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■ YIC で経験し学び、
成長できたこと

■ YIC で学んだことは私の財産です！
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■ 私が公務員の道へ進んだ経緯

私は YIC での勉学を経て、システムエンジニアになるとい
う夢を叶えることができました。IT は技術の進歩が早く、
日々学ぶことの多い業界です。そのため苦労することも少
なくありませんが、プログラムが完成した瞬間はやりがいを
感じています。また、YIC で学んだことは学業のみではあり
ません。学生時代の様々な活動を通じて、多くの人と関わ
り、経 験を重ねること
で、大きく成長すること
ができしました。YIC で
の経験こそが、私の社
会人としての基礎を支
えています。今後も日々
貪欲に学び続け、社会
人として、エンジニアと
して、より一層成長して
いきたいと思います。
株式会社 YK プランニング
（システムエンジニア）

田丸 竜也

私が YIC に入ることを決めたのは、高校 3 年生になってから
でした。
公務員になろうと考えた理由は、自分自身が生真面
目な性格であることと、身内に公務員だった者がいると聞い
たからでした。
入学してからは必死に勉強し、先生方もサポートしてください
ました。
その努力が実り、無
事公務員試験に合格するこ
とができ、今年の 4 月から
働くことになりました。
筆記
試験の勉強から面接試験
の練習まで、公務員になる
ために多くの先生方に支え
ていただきました。
私が公務員試験に合格で
きたのは YIC のおかげで
す！
皆さんもこの学校で夢を叶
法務省 山口地方法務局
（国家公務員）
えませんか？

森下 悠理

2017年 ITクリエイター学科卒業
西京高等学校出身

2018年 公務員総合学科卒業
宇部西高等学校出身

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

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

■ 充実した学校生活を送るならビューティモード！

■ 現役入学でない私がリハビリの道を選んだこと

YIC は授業が充実しており、実践的にエステやメイクをした
り、してもらったり、美容に関する色々なことを楽しく学べる
学校です。
卒業後は、実際にサロンで働く中で、学校で学んだ技術や知
識をもとに実践し、自分の手でお客様がどんどん綺麗になっ
ていく姿を見ると、とてもやりがいのある仕事だと感じてい
ます。また、綺麗になるた
めの知識は女性として生き
ていく上で、財産になりま
す。
現在、入社 3 年目になりま
すが、これからは後輩たち
を教える立場として、ラ・
パルレがより良いものに
できるように努めてまいり
ます。

私が YIC に入学したのは 23 歳の時でした。就職先を探す
にしても年齢のハンデがあり、手に職があるわけではな
かったため四苦八苦しました。そんな中、医療職なら年齢の
ハンデが少なく、技術も身につけられると思いリハビリの
道に進みました。人と話すことが好きな性格だったこともプ
ラスになると思いました。
入学にあたって現役でない私は不安もありましたが、YIC で
は先生方の勉学・就職のサポートが本当に頼りになりまし
た。また、一学年の
人数が大学とは異
なり少ないことで
友人関係が深まり
やすかったです。
卒業した今でも先
生方や同期のメン
バーと仲良くさせて
いただいています。

株式会社ニューアート・ラ・パルレ
（エステティシャン）

宇部興産中央病院
（作業療法士）

山本 沙季

𠮷長 卓真

2016年 エステティック学科卒業
熊毛北高等学校出身

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

YIC

2014年 作業療法学科卒業
宇部高等学校出身

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

BM
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YIC リハビリ
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■ 専門学校で学んだ 2 年間を通して

私は現在、救命救急センター (HCU) で働いています。
卒業し
て看護師となってからも学ぶことがたくさんあり、勉強の
日々です。
大変なこともありますが、尊敬できる優しい先輩
や、
同期に支えられてがんばっています。
振り返ると、3 年生のときの統合演習や ICLS 研修で学んだ
ことが、働く上で大きく役立っていると感じています。
特に現
在の配属が救命救急センターということもあり、緊急時の対
応を学ぶ ICLS 研修を在学中に受講できたことは、とても良
い経験だったと思い
ます。YIC でしか学ぶ
ことができなかった
ICLS 研修の知識や技
術は、看護師として働
いていく上で私の大
きな財産となってい
ます。

卒業して 1 年が経ち、少しずつ仕事にも慣れてきました。
今
の自分があるのは YIC で身につけた「基本」があるからだ
と思っています。授業では、デザインの基礎知識を現場で
活躍されているプロの先生から教わることができ、とても
貴重な時間でした。
また、企画に対するディレクション（制
作進行管理）
や、ページの誌面構成の知識は、特に仕事に
活かされていると感じます。
これからも学校で身につけた
「基本」
を大切に、デザイナー
として更に成長していけるようがんばります！
睦美マイクロ株式会社
（デザイナー）

河村 翔吾

2017年 デザイン科卒業
新南陽高等学校出身

徳山中央病院
（看護師）

木輪 ひかる

2017年 看護学科卒業
徳山商工高等学校出身

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

YIC

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

看護福祉

■ こどもと共に歩んで成長できる「せんせい」に！
現在、年長クラスを担当しており 5 〜 6 歳児の担任をして
います。
こどもの成長と思いもよらぬ発想を身近に見聞き
できたり、感じたりすることができるのがこの仕事のやりが
いだと感じています。
YIC では授業で連絡ノートの書き方や保護者への対応に
ついて、現場経験豊かな先生方から実践的に学べました。
また、パソコンの技術や保健に関する知識を学べたことも、
今役立っていると感じています。
今後の目標は、ピアノ技術の向上と仕事の効率を上げるこ
と、
そしてこどもと共に歩んで自分も成長していくことです。

YI C キャリア

!
k
c
e
h
c 2017 年度 卒業証書授与式を挙行！

3月初旬に YIC 各校で卒業式を挙行いたしました。保
護者の方や在校生、先生方が見守る中、卒業生たちは
晴れやかな笑顔で会場を後にし、それぞれの道へ新
たな一歩を踏み出しました。

岩国東幼稚園
（幼稚園教諭）

池田 悠

2017年 こども学科卒業
南陽工業高等学校出身

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

YIC 保育＆ビジネス

ご予約ください

4・5・6 月オープンキャンパス日程
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

場

所

新山口
宇
防
周

光

部
府
南

※① 出張オープンキャンパス
（YIC キャリアデザイン専門学校で開催）
※② 出張オープンキャンパス
（YIC 看護福祉専門学校で開催）
※③ 入試説明会

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
4/15（日）
・22（日）
5/13（日）
・19（土）
6/9（土）
・16（土）
・24（日）
4/14（土）
・21（土）※① 5/19（土）
・26（土）※② 6/2（土）※③ ・9（土）・17（日）※③
4/21（土） 5/13（日）
・26（土） 6/10（日）
・16（土）
4/21（土） 5/19（土） 6/9（土）
・23（土）
4/21（土） 5/12（土）
・26（土） 6/9（土）
・16（土）
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