いつもこう説明しています。
「女松岡修造」だか
ら、人とお話しして、応援することが好き。だから今の
仕事をしています」
と。
人は、
「自分に向いていることは何か？」
を考えること
があると思います。私の仕事は、
そんな方々の役に立てる仕事だ
と思って邁進しています。

中村 敦子

【好きな言葉】
「自己肯定感を育てる」
…こどもの
心に寄り添い丸ごと受け止める！
私が最も大事にしたい姿勢です。

YIC広報センター
【担当】

連携講座ほか

小田 政江

【好きな言葉】

「人生は自分で創造できる」…基本的に
他人の顔色をうかがってしまう性格なの
で、自分で選択し創造することを心がけ
ています。
YIC 保育＆ビジネス

ご予約ください

2・3 月オープンキャンパス日程

YIC リハビリ

久保 俊介

「修行」…デジタル化しても制作の本質
は変わりません。常に、次作はよりクオ
リティを上げる努力を続けたいと思い
ます。

こども学科
【担当科目】
こどもと文学ほか

濱本 尊博

【好きな言葉】
「好きこそものの上手なれ」
…苦手な
ことも、好きになれば自然と得意に
なることができると信じています。

BM

【担当科目】

デザイン全般

私が園児だった時の先生の笑顔と立ち姿が何だか格好良
くて、そんな憧れから保育士の道を選びました。
こどもたち
のパワーは想像以上。
ピュアな感性、優しさ、知恵など、様々
な成長の姿に触れ、私自身が成長できました。かつて園児
だった A さんは主任保育士として活躍、B さんは母園に就
職して新任として輝いています。
先日、大学受験を控えた C 君親子に出会いました。
「先生に
会えて運気が上がる気がする」と嬉しいひと言。いつまでも
人と人とを繋いでくれるこの仕事に幸せを感じています。
そして、その出会いは私に
とって大切な宝物です。

学 校 名
フリーダイヤル
YIC ビジネスアート専門学校
0120-46-0836
YIC 公務員専門学校
0120-337-561
YIC ビューティモード専門学校
0120-140-154
YICリハビリテーション大学校 0120-160-535
YIC 看護福祉専門学校
0120-500-294
YIC キャリアデザイン専門学校
0120-46-0834
YIC 保育＆ビジネス専門学校
0800-200-9215
専門
学校

HP もぜひご覧ください ! http://www.yic.ac.jp/bm/

デザイン科・総合デザイン科

田中 三千子

「水のように生きる」
…水は器に合わせ
て形を変え、長い月日をかけて岩をも削
ります。
その柔軟性、継続する力を身に
つけたいです。

HP もぜひご覧ください ! http://www.yic.ac.jp/nb/

作業療法学科

【好きな言葉】
「自由と責任」
…自由を大切にする
ためにルールやモラルを遵守する
と勝手に解釈しています。

実家がデザイン事務所だったこともあり、幼少期より美術
作品やデザイン物に触れる機会が多くありました。このこ
とが、デザイン業界に入る一番大きな要因だと思っていま
す。家業の手伝いなどで業務に携わることもあり、夜遅く
まで仕事をしている姿を見て、何となく安定して定時で帰
れる仕事に就きたいと考えていました。
しかし、高校卒業時に一番得意なことや、評価されてきた
ことを考え、クリエイティブな仕事を真剣に考えるようにな
りました。現在も学生たちの作品を見た時に、新しい感性
や発想に驚かされることが多くあります。クリエイターとし
て多くの個性に出会えることに幸
せを感じるとともに、やりがいを
感じています。

■ 保育の仕事ってすばらしい！

「一番の近道は遠回りだった。遠回
りこそが俺の最短の道だった。
」
…
将来、
こう言える人生を送りたいです。

ビジネス

小学生のころ、母が祖母に家でインスリン注射をしている場
面や、いろいろなお手伝いをしている光景を見て、人のお世
話をする仕事に魅力を感じ、看護師をめざしました。
看護師になった後は、病院で十数年間の勤務を経て、現在
の看護教員の道に進みました。病院で働いていたころは新
人教育や指導にあたる機会が多く、人に教えることが身近
でした。そののち「看護学生の教育をしてみないか」という
お誘いがあり、現在に至ります。病院で培った経験や知識を
学生たちにいかに上手く伝え
られるかを日々考え、努力して
います。

HP もぜひご覧ください ! http://www.yic.ac.jp/nw/

公務員総合学科

【好きな言葉】

HP もぜひご覧ください ! http://www.yic.ac.jp/ba/

高校生くらいの時には、今のような仕事に就くとは夢にも思っ
ていませんでした。
自分の持っている知識や経験が、合格を
めざしている皆さんの役に立てば…と思い、現在の仕事を始
めました。
最初に難しそうな顔をしていた学生が、ある瞬間、
気づいて問題が解けた時の表情を見ると充実感があります。
試験勉強は楽しいものではありませんが、合格をめざす場合
は、避けて通るわけにはいきません。
少しでも合格に近づけ
るようにもっと良い方法はないかと考えています。
今は教育活動を通して社会貢
献できていることにやりがいを
感じています。

■ デザインの仕事は多くの個性に出会えます

場

所

新山口
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日

※① 学校説明会

程

※ ②卒業進級展

※時間は各校ホームページをご覧いただくか、
各校にお問い合わせください
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