新潟で 働く大人と出会い、

自分らしい“みらい”を見つける
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新潟で働く先輩たちの
生き方・働き方を紹介するよ
働くってなんだろう？

とは？
進路や将来のことで悩んだり、漠然と不安に思っている中高生に、
自分の将来を考えたり、可能性が広がるキッカケを届けたい。

働くってお金のためでしょ？！
なんだか大変そう…

家族や先生以外にも、新潟にはたくさんの生き方・働き方があることを知ってもらいたい。

そんなイメージを持っている中高生も多いかな。

そんな願いから、
「みらいずworks」
はみらいずBOOKを発行しています。

みらいず BOOK では、
新潟で働く身近な大人（先輩）をたくさん紹介しているんだ。
先輩たちがどんな思いで働いているのか、

バックナンバーは、
ホームページから見ることもでき、
魅力的な大人たちが多数登場しています。

中高生時代の経験や勉強がどうつながっているのか、
どんな道のりを歩んで今があるのか、

from

などなど、僕が先輩たちに聞いてきたよ。

みらいず works

「自分らしいみらい」を考えるためヒントにしてみてね。

先輩たちがみんな持っていたよ！
「ヤリガイ」
と
「カチカン」
ってこんな子たち
どん
どん
くよ
てい
増え

ミチル
人間でいうと15歳。いつも元
気で、気になったことはなん
でも聞いちゃう知りたがりな
お年頃。常に持っているお気
に入りのバックには、取材道
具と大好きなお菓子が入って
る。最近は「勉強が何の役に
立つのか」
「オトナはどんな思
いで働いているのか」
という
ことが気になるみたい。

たま
に
出て
くる
よ

僕はミチル！

知りたがりでいろんな仕事

のこと、いろんなはたらく人
に興味津々なんだ。

ヤリガイ

カチカン

普段はなかなか出てこないが、
「この仕事をやっていて良かった
なと感じた瞬間」
に現れる貝。

「働いている時に大事にしていること」
が詰まった缶。仕事でたくさんの経験を
するほど、
どんどん中身が詰まっていく。

みらいずBOOKvol.3には様々な「ヤリガイ」
「カチカン」が紹介されて

ヤリガイ
INDEX

カチカン
INDEX
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います。気になる
「ヤリガイ」
「カチカン」から探ってみてもいいかも？

vol.
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02 INDEX

04

患者さんの健康の支えになる

06

営業先やお客さまに喜んでいただけること

07

地域の暮らしを支えていること

09

自分にしかできないことを見つける

10

お客様からいただくウマイ！の一言

11

自分が好きなもののファンになってくれる！

13

努力がカタチに残ること

14

一つ一つを積み上げていく達成感

15

人が考え付かないことをやる

14 印刷物の配送管理／関口翔子さん

16

いい仕事を通してたくさんの人に頼られる

15 マーケティング支援サービス／遠藤南さん

04

「安心」に寄り添い、
できることは何でもやる

04 薬剤師／水戸滋規さん

株式会社 市民調剤薬局

06 電気サービスの営業／宮原和平さん
配電技術サービス／皆川慶輔さん

東北電力 株式会社 新潟支店

東北電力 株式会社 新潟支店

08 農業機械の営業／目黒賢太郎さん

株式会社 新潟クボタ

10 日本酒メーカーの企画広報／向田絵梨子さん
日本酒メーカーの営業／櫻井里香子さん
12 工事現場の監理技術者／数間藍さん

麒麟山酒造 株式会社

株式会社 福田組

島津印刷 株式会社
グローカルマーケティング 株式会社

16 ビルメンテナンス・清掃の営業／小川敬禎さん

06

ギブ＆ギブ＆テイク

17 掲載企業一覧

07

お客さま目線でスピーディーに

09

信用第一

18 スクールカウンセラー／阿部心平さん

10

いい仕事をするために正直であること

11

関わる人をいかにハッピーにするか

13

柔軟性を大事にする

24 ワークシート
「みらいずQuestion」

14

相手のことを考えてあたりまえのことをキチンと

26 みらいずworksとは

15

お客様に
「自分の仕事が楽しい」
と思ってもらえる

28 インフォメーション

16

相手のためになる行動を心掛ける

20 イベントプロデューサー／栗原里奈さん
22 助産師／更科佳子さん

麒麟山酒造 株式会社

株式会社 バウハウス

普段は聞けない先生のお話
これぞワタシの生きる道

Mirais Knock 〜あこがれの仕事編〜

働くみな
さんの
リアルな
声が
いっぱい
だよ！

3

WORKING
FILES
MIRAIS BOOK 3

JOB Category

JOB Category

医療・福祉／薬剤師

医療・福祉／薬剤師

薬を通して患者さんの
人生にかかわる

薬と元気と笑顔を届ける健康アドバイザー
と

新潟市内を中心に展開する調剤薬
局。調剤や投薬のほかに、患者さん
への訪問指導や自殺予防にも積
極的に取り組んでいる

薬剤師さ
んて、
薬を作る
人のこと？

File No_25
み

株式会社 市民調剤薬局

しげ のり

水戸滋規 さん（27歳）
株式会社 市民調剤薬局

【出身校】新潟市立小針中学校、新潟県立
南高等学校、新潟薬科大学
【趣味】
ドライブ、旅行

処方せんをもとに薬をつくり
患者さんに「正確に」手渡す仕事
しょほう

医師が出した処方せんをもとに薬を準
備し（調剤）
、間違いがないかどうかを
確かめ（監査）
、患者さんに渡します（投
薬）
。薬の種類や量を間違えると、患者
さんの健康や命に関わる恐れがあるの
で、間違いは許されません。市民調剤薬
局では調剤、監査、投薬を別の人が担
当することで、チェックを重ねています。

安定した職業として選択。
人の命に関わる仕事と知って
高校時代は就職難でした。
「資格のい
る職業が安定していていいのでは」とい
う親のアドバイスもあって薬剤師を目指
し、薬科大学に進学しました。とはいえ

仕事のヤリガイ
4

当時は、薬剤師といえば薬を渡す人とい
う程度のイメージ。５年の時、実務実習
で病院や薬局に行って患者さんと接し、
直接薬を手渡した時、初めて「人の命
に関わっているんだ」と実感しました。
実際に仕事を始めてやりがいを感じた
のは、単に薬をつくって渡す以上のこと
が、薬剤師にできると知った時。糖尿病
を患っていた患者さんが、なかなか良く
ならなかった。医師からも運動を勧めら
れていたが、やる気にならないという。
そこで「できることから始めましょう。今、
何ができますか？」と聞いたら「朝早く
起きるなら」と。
「では、ちょっと早く起
きて歩きましょうよ」と提案。
来るた
びに話をしてアドバイスを重ねたら、検
査値が良くなり、薬の量も減らせた。患
者さんの健康に関われる、それはすごく
大きなやりがいです。

患者さんの健康の
支えになる

仕事のカチカン

人に「流されない」
こと。
途中で逃げたら後悔するから
学生時代はスポーツ三昧。小学校で
はミニバス、中学では陸上、高校では
ボート。個人競技でも陸上ではリレー、
ボートでは５人乗りを通して連携の大切
さを知りましたし、力を合わせて結果を
出した時の喜びは格別でした。それは、
今の仕事にも確実に活かされていて、
調剤から投薬までの作業を分担すること
でミスを限りなくゼロに近づけられる、
それもチームプレーです。ただ、苦い思
い出もあります。ボート部を辞めたこと。
チームメンバーの退部に流されたんです
が、結果、全国大会に行けなかったと
聞いた。強いチームだったんです。残っ
たメンバーには申し訳なくて、今でも顔
を合わせられない。あれから「流され
ない」
、そう自分に言い聞かせてきまし
た。たとえば会社の会議でも自分の意
見をちゃんと言う。そうすれば、違う意
見が採用されても、納得して次に向かう
ことができるから。高校まではおとなしく
て、自分の意見が言えなかった。だか
らこそ中高校生には「一度はじめたらや
り通して」と言いたい。途中で逃げ出し
たら、後で絶対後悔するから。

