S
W
E
N
C
YI

ープ
C グル
を
校 YI
な情 報
専門学
の
！
校
す
各
しま
お届け

HO T

■ 高校時代から志した道に進んでいます
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家試験対策！
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■ YIC で学び、夢だったパティシエに！

■ YIC を選んだ理由と勉強方法

私が、YIC に入学しようと思ったきっかけは、オープンキャ
ンパスに参加して学校の雰囲気が良く、魅力的で、成長で
きると思ったからです。
プロのパティシエの方の講習会や
毎月開かれる Café de YIC の販売実習で、お菓子を作るた
めに必要な知識や技術をしっかり身につけることができま
した。
さらにインターンシップで自分に合う就職先を探すこ
とができ、これまでの実習で学んだことを自分の武器にし
てがんばることができました。
これからも
社会人になる自覚を持ち、何事にもチャ
レンジし、成長していきたいと思います。

私は、何と言っても一次合格率が高いので当校を志望しまし
た。
しかし、努力なくして合格はできないので、この半年間は
危機感をもって勉強に励みました。
勉強方法は「一般知能」
では時間を空けて復習を最低三度行いました。
「一般知識」
では苦手な科目を減らすためにしっかり向き合い、得意科目
を得点源にしました。
そして、特に仲間同士で教え合い励ま
すことが大事だと学び、二次対策も仲間で情報を共有し、面
接に挑みました。
勉強する中で集中力に限界がきた時は、けん玉で集中力を
回復しました。
合格できて本当に良かったです。

私のリラックス方法♪

■ 可能性を信じよう！

高校 1 年生のころに介護の道に進もうと決め、数回オープン
キャンパスに参加しました。
そのときに学生と先生の仲の良
さ、
雰囲気の良さを感じ、
YIC に入学することを決めました。
就職は萩市出身ということ、先生の紹介もあり、10 月に萩市
社会福祉事業団を受験し、
内定をいただきました。
事前にキャリアサポートの先生から自己 PR・志望動機の書
き方や面接の個別指導を受け、自信を持って試験に臨むこ
とができました。
また、担任の山本先生が介護施設の管理者
だったときに面接で聞かれていたことや見られていたポイン
トを教えてくださり、とても参考になり
ました。

私が入学を決意したのはオープンキャンパスに参加した際
に「ここで自分の可能性を広げる」という目的を持つこと
ができたからです。
授業では、アナログからデジタルまで
幅広い作品制作ができました。
また、就職活動では、私の
希望と取り組みがどのような企業や職種に適しているの
か相談に乗っていただきながら、ポートフォリオ制作に力
を入れることができました。めざしていたデザインの仕事
で内定をいただけたので、とても嬉し
く思っています。
今後も自分の可能性
を広げられるよう努力し、学んだこと
を精一杯活かしたいと思います。