方
薬が処
で
されるま

ピッピッ
ピッ

薬剤師という仕事は「安心して患
者さんが薬を飲み続けてくれるようにす
ること」
。渡すだけならだれでもできます。
ただ、
薬剤師の一言があれば「安心して」
飲んでもらえる。今の目標は「この人の
言うことなら信頼できる」
、つまり美容師
のように患者さんから指名してもらえる
「かかりつけ薬剤師」になることです。
市民調剤薬局では、自殺予防にも取
り組んでいます。定期的に薬を渡す時
に、患者さんの様子を見て、気になる
ところがあったらその情報を市民生活
窓口などにつなぐ。「自分の生死を確認
できるのは新聞配達だけなんだ」と言っ
てた一人暮らしの方に「電話してもいい
ですか？」と定期的に電話をかけてみ
たり。生きるためのつなぎも、薬局の
仕事、薬剤師の使命です。

「安心」に寄り添い、
できることは何でもやる

晩、
朝昼
ずに
忘れ ね！
に
食後 ださい
く
で
飲ん

よ〜
傘あります

急な雨に困っている患者さんがいるのを
見て、調剤薬局での傘の販売を提案、実
現させました。初めての取り組みに、当初
は賛否両論ありましたが、今ではリピー
ターも増え喜んでもらえています

e

My Voic

漫画『ONE PIECE』で
チームワークの
大切さを学びました

調剤

薬を整理した薬棚。短時間で探して集
められる工夫や、用量の違い等も分か
るように並べられています

患者さんによってはたくさんの種類の薬
を飲まないといけないので、
薬を飲むタ
イミングごとに１回分ずつ袋づめします

MIRAIS BOOK 3

見えない「安心」
も
一緒に手渡していきたい

薬棚から一つ一つ
探して集めます。専
用機器を使うこと
で、間違いを未然
に防いでいます

監査

WORKING
FILES

大切なことをたくさん教えてもらった。
チームワークの大
切さ、
自分の役割を全うすることもその一つで、印象的な
場面がこれ。
「おれは助けてもらわねェと生きていけねェ
自信がある」
と言ったルフィ。剣術も使えない、航海術も
持っていない、料理もつくれない。そんなルフィが敵に
「プライドもないお前に何ができる？」
と言われ「（自分の
できる役割は）お前に勝てる」
と。仕事もチームワーク。一
人一人ができることをして、その力を合わせていけばい
いんだ、
と思えた場面でした。

新しい
医療薬 薬は
辞典
調べま で
す

改めて、集めた薬に
間違いがないかどう
か確認します。調剤と
は別の人が担当する
ことで未然に間違い
を見つけられます

薬剤
師
薬を作 さんてスゴ
イ！
る
患者さ だけじゃな
なるよ んが早く くて
元気に
うにし
してく っかりサポ
れるん
ー
だね！ ト

投薬
患者さんに渡す前にパソコン
で最終確認。過去の履歴も見
て、薬の飲み合わせに問題が
ないかを確認し、患者さんに
説明してお渡しします
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JOB Category

JOB Category

その他／電気サービス

イメージ通りにイベントが進んだ
ときはやりがいを感じますね

My Voice

学生時代に学んだ数学︑
国語︑
情報処理の勉強が
今の仕事に役立っています ！

電気の
えない
目に見
えるの？
やって伝
う
ど
、
と
こ

File No_26

快適な暮らしを提案するコンシェルジュ
みや はら

わ

電気をつくり
（発電）、新潟県と
東北6県に電気を届ける電力
会社。
「より、そう、ちから。」を
新たなコーポレートスローガン
として、お客さま一人一人のご
要望に
「より沿い」、新潟と東北
の成長・発展に
「寄り添う」取り
組みを展開している

自分で考えたオール電化を提案するイ
ベントがうまくいった時はうれしかったで
すね。まずどんな人に来てもらうのか、
ター
ゲットを設定し、何人くらい呼べるかを見
込み、さらに人を引き寄せる仕掛けを考
えて実行します。学生時代の試験勉強や
ゲームに似ているところがあって、それが
単純におもしろい。
営業という仕事ですが、売るのはモノで
はなく見えない電気。割引があるわけで
はないので「安くしますよ」という言葉は
使えない。
お客さまとの「ギブ＆テイ
ク」を考えると、こちらから与えるギブを
多くしないと相手には伝わらない、結果が
出ない仕事なんだと実感しています。だか
らイベントもそんな「ギブ」の一つなんです。

へい

宮原 和平 さん（27歳）

相手に気持ちが通じたときは
この仕事をしていてよかったと思う

東北電力株式会社 長岡営業所 お客さま提案課

【出身校】新潟市立舟栄中学校（現・新潟柳都
中学校）、
新潟県立新潟商業高等学校卒
【趣味】
ジョギング、旅行

オール電化を提案するのが
仕事です

明確な目標を立てて結果が出せた。
あの成功体験がすべてのベースに

これから家を建てる人、リフォームする
人に、オール電化を提案しています。普
段は住宅会社を訪ね、週末は住宅フェア
などに出展してオール電化をアピール。
Web サービス「よりそうeねっと」に勧誘
したり、料金プランの見直しを提案する
のも仕事です。

中高６年間、ずっと陸上部で中・長距
離を走っていました。最初の５年間は何
の結果も出せなかったんですが、高３の
最後の大会で、下越地区の１位になりま
した。振り返れば高２の時、結果が出せ
ないことが悔しくて「来年は絶対１位をと
る」と密かに決意し、練習に向かった。
初めて明確な目標を定めたことで結果が
出た、あの経験は、今の仕事にも活きて
いると思います。

ここが
ゃ
ポイントじ
ないかな

失敗もありました。苦手な方と直接話
すのを避けた結果、
行き違いが生じて「歴
代最低の営業マン」とのおしかりを。で
もそれ以来、 直接会うこと、話すこと
を心がけていたら、
「最近、がんばってる
ね」と声をかけてもらいました。信頼して
もらうのは難しいことですが、営業先の方
から BBQ に誘ってもらったりすると、気
持ちが通じたかなとうれしくなります。そ
れは、営業という仕事をしていてよかった
と思う時。そんな私の今の夢は、日々、
お客さまに提案しているオール電化の家
を建てることです。
IHクッキ
ン
お手入れ グヒーターは
オール電 が楽。
そ
化の魅力れも
です

Webで電気料金や過去
の使用量などを調べら
れる
「よりそうeねっと」
への加入を勧めている
なる
わかり ほど、
ました！

仕事のヤリガイ
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営業先やお客さまに
喜んでいただけること

新築する方にオール電化の導入を勧
めてもらうよう、
ハウスメーカーのモデ
ルハウスで提案するのも仕事

仕事のカチカン

ギブ＆ギブ＆テイク

地域に密着し、
電気のある暮らしを支えています
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My Voice

すべての家庭に安全に、安定した電気
を届けるため、担当エリア内（新潟市中央
区・東区・西区・江南区・西蒲区）にあ
る電柱・電線などの配電設備の保守・点
検を行っています。
電柱を１本ずつ点
検しながら、配電設備に異常がないか確
認し、もし停電の原因となりそうな設備が
見つかった場合はすぐに修理を行います。

サッカーで鍛えた体力・精神力が今の仕事でも役立っています ！

暮らしに欠かせない
「電気」
を
365日守る、届ける。

東北電力 株式会社

日々メンテ
ナンスして
く
人がいる
から、毎日 れる
電
気が
きちんと届
くんだね！

その他／電気サービス

備
配電設
今日も
ルに
ー
ロ
パト
ま〜す！
出発し

「かっこいい」。
それが
この仕事を選んだきっかけです
勉強があまり好きではなかったので、
高校を卒業したらすぐに働きたいと思って
いました。会社を選んだのは、パンフレッ
トで電柱に昇って作業している写真を見
たのがきっかけです。かっこいいと思って
選びました。

部活を通して鍛えられた心と体
今の仕事にいきています
６年間ずっとサッカーをやっていました。
通っていた高校は部活動がとても盛んで、
練習量が多いのはもちろん過酷な練習も
多かったのですが、３年間耐え抜き、乗
り越えられたことは大きな自信になりまし
た。体力的にも精神的にも成長できたと
思います。今の仕事は、デスクワークだ
けでなく現場での作業も多く、雨風の強
い中での作業もたびたびあります。どん
な環境でも安全で確実な作業が求められ
る体力勝負の職場では、高校時代に鍛え
た体力と精神力が役に立っています。

File No_27

暮らしを支える配電技術のエキスパート
みな がわ

東北電力株式会社 新潟営業所
配電技術サービス課

【出身校】新潟市立木戸中学校、新潟県立新
潟工業高等学校
【趣味】
フットサル

必殺仕事人

7つ道具

私の

大切にしているのは
いろいろな視点で考えること
いつも、
さまざまな視点から物事を考え、
スピーディーに判断するように心掛けてい
ます。配電設備の保守には、お客さまの
ご協力とご理解が欠かせません。たとえ
ば、電線に庭木が接触しそうになってい
る時には、伐採のご協力をお願いしたり。
大切なのは、自分の視点だけで考え
るのではなく、複数の視点から物事を考
えることだと思っています。試行錯誤しな
がらも、お客さまに喜んでいただけるよう
に取り組み、今後は、自身の視野を広げ
るためにも、後輩の教育も経験したいと
思っています。

仕事のヤリガイ

けい すけ

皆川 慶輔 さん（28歳）

〜！
ここだよ

ボルトを締めたり、
各家に引
き込んだ電線を切断・接続
したりする道具をいつも身
に付けて作業。
安全帯ロー
プで体を支え、いつでも両
手が使えるようにしています

「入社当初は高いところ
が苦手だった」
という皆
川さん、時には高所作
業車で高いところへ。
「今では慣れました」
と
笑う。新潟営業所が管
理している電柱の数は
何と約6万9000本！

「電気」
はこうやってみんなの家まで届くんです！
送電線

発電所

地域の暮らしを
支えていること

送電線

鉄塔

仕事のカチカン

配電線

変電所

電柱

お客さま

お客さま目線で
スピーディーに
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JOB Category

JOB Category

販売／農業機械の営業

販売／農業機械の営業

これからは新潟の田んぼでも、
ドローンの飛ぶ姿が
見られるようになりますよ！

未来に向けて
「かっこいい」
農業を支える

「農業の元氣はクボタから」
という
考えのもと、農家や農業法人に農
業機械を販売。
使い方のアドバイス
や農作業の方法などを通して新潟
県の農家をサポートしている。新た
な農業の担い手を育てるのも仕事

農業の世界も今、どんどん進化してい
て、最近ではコンピュータが取り入れら
れるようになってきた。
ちなみにこのド
ローンは農薬散布に使うもの。
ドローン
は手間・労力・時間を省くことができる
農業の強い味方として、今や未来の農
業に欠かせない重要な機械なんです。

この大型
ト
タイヤの ラクターの
直
私とほぼ 径はなんと
同じ17０
cm！

農業の課題を解決し常識を変える
スーパー営業マン
ぐろ けん

た

ろう

目黒賢太郎 さん（36歳）
株式会社新潟クボタ
スーパー担い手営業推進部 営業

【出身校】新潟県下田村立（現三条市立）下
田中学校、新潟県立三条東高等学校、茨城
大学農学部生物資源化学科
【趣味】
ドライブ、旅行

まだまだあります！ 手間・労力・時間を担ってくれる色々な機械！

この変
わっ
何に使 た機械は
うんだ
ろう？

170cm

クボタでは建設機械の開発もし
ている。
これは一度に多量の土
さいせき
砂や砕石などをダンプカーに積
み 込 むことが できるホイール
ローダー。

農業機械の販売を通して
無理や負担を減らす農業を提案
30ha以上という田畑を耕している大規
模農家に、農業機械を勧める仕事をして
います。展示会で機械の使い方や効果
をアピールしたり、担当しているお客さ
んのところに行って、よりいい生産方法
をアドバイスしたり。これまでの農業は
勘に頼って肥料の量なども比較的適当
でしたが、パソコンが導入されてからは
量なども管理しデータに基づいた生産が
できる。農業機械を使って無駄や負担を
減らす農業に取り組んでいます。

身近だった農業を学びたくて
大学は農学部へ
中高では野球をやっていました。昔か
ら「まじめすぎる」と言われていて、自
分のエラーで逆転負けをした時などは、
仲間からも監督からも「自分を追い込
むなよ」と声をかけられたほど。文部両
道で勉強もできたらかっこいい、モテる
んじゃないかと思って、勉強もまじめに
取り組んでいました。
8
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株式会社 新潟クボタ

File No_28

め

WORKING
FILES

農学部を目指したのは、実家が兼業
農家で農業が身近だったこと、あと生物
が得意だったから。でも志望していた大
学に行けなくて人生で初めての挫折を味
わい、県外の短大で農業を勉強してか
ら３年次で茨城大学に編入しました。
卒業後は地元に戻ろうと思っていたの
で、就活では新潟県の合同企業説明会
に参加。たまたま行った新潟クボタの
ブースで「農機具の販売を通して農家の
手助けをする」つまり「楽」を売る仕事
と聞いて「いいな、やってみたい」と興
味が湧いて応募しました。

My voice

大学で学んだ生物や
化学は、今、田畑の土
の状態を見たり、
農薬を
使ってもいいか判断す
る時に役立っています。

！
まーす
動かし

機 械 の 性 能を知っ
ていただくために、
時には実際に運転
して実演することも

枝豆消費量日本一の新潟ならで
はの機械、
枝豆コンバイン
！ これ
さや
１台で豆の収穫から莢むきまで
の作業を短時間で終えられる。

玉ねぎ専用の収穫機、
オニオン
ハーベスタ。
なんとこれ１台で混
ざり込んだ石や腐った玉ねぎを
自動で仕分けてくれる。

モノを売る前にまず自分を売る。
大切なのは信頼してもらうこと

自分の持ち味をいかして
お客様の負担を軽くする

農業をもっと魅力的に。
「かっこよさ」を支えたい

農業機械というのはすごく高価で１千
万円以上するものもある。買ってもらう
には信用、信頼が第一です。では信頼
してもらうにはどうしたらいいのか。自
分なりに考えたのは、 時間や約束を
守って、素早く対応すること。相手のこ
とを考えて、忙しくない時期や時間帯に
行くこと。見えないところでも手を抜か
ないように、準備を怠らないこと。商い
の世界では「モノを売る前に自分を売
れ」という言葉がありますが、まさにそ
れです。一度、田植え機の販売台数で
県１位となり表彰されました。これまで
の自分のやり方は間違っていないと証明
されたようで、自信につながりましたね。