私のリラックス方法♪

私のリラックス方法♪

試験勉強に疲れた時は、少し
だけゲームをしたり、マンガを
読んだりと好きなことをして
気分転換をしています。

好きな本をゆっくりと読むことです。
考えすぎると煮詰まってしまうので、
趣味を織り交ぜながら作品制作や
就職活動を進めました。

■内定先：株式会社昭和写真工業所（職種：デザイナー）
デザイン科 2年
岡本 紗季

■内定先：萩市社会福祉事業団（職種：介護福祉士）
介護福祉学科 2年 品川 美貴

（防府西高等学校 出身）

（津和野高等学校 出身）

私のリラックス方法♪

コンクールの作品は細かい作
業が続くので、大好きな音楽
を聴いて気分転換をしたり、
お風呂に浸かって疲れを取っ
たりしました。

息抜きとして、
筋力トレーニング
とランニングをしていました。
体
力試験もあるので、
週に 3 回ぐら
いのペースで行いました。

■内定先：シェ・ヒロダン（職種：パティシエ）
パティシエ学科２年 藤井 美沙

■職種：消防吏員
公務員学科
友森

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

聖人

［警察・消防コース］
（新南陽高等学校 出身）

（光丘高等学校 出身）

YIC

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

ビジネス

YIC

公務員

■ 全員合格をめざして…国家試験がんばるぞ！

■ YIC で夢が叶いました！
私は、高校時代に参加したオープンキャンパスの際に、学校
の雰囲気、先生と先輩の信頼関係、様々な資格を取得できる
ことに魅力を感じ、入学しました。
就職活動では、自分がこの
サロンに合っているのか不安だった時に、先生が親身に相
談にのってくださいました。
面接練習では、キャリアサポート
の先生と何度も練習し、
本番で自分の気持ちをきちんと伝え
ることができました。
これから、素敵なエステティシャンにな
れるよう、努力し続けていきたいと思い
ます。

私たち理学療法学科・作業療法学科の 4 年生は、国家試
験に合格するため猛勉強中です！
入学時には、初めて知る身体のことや病気のことについて
「覚えられるのかな・・・」と不安な気持ちになったことも
ありました。しかし、1 年生の頃から国家試験対策があった
ので、問題のイメージが湧き勉強方法についても知ること
ができました。
国家試験まであと少し。今は専門の教員の対策講座を受講
しながら理解を深めています。ゼミ担当の先生から受ける
的確な分析による個別指導とグループ学
習により、少しずつですが力がついている
と実感しています。

私のリラックス方法♪
好きな音楽を聴きながら体を
伸ばして気持ちを落ちつかせ
ることです。

私のリラックス方法♪
勉強と休憩にメリハリをつけ
ています。
家に帰った後は、猫
と思いきり遊ぶことで癒され
ています。

（萩光塩学院高等学校 出身）

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

YIC

理学療法学科4年

河村 美玖

−1−

高校生の頃オープンキャンパスに何度か参加した時に感
じた学校の雰囲気の良さと、防音室になっているピアノ練
習室などの設備の良さに魅力を感じ、入学を決めました。
入学後は始業前や放課後など好きなときにピアノの練習
ができるので、入学前に比べてずいぶんうまく弾けるよう
になりました。就職活動では履歴書の書き方を先生から丁
寧にわかりやすく教えていただきました。内定をいただい
た時には、第一希望の保育園だったことも
あり、
とても嬉しく思いました。
こどもからも保護者の方からも信頼される
保育士になることが目標です。

YIC リハビリ

平成 29 年 12 月 19 日発行
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1 年生対象の 就職説明会開催！

YIC ビジネスアート専門学校の１年生とその保護者
の方を対象に、就職説明会を開催しました。
まず、キャリアサポート室による就職活動状況報告
や就職活動でや
るべきことの説
明がありました。
さらに、卒業生
および就職が内
定している 2 年
生によるアドバ
イス。

私のリラックス方法♪

「自分のなりたい将来像
を明確にしていくことが
大切」
「インターンシップ
に行って自分に合った
企 業 を 探していくとよ
い」といったアドバイス
に、１年生は一生懸命メ
モを取っていました。

私のリラックス方法は、その時
の気分にあわせて好きな音楽
を聴くことです。

■内定先：こもれび保育園（職種：保育士）
こども学科 2年
村野 美憂
（光丘高等学校 出身）

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

YIC

ビジネス

YIC 保育＆ビジネス

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

（厚狭高等学校 出身）

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

BM

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

看護福祉

ご予約ください

1・2・3 月オープンキャンパス日程

（職種：エステティシャン）

藤原 亜利紗

YIC

■ こどもからも保護者の方からも信頼される保育士に

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

■内定先：株式会社ニューアート・ラ・パルレ

エステティック科２年

HP もぜひご覧ください ! http://www.yic.ac.jp/nw/
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※① 学校説明会

※ ②卒業進級展

日 程 ※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
1/13（土）
・27（土）※①
2/3（土）
・17（土）※①
3/10（土） 25（日） 27（火） 29（木）
1/20（土） 2/17（土） 3/10（土） 23（金）
1/20（土）※① 2/3（土）※① 3/10（土）
1/20（土） 2/10（土） 24（土）※② 3/17（土） 29（木）
1/13（土） 2/17（土） 3/10（土） 28（水）
−2−
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