仕事をやっていてうれしいのは、お
客様の重労働を軽くできた時。以前、
お客様と話していたら稲刈りの時に出る
モミの運搬が大変だと。自分もやってい
たから分かるんです。
１袋30kgくらいあっ
て、中学生になった時にやっと持てるよ
うになりましたから。
「がんばればなんと
かなるけれど」と言いながらも無理して
いるようだったので、コンバインを勧め
ました。モミの運搬もなくなり、作業も
早くなったと、とても喜ばれました。ど
のように人に接し、営業するかは人それ
ぞれです。私の場合は人当たりがいい
らしく、お客様も後輩も気軽にいろいろ
聞いてくれたり、イベントの時でも以前
に担当した方が挨拶しに来てくれたりす
る。それを自分の持ち味にしてこの仕事
を続けていきたい。

農業というと３K
（キツイ、キタナイ、キ
ケン）とか、ダサいとか思われる人もい
るかもしれませんが、そんなことは絶対
ない。確かに楽ではないけれども、自
分たちの体をつくる食べ物を作っている
大切な職業です。当社には米の輸出を
行う子会社もあり、可能性も広がってい
る。自分自身としては、楽でもっと利益
を上げられる農業の姿をアピールしてい
きたいと思っています。大型の機械に乗
るのって、単純にかっこいいじゃないで
すか。もちろん土地を守る姿もかっこい
い。そんなかっこよさを支える仕事だと
胸を張って言える。私自身、大学受験
で失敗して、でもここまで来ました。中
高生のみんなには、興味のあることは、
あきらめずに挑戦してほしい。遠回りし
ても、たどり着けばいいんですから。

農業機械ってダイナミックでカッコイイ！
機械のおかげで、
農業のカタチも
変わってきてるんだね。

仕事のヤリガイ

自分にしかできない
ことを見つける

仕事のカチカン

信用第一
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JOB Category

製造／日本酒メーカーの企画広報と営業

麒麟山の魅力を伝えて
日本酒ファンを増やす

製造／日本酒メーカーの企画広報と営業

会社の
を造る
日本酒
は毎日
営業さん てるの？
事をし
どんな仕

麒麟山酒造 株式会社
創業1843（ 天保14）年の酒造メー
カー。地元、阿賀町で穫れた米を使
い、すぐそばを流れる常浪川の伏
流水で仕込む。何よりまず地元の
人に親しまれ、日々、飲んでもらう
「地酒」
を造っている

MIRAIS BOOK 3

今日も元気に
行ってきます
！

担当しているのは新潟市
西区、南区と秋葉区の酒
店と百貨店。群馬、長野
の特約店もお客さんです

パンフレットも麒麟山
の魅力を伝えるため
の大事なアイテム

日本酒の魅力を
発信するのが仕事

相手がハッピーになれば
私もハッピーになれる

自社の日本酒を、もっと飲んでもらうに
はどうしたらいいのかを考え、形にする
仕事です。若い人にも手にとってもらえる
ようにラベルのデザインを変えたり、お客
さんの意見を酒造りを行う蔵人に伝えて
いかしてもらったり。同時に、ブログなど
の SNS 発信や海外への輸出業務も担当
しています。

仕事をする中で一番大切にしている
のは、相手をハッピーにすること。
「おい
しい」
「買うね」
「売れたよありがとう」
。
お客さんが喜んでいる姿を見ると、単純
に私もうれしいし、その積み重ねが、新
潟のお酒全体を盛り上げていくと信じて
います。売っているのはモノですが、一緒
にハッピーも売っている、そう思って仕事
をしています。
「前より生き生きしている」
そう友だちに言われたのは、ハッピーの
積み重ねのおかげでしょう。

くらびと

英語と映画を学びたくて
単身、
アメリカへ
高校時代は、将来、英語をいかした仕
事に就きたいと思っていました。映画が
好きだったこともあり、映画を英語で勉
強しようと自分で調べて、アメリカのコミュ
ニティカレッジに進学。修了後はアメリカ
の大学に編入しようと思っていましたが、
両親から「帰ってきなさい」と。そこで３
年生から新潟大学に編入。映画のゼミに
も入り、４年の時には奨学金をもらってフ
ランスへ留学、映画の勉強をしてきました。
フランスから戻ってきたら、もう就職活
動の時期。ふと浮かんだのが酒蔵でした。
き りん ざん
というのも、大学で麒麟山酒造の社長の
特別講義を聞いたことがあって、その時
に試飲させてもらった「kagayaki」が強
烈に記憶に残っていたんです。華やかな
香りですごくおいしくて、日本酒のイメー
ジががらりと変わった。実を言うと、山
形の実家は酒屋で日本酒は身近でした。
そこでハローワークに行ってみたら、新
卒募集の酒蔵の中に麒麟山酒造もあった
んです。しかも職種を限定しない上「日
本酒の魅力を伝えたい人、新潟に愛情を
持っている人」とあった。それなら私でも
いいかもしれないと思って応募しました。

File No_29

「つくり手」
と
「飲み手」
をつなぐ翻訳者
むこ うだ

え

り

向田 絵梨子 さん（31歳）

輸出先とのやりとりは、英語で対
応。
留学経験が活かされています

仕事のヤリガイ

「酒店」
と
「飲み手」
のご縁を結ぶプランナー
さくら い

ラベルや パッケージは、
伝統を大切にしながら目
を引くデザインに。
会社の
考えをデザイナーに伝え
て、
形にしてもらいます

お客様からいただく
仕事のカチカン
ウマい！の一言

か

こ

麒麟山酒造株式会社 営業部 営業

【出身校】山形県白鷹町立東中学校、山形県
立長井高等学校、
Palomar College（カリフォ
ルニア州）、新潟大学人文学部情報文化課程
文化コミュニケーション履修コース
【趣味】
映画・落語鑑賞

高校までは人見知りでした。留学して
「自分から言わないと始まらない」と気づ
き、変わりました。仕事を始めてからは、
相手に正直に伝えることが大事だと実感
しています。自分のミスやお客さんからの
声、言いにくいこともちゃんと言うことで、
解決や改善の道が開かれる。
相手
に伝えたいことがあったら、まず自分に
も正直であることが、伝わる第一歩では
ないでしょうか。

り

櫻井 里香子 さん（40歳）

麒麟山酒造株式会社 営業部
販促企画・輸出業務

何かを伝えたかったら
「隠さない」。
自分に正直であることをいつも胸に

お酒のこと、
会社のことを伝えて
麒麟山のファンをもっと増やしたい！

File No_30

こ

Tha
nk y
ou!
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【出身校】
黒埼町立黒埼中学校(現・新潟市立)、
新潟明訓高校、
東洋大学経済学部経済学科
【趣味】
ピラティス、
秘湯めぐり

「うまい！」
を、
みんなの
「あたりまえ」
にしたい
「うまいよね、このお酒」
。そう言って
もらうと、この仕事をやっていてよかった
と思います。私の仕事は、蔵人の気持ち
や自社のお酒の魅力を伝えること。いわ
ば、作り手と飲み手をつなぐ翻訳者であ
り、代弁者。だから、展示会やイベント
などで「うまい」と言ってもらったら、必
ず蔵人にその声を伝えます。今後は、広
報という仕事を通して「うまい」を日々の
あたりまえにしていきたい。
「飲み飽きし
ない」といわれる麒麟山の酒が、どうし
たらもっとみんなの毎日の中に溶け込んで
いけるか、考えて発信していきたいですね。

若 い 人にも出 会ってもらうには、
SNSやHPでの発信が欠かせません

いい仕事をするために
正直であること

会社の考えを知ってもらうために、
酒店の方を製造現場に案内することも

酒店と一緒に
日本酒ファンをつくるのが仕事

バイトが教えてくれた
人と関わるおもしろさ

酒店を回り、新商品の紹介や、売り方
の提案をしています。たとえば、白に赤い
花のラベルの冬限定酒なら「
『お正月、
久しぶりに揃った家族の真ん中にある麒
麟山』と、お客さんに一言添えてみては
どうでしょう？」と提案したり。営業は商品
を売る仕事。たくさん売りたいと思ってい
ますが、私自身は数字という結果より、
商品を売った先のことを考えています。飲
んだ人の笑顔、家族団らん。売ったお酒
が笑顔に結びつくにはどうしたらいいか
を、いつも考えて提案しています。

実は、高校時代からアルバイトをしてい
ました。大学時代もずっと接客の仕事を続
け、コンビニ、ファストフードや百貨店な
どを経験。それらを通して学んだのは、
基本的な礼儀作法とお客さんとの接し方
です。
「あなたがいるからまた来たわ」と
言ってもらったり、挨拶を褒めてもらった
り、
そんなうれしい経験が、
今の仕事のベー
スにあります。とはいえ、今の会社は３つ
め。高校時代は、なりたい職業が見つか
らなくて、学部も悩んだくらい。大学を卒
業して警察の仕事に就いたのは、アルバ
イト先で見かけた万引きをなくしたかった
から。その後、健康への興味から糀には
まって糀ドリンク店の店長に。さまざまな
経験をすることで、本当に自分のやりた
いことが見えてきた。それが「自分が本
当にいいと思うものを人に勧めること」
。
それで今の仕事に就きました。

は
調子 〜？
すか
で
どう

酒を造る蔵人との
コミュニケーション
も大切な仕事

仕事のヤリガイ

「すっかり麒麟山のファンになっちゃ
いました」と言ってもらうことが、やりが
いです。つまり麒麟山にハマるきっかけを
作ること。少し前、女子だけの飲み会を
計画して実現しました。女性相手というこ
とで、少しずついろんな種類が飲めるよう
にお酒を選び、料理にこだわって店を決
め、クイズも考えて。
「またやって」と言
われて第二回目も。こうした会を通して麒
麟山のファンを増やすことは、さらなる 日
本酒ファンをつくることにもつながる。麒
麟山というお酒と飲む人との距離を近づ
けることになるんです。何より、私自身が
麒麟山のファンなんです。味、酒造りに関
わっている蔵人や社員、すべてを信頼し
ていますが、それらの核、求心力となって
いるのは会社の考え方。阿賀町津川とい
う場所を大事に、仕込み水の源となる森
林を守るために木を植えたり、地元の農
家と協力して、ゆくゆくは地元阿賀町産の
米100%で酒を造ろうとしていたり。１杯の
お酒に込められている
「物語」
を、
ちゃんと、
たくさんの人に伝えていきたいですね。

こうじ

自分が好きなものの
仕事のカチカン
ファンになってくれる！

麒麟山酒造の
営業さんってスゴイ！
日本酒の魅力を伝え、
を作る
飲んだ人の「笑顔」
仕事をしているんだね！
関わる人を
いかにハッピーにするか
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JOB Category

建築土木／工事現場の監理技術者

建築土木／工事現場の監理技術者

株式会社 福田組

力を合わせて
未来の暮らしを支える

現場で
土木の なんだか
性って ！
働く女
いいね
かっこ
事を
んな仕 ？
ど
体
一
な
るのか
してい

ビルやマンションなどの建設工事
のほか、道路や河川の土木工事の
企画、設計、監理までを一貫して手
がけるゼネコン。新潟県で初めて
道路舗装部門を発足させ、独立さ
せ た。業 務 の 範 囲 は新 潟から全
国、
アジアへと広がっている

成果が目に見える形で残る。
それが達成感を大きくしています

女性が少ないからこそ
働きやすい環境になっている

今の仕事を選んだのは、工事現場の
アルバイトで交通誘導をしたのがきっかけ
です。
「道路の下ってこんな風になってる
んだ」と、普段は見えないところが見え
て感動しました。現場監督の姿もかっこ
よかったし、日々変化していく現場に手応
えも感じられました。土木というと役所や
コンサルタントを選ぶ道もありますが、工
事の開始から完了までに携わりたかった
んです。
一番のやりがいは、成果が
目に見える形で残ること。ひとつの現場
が終わるたびに達成感が味わえるのもい
いですね。つらい現場ほど「やった、終
わった」という感動が大きくて、しばらく
して近くを通ると、立ち寄って確認するこ
ともあります。自分が関わった橋や道路
を車が走っているのを見ると、文句なし
にうれしいですね。

土木という仕事は、３K
（キツイ、キタナ
イ、キケン）のイメージが強く、女性も多
くありません。でも、少ないからこそ気を
遣ってもらっているのも確かです。会社や
建設業界では女性の声を吸い上げようと
いう動きがあって、たとえば女性トイレの
設置が義務づけられたり。現場でも重い
ものを持っていると運んでくれたり。女性
にとってとても働きやすくなっています。
私にとっては、行ったことのない場所
で働けるのもこの仕事の大きな魅力です。
大学も「どうせなら、普段行けないよう
なところを選ぼう」と思って沖縄に行きま
したが、仕事をしながら環境を変えてい
けるのは刺激があって楽しい。そういうシ
ンプルな気持ちで、この業界を選ぶのも
いいと思います。
これからは、ひとつの考えにこりかた
まらずに、もっといろんな考えを受け入れ
るようになりたいです。
私自身せっ
かちで、自分の考えに偏りがちですが、
人の考えを取り入れた方がうまくいった
り、早く進んだりすることがあります。現
場ごとにメンバーが変わるので人それぞ
れの得意、不得意も見ながら、監理とい
う仕事をしていきたいと思っています。

コンクリー
トなどは工
必要な分だ
事に
けを計算し
て仕入れま
数量ぴった
す。
りに使い切
った時は
とっても気
持ち良いで
す！

File No_31

未来のまちを作る工事現場のプロデューサー
かず ま

あい

数間 藍 さん（30歳）

株式会社福田組 新潟本店土木部
監理技術者

橋や道路をつくったり
撤去する仕事です

劣等感のかたまりだった学生時代。
つくることへの興味から土木コースへ

現在行っているのは、橋を支えていた
橋脚部分を撤去する工事です。現場では
監理技術者として、工事が図面に沿って
滞りなく進んでいるかどうか、安全が確
保されているかなどを管理しています。今
の現場は自宅から遠いので、10 ヶ月の
工期の間、会社が借り上げてくれたア
パートから通っています。

小学校から高校にかけては劣等感のか
たまりでした。優秀な人が多い中「でき
ない」と思われるのが嫌で、必死で勉強
しましたが、勉強自体はあまり好きではあ
りませんでした。ただ、母が数学の教師
だったこともあって数学だけは好きで、高
校は理数科を選択。大学で建設学科、し
かも土木という女子の少ないコースを選
んだのは、都市づくりに興味があり、土
木なら建物だけではなく幅広く学べるだろ
うと思ったからです。父がハウスメーカー
に勤めていて、小さな頃から住宅を見に
連れてってくれたり、
祖父が庭にブラン
コを作ってくれたり
と、作ることが身近
だったこともあるか
もしれません。

きょうきゃく

男性が多い
職種
ですけど
赤が好きな
んです♩

My voice

12

沖縄で過ごした４年間はとても刺激的で、
自分の固定観念や価値観を良い意味で
大きく変えてくれました。

【出身校】新潟大学教育学部附属新潟中学
校、新潟県立国際情報高等学校、琉球大学
工学部環境建設工学科土木コース
【趣味】
カラオケ
（十八番はテレサ・テンの
「つぐない」）

自分をまるごと受け入れてくれた
沖縄。
あの経験が今のベースに
仕事は常に共同作業。重機を動かす
人、補助する人、指示する人、みんなで
一緒に作り上げるから、達成感も大きい。
今でこそ、いろんな人と出会い、話すの
が好きですが、高校まではそうではあり
ませんでした。変わったのは沖縄で過ご
した大学時代。沖縄の人は、相手がどこ
の出身とかどこの大学とか関係なく、心
を開いて受け入れてくれます。すると、こ
ちらも自分を開くことができる。できない
ことも含めて自分をまるごと受け入れても
らえるという経験をしたからこそ、人と関
わる仕事がしたいと思えたんでしょうね。

古くなった橋の脚を解体するために、機械
で川の中を掘って取り上げたもの。新しい
ものを作る工事だけでなく、使わなくなった
公共建造物を解体するのも仕事の一つ

WORKING
FILES
MIRAIS BOOK 3

土木現場
とても働き は女性にとって
やすい環
境な
そして仕事
を通して様 んだね！
々
行ける仕
事ってとっ なところへ
ても魅力
的！

後ろに見えるのが新しい橋

工事は長い時は2年に及ぶこともあります。
完成までの大きなスケジュールを把握しな
がら、毎月・毎日の施工スケジュールをコン
トロールします

ビルの8階分もある背の高いクレーン。大き
な機械を扱うから、常に現場の作業者の安
全を第一に、
管理を行います

仕事のヤリガイ

努力がカタチに
残ること

仕事のカチカン

柔軟性を
大事にする
13

WORKING
FILES
MIRAIS BOOK 3

JOB Category

JOB Category

製造／印刷物の配送管理

その他／マーケティング支援サービス

会社やお店のメッセージを
着実に届ける
File No_32

My Voice

印刷物をちゃんと手元に届ける手配士
せき ぐち

しょう こ

島津印刷 株式会社

「お客様の仕事を楽しくする」
それが私の役割！

雑誌や社史などの書籍からカタロ
グやポスター、
カレンダー、
チラシな
どの印刷を中心に広告の企画デザ
インやホームページ制作などを手
がける総合印刷会社

理科と数学が昔から好きだったおかげか、
納期までの無駄のないスケジュール管理が得意です！

WORKING
FILES
MIRAIS BOOK 3

グローカルマーケティング 株式会社

新潟県内の企業や行政、小売店など
に対して「 売 れる仕 組 みづくり」
（＝
マーケティング）を行う。マーケティン
グの力で新潟の経済を活性化させ、
働く場所をもっと増やしていきたいと
考えている
「地域創造カンパニー」

My Voice

働く人を生き生
きさ
マーケティングに せる
ついて
聞いてみたよ。

図工や美術を学んだ経験は、
お客様と企画を考え、
発想をカタチにする段階で役に立っていますね。

関口 翔子 さん（24歳）

島津印刷株式会社 生産管理課 配送部署

【出身校】阿賀野市立水原中学校、新潟県立
新発田高等学校理数科、新潟薬科大学応用
生命科学部食品化学科
【趣味】
ダンス

File No_33

売れる仕組みを考えるアドバイザー
えん どう みなみ

遠藤 南 さん（29歳）

グローカルマーケティング株式会社
マーケティング支援部 マーケティングコンサルタント

【出身校】新潟市立坂井輪中学校、新潟大学
経済学部経済学科
【趣味】
ドライブ、
ダムめぐり

印刷物を発送する仕事です
スーパーのチラシや商品をアピール
する POP 広告など、社内で制作した印
刷物をお客さんに届ける発送の手配を
しています。送り状を作ったり、運送会
社に連絡するのが主な業務です。

配送モレが
ないか、
こまめにチェ
ック!

商品の「パッケージ」に
興味を持ったのがきっかけ
中学の頃から理系科目が好きで高校は
理数科へ。大学では食品や栄養を研究し
ていたことから、就活スタート時は食品
メーカーを考えていました。ただ、ある
面接で「商品が売れるにはどうしたらい
い？」と聞かれ、
浮かんだのがパッケージ。
その時、パッケージをつくる仕事に興味
を持ち、印刷という仕事を選びました。

仕事のヤリガイ
14

計画通りに進められると
「やった！
（*^^*）」
と思う
一日中机にいて、内容も日々だいた
い同じ。
「飽きない？」と友達に言われ
ますが、私は楽しい。
「この発送は前も
やったな」と思い返してスムーズに手配
できたり、自宅に届いたチラシが自分
が手配したものだったりすると、小さく
「やった！（*^^*）
」と思います。業務で
はいくつかの発送を同時にこなさなけれ
ばならず、それぞれに納期（締切）も
違いますが、効率良く進めるのには、
大学時代の実験や研究が活きています。
たとえば納期というゴールに向けて
すぐに
使ったら
！
おきます
補充して

一つ一つを
積み上げていく達成感

無駄のないスケジュールを組み立て、
実践したり。一つずつ着実にこなし、無
事ゴールにたどり着いた時の達成感は、
数学で答えが出た時にも似ています。

小さなあたりまえのことを
積み上げていきたい
働いて１年目、急な変更を発送担当者
にうまく伝えられなかったことがありまし
た。その時以来、同じ作業に関わってい
る先輩にもメールで届いた指示を転送し
たり、メモを必ずとるように心がけていま
す。
仕事には必ず相手があります。
スムーズに進めるためには、相手がわか
るようにちゃんと伝えること。そんな「あ
たりまえ」をきっちり積み上げていくことが、
一番大切だと思っています。

机の上のカレンダ
ー
には、
スケジュールを
書き込んで
終わったらラインマーカー
で必ずチェック。進行ごと
に色を変え、
どこまで進ん
だかを一目で確認できる
ようにしている

仕事のカチカン

印刷物がみんなの
目に触れるまでに、
見えないところに色ん
な
仕事があるんだね。
相手のことを考えて
あたりまえのことをキチンと

どうしたら売り上げが上がるか。
仕組みを考えて提案します
マーケティングという仕事は「売れる仕
組み」をつくること。レストランや農家、
パン屋、ケーキ屋など個人で経営し
ている
きゃくあし
方を相手に、客足や売り上げを増やせるよ
うな仕組みを考え、アドバイスをしています。

就活でマーケティングの
おもしろさに目覚めて
まず就職したのは東京にあるマーケ
ティング会社でした。マーケティングとい
う仕事に興味を持ったのは、大学３年の
企業説明会の時。何気なく立ち寄った市
場調査会社のブースで、あるファスト
ファッションブランドが都内のどこに出店
するかを一緒に考えて提案したと聞き、
そういう仕事があるんだと知って、おもし
ろそうだなと。
３年ほど働いた頃、新潟市内のコイン
ランドリーからお客さんを増やしたいと依
頼がありました。それをきっかけに新潟
でもマーケティングの仕事ができないか

仕事のヤリガイ

な、と思うようになり、ネット検索してた
どり着いたのが今の会社でした。社長ブ
ログを読み「この会社で働けるなら新潟
に帰ろう」と思いが募ってFacebookで友
だち申請。それをきっかけに会ってもら
い、採用に至りました。

「こうだったらいいのに」が
マーケティングの第一歩
どうしたらお客さんが増えるのか、モ
ノが売れるのかを考える時、アイデアは
普段の生活の中にあることが多いんで
す。テレビで見た行列のできる店の工夫、
「こういうサービスがあったらいいのに」
とお店で思ったこと。だからこそ、一人
の客、消費者としての目線をいつも忘れ
ないようにしたい。
一方では 「ちょっと勇気を出して人
のやらないことをやってみよう」と目立ち
たい気持ちもあります。前県知事に、商
工会議所の新年会でお会いした時「当社
で企画したマーケティングランチにゲスト
として来てください」と初対面ながら言っ
て、実現させたのもその一つでしょうね。

人が考え付かない
ことをやる

仕事のカチカン

楽しく仕事をする、
そのきっかけを作りたい
お客さんの売り上げを伸ばすという目
的を、私自身なりに言い換えると「楽し
く仕事をしてもらえるような仕掛けをする」
こと。
売り上げという結果が出れば、
お客さんも仕事がもっと楽しくなるだろう
し、さらに新しいことにもチャレンジでき
るかもしれない。そんなお客さんの生き
生きとした姿を見たいし、そのきっかけ
をマーケティングで作りたい。
ペン
これじゃ とメモ帳は
ない
ここから とダメなんで
す。
色々なア
イ
生まれま デアが
す

実はチラシにもいろんな
マーケティングの仕掛け
が たくさん 。例 え ば メ
ニューのデザインでは
「特
上・上・並」が並んでいる
と、多くの人が真ん中の
「上」を選ぶ、という人間
の心理を応用することも

お客様に
「自分の仕事が楽しい」
と思ってもらえる
15

WORKING
FILES
MIRAIS BOOK 3

JOB Category

サービス／ビルメンテナンス・清掃の営業

株式会社 バウハウス
アパートやマンションなどの住まいか
ら飲食店やスーパー、
さらには高い
衛生管理が求められる病院や食品工
場まで、
さまざまな空間を
「キレイ」に
している。障がい者や高齢者、子育て
世代を積極的に雇用し、社会貢献や
まちづくりの活動も行う。
ちなみに社
名の由来は、美術・建築の総合的な
教育を行った学校「バウハウス（ドイ
ツ）」の創造的な活動に惹かれ、自社
も常にそうありたいという思いから

高齢者も障害者も。
だれもが自分らしく働ける
場所をつくっていきたい

掲 載 企 業 一 覧

お

がわ

たか

p.6

グローカルマーケティング
株式会社

職場体験

2

4

現在は食品工場や飲食店で行う清掃
の営業と、現場責任者として清掃計画
の管理を担当しています。異物が製造
ラインに混入しないようにするなど、衛
生管理を保ちながら行っています。

夢を持っていた友人や兄弟が
うらやましかった高校時代
今の会社に出会ったのは高校時代のア
ルバイトでした。2・3 年するとバイトな
がらチームのリーダーになり、スーパーな
どを清掃していると「いつも丁寧にありが
とう」と声をかけてもらい、うれしかった
ことを覚えています。一方では将来に向
けてはっきりとした夢が持てず、卒業後は、
親に言われるまま公務員を目指して専門
学校へ。音楽家を目指している友だちや
美容師になりたいという双子の兄がうら
やましかったですね。
公務員を目指して就活しましたが、落
ちてしまい、結 局、印 刷 会 社に就 職、
液晶パネルを製造するラインで６年ほど
働きました。それなりに認められて班長

仕事のヤリガイ
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いい仕事を通して
たくさんの人に頼られる

段周りを
今日は階 レイに
キ
に
的
点
重
ます
していき
時間内に清掃を完了す
るためには、
チームワー
クが何よりも大切。
こま
め に声を掛け合 い 、
ゴールを目指します

仕事のカチカン

3

6

p.8

「農業の元氣はクボタから」新潟県の
農業の未来を支えるパートナー。
〒950-8577 新潟市中央区鳥屋野331
☎025-283-0111
www.niigatakubota.co.jp

相手のためになる
行動を心掛ける

北区

2

秋葉区
弥彦村

新発田市

阿賀町

4

＝受け入れ可
＝条件により可。
ご相談ください。
＝受け入れ不可

8

田上町
加茂市

1

6

株式会社 福田組
p.12

総合建設業としてお客様の思いをカタチ
に変えていく一品受注生産の仕事です。

長岡市

〒951-8668 新潟市中央区一番堀通町3-10
☎025-266-9119
www.fkd.co.jp

体験実績 無 職業講話

職場体験

株式会社 市民調剤薬局
p.4

7

島津印刷 株式会社
印刷技術を基にした情報ソリューション
の展開。

〒950-1151 新潟市中央区湖南24-3
☎025-211-3705
www.shimin-ph.jp

〒957-0000 新発田市富塚1419
☎0254-27-2101
www.shimazu-pnet.co.jp

体験実績 有 職業講話

職場体験

8

そうな
潟には面白
なるほど、新 んあるんだね。
さ
職業がたく 、職場体験なども
は
て
っ
企業によ
い！まずは
できるみた
てみよう。
電話で聞い

体験実績 有 職業講話

p.14

患者さんのことを第一に考え、安心・
安全を提供する調剤薬局。

職場体験

子どもの頃は祖父と過ご
すことが多かった。祖父
の背中を見て育ったこと
が、今の考え方にも影響
を与えていると思います

体験実績 有 職業講話

5

3
4

株式会社 新潟クボタ

職場体験

潟

鳥屋野

7

株式会社 バウハウス

職場体験

印刷会社での仕事にも、やりがいはあ
りました。でも私は、直接人と関わって、
手ごたえのある達成感を得たかった。何よ
りアルバイトしていた頃が楽しかった。もう
一つ、 人のために何かしたいという気
持ちがずっとあったように思います。祖父
が地域の世話役をしていて、小学校の頃
からボランティア活動を手伝っていたんで
す。いろいろな人に頼られ、感謝の言葉
をかけられている祖父を見て、あんな風に
なりたいと憧れていたのかもしれません。

新潟

体験実績 無 職業講話

〒950-0982 新潟市中央区堀之内南1-32-16-3F
☎025-248-1960
www.bauhaus-niigata.co.jp

「だれかの役に立ちたい」。
幼い頃から思っていた

2

央IC

多様な方々と力を合わせ、新潟の
環境・社会・まちづくりを行っています。

今は清掃チームのリーダーですが、
メンバーの技術が上がったり成長して
いくのを見るとすごくうれしい。だれかが
ほめられると、自分がほめられるより喜べ
る。バウハウスでは障がい者を積極的に
雇用していて、私も彼らとチームを組んで
います。すると、今まで気づかなかったこ
とに気づかされるんです。たとえばどのく
らいまできれいにするのか、どれだけ時
間をかけてやるのか、細かく聞かれる。
説明しているうちに、これはチームのほか
のメンバーにも伝えるべきことだと分かり
ました。言葉にして共有することで仕事の
精度を上げていくことができるんです。

5

新潟中

p.16

障害者や
高齢
方とのお仕 者の
事っ
どんな感じ て
？

体験実績 有 職業講話

村上市

3

〒940-0871 長岡市北陽1-53-53
☎0258-25-6610
www.glocal-marketing.jp

【出身校】新発田市立猿橋中学校、新発
田中央高等学校、新潟公務員法律専門
学校【趣味】
キャンプ

障がい者とチームを組むことで
仕事の精度がアップ

6

p.15

株式会社 バウハウス 営業部 営業部長

にもなりましたが、どこか満たされなかっ
た。バウハウスに入社していた高校時
代のアルバイト仲間に「うちの会社に
来ない？」と言わ れた時、すぐに「や
りたい」と思ったんです。

職場体験

中央区

グローバルな視野を持ちつつ、地域に
密着した「売れる仕組み」
を構築します。

よし

小川 敬禎 さん（37歳）

人のいる場所を
きれいにするのが仕事

〒951-8633 新潟市中央区上大川前通5番町84
☎025-321-5804
www.tohoku-epco.co.jp

職場体験や職業講話に対応している企業もあるよ。
興味のある企業があったらぜひ聞いてみよう！

仕事を通してまちと仲間を幸せにする
チームリーダー

東北電力 株式会社 新潟支店
お客さまのご要望に「より沿い」、新潟の
成長・発展に
「寄り添う」電力会社。

みらいず BOOK vol.3で紹介した人たちが働く会社をご紹介。

1

File No_34

5

体験実績 有 職業講話

麒麟山酒造 株式会社
p.10

東蒲原郡阿賀町で地元の人々のための
日本酒を造っている酒蔵です。
〒959-4402 新潟県東蒲原郡阿賀町津川46
☎0254-92-3511
www.kirinzan.co.jp
職場体験

体験実績 有 職業講話
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JOB Category

JOB Category

教育／スクールカウンセラー

教育／スクールカウンセラー

School Teacher
Vol.3
MIRAIS BOOK 3

スクールカウンセラーのお仕事

スクールカウンセラーの仕事は、小中学校や高校へ行
き、
生徒の相談にのることが主な仕事。
また先生方に対しては学校
で起きている問題への対応方法や、
生徒から受けた相談にどのよう
に応えていくことが効果的なのかをアドバイス。
保護者の方に向け
ては、
子どもとどう向き合うかを考えるお手伝いをしています。
スクールカウンセラーになるには臨床心理学等の知識が必要で、
新潟県では公立中学校のほとんどに、
また小学校や高校の中に
もスクールカウンセラーが配置されている学校があります。

新潟県 スクールカウンセラー
あ

べ しんぺい

阿部 心平 先生
新潟明訓高校、立教大学経済学部
経済学科から東京国際大学で福祉心
理・臨床心理を学び、保育施設職員を
経てスクールカウンセラーに。新潟
県内の大学の講師を勤める他、
小中
高等学校のスクールカウンセラー
として日々子供たちの良き
相談者として活躍中

カウンセラーになろうと決めた頃

普段は聞けない

Vol. 3

先生のお話

スクールカウンセラーの阿部先生は、
普段の生活の中や困った時に
みんなの支えになってくれる
頼もしい「ココロ」の先生。

どんな経緯で阿部先生は
スクールカウンセラーになったんだろう？
学生時代の私

面白いことが大好きだった
学生時代
とにかく面白いことが好きでした。ただ、自分で面
白いことをするのではなく
「こんな事をしたら楽しく
なるだろうな」
と考え、
そのアイデアを友達に伝えて
やってもらっていました。言うなれば裏方で人を動
かす仕掛けを考える放送作家のような存在でした
ね。言葉にとても興味があり、テレビやラジオに触
れながらいろいろなことを考えていました。今思い
返すとこうした経験は、生徒さんが話す言葉の裏側
にある気持ちに関心を持ち、
どうサポートすれば良
いかを考えることに役立っていると思います。

18

編入して心理学の世界へ、
人と関わることを仕事にしたい。
実は最初からカウンセラーを目指していたわけで
はなく、
大学では経済を学んでいました。
当時やりたいことがなかなか見つけられないまま
過ごしていましたが、進路を考えた際に
「面白いこと
好き」な私は人と関わる仕事に興味が沸いたんで
す。そんな時に大学の相談室にいた臨床心理士の
方に話を聞いたことがきっかけです。大学卒業後、
心理学を一から学びなおそうと、大学院ではなく大
学３年へ編入しました。その後、大学院で発達障が
いの児童対象の通級指導学級でボランティア活動
をし、
ご縁もありそちらで週二回非常勤の指導員と
して勤務。
この経験から人と関わることを仕事にして
いきたいと決めることができたと思います。
大学院卒業後は、知的障がいや自閉症の子どもが
通う保育園に勤務し、
１年間保育士として仕事をしま
した。
ピアノなど慣れないことばかりで怒られること
もあり大変でしたね。
その後、将来を考えた際、知人
から当時の新潟県のスクールカウンセラーのニー
ズや状況を聞き、
これまでの経験を生かして新潟県
でスクールカウンセラーになろうと決意しました。

真っ直ぐ目指してきた
わけではないからこそ、
これまでの色々な経験が
カウンセラーに活きています。

そしてカウンセラーとして働く今

カウンセリングは、
相手の良い部分を見て
力を引き出すこと。
この仕事で大事にしているのは、生徒さんのプラ
スの部分を見つけてあげることです。自分のいいと
ころを自分で言うことって、
なんだか恥ずかしくて苦
手な人が多いですよね。大人でもそうなので、特に
思春期の生徒さんは苦手な人が多いと思います。
だからこそ、話をしているなかでその子のいい部分
を見つけるようにしています。
カウンセリングは、そ
の子の力や能力を引き出してあげることです。友達
との関係に悩みを抱えていた子が成長し、
自らの力
で行動や考え方がどんどん変わっていく姿には驚
かされ、
その姿にいつも刺激をもらっています。

自分のいいところを
話すのって、恥ずかしくて
苦手な人が多いですよね

ー
問コーナ
質
！
リ
バ
先生へズ
相談室って行きづらい
イメージなんですが…
確かに、自分から進んで入ってきてくれる子は
少ないですね。
日本人って
「相談する」
とか、
カウ
ンセリングを受けることに対して元々抵抗がある
んです。
でもアメリカなんかだと、全然そんなこと
はありません。相談室は悩みを話すだけの場所
じゃないので、例えばスクールカウンセラーとい
う仕事や「心理学」
という学問に興味を持ったと
いう子でも、気軽にお話に来てほしいです。

友達との関係がうまくいくには
どうすれば良いですか？
よく、
「自分から話せない」
「なんて話せばいいか
分からない」
という子がいるんですけど、話が上
手なことよりも、
ちゃんと話を聴けることの方が、
人と信頼関係をつくる上で大事なことです。自分
の話を聴いてもらうと、安心するし、ほっとします
よね。あとは、友達と自分の「共通なポイント」
を
見つけることもオススメです。特に、好きなもの
が重なると自然と話が弾みますよね。

最近のマイブームは
なんですか？

は
阿部先生
えずに
構
って気
」
生
先
「
だね〜
いみたい
し
欲
て
を
話し
相談室」
気軽に「
！
みて
ノックして

D.I.Y（Do It Yourself＝自分でつくること）に昔
からこだわっています。髪の毛も自分で切るし、
何でも「自分でやれるものは、自分でやる！」が
モットーです。そんなに器用じゃないですが、自
分の責任で自分が楽しいと思うことをや
ることが大切だと思っています。
自宅入り口から玄関へのアプ
ローチのレンガ敷きも妻と一緒
に自分たちで施工しました。
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JOB Category

イベントプロデューサー／NPO運営

イベントプロデューサー／NPO運営

え〜！
！って
驚かれる
けれど
東京にい
た頃は
ブランド
大好き女
子でした
（笑）

中学生のときは学級委員や委員長、
卓球部の部長など、

やりたいことはなんでもやる、
「やりたがり」
でしたね。充
際教養科だったので、
留学生やハーフの子が同級生に多

NPO 法人 思いのほか 代表
「移住女子」運営

栗原 里奈さん（29歳）

これぞ 第３回
ワタシの
生きる道
｜イベントプロデューサー｜

当たり前のことができなくなってわかった

千葉県生まれの栗原さんは、
東京から新潟県長岡市の
中山間地域に移住。
食と農を通じて、
長岡の魅力を実感
できるイベントをプロデュースする
「NPO法人思いのほ
か」代表を務めています。
そのほか、
地方の暮らしの豊かさ
や魅力を伝え、
移住したい人の背中を押すためのコミュニ
ティ
「移住女子」
を運営するなど、
自身の経験と思いの詰
まった活動を通じて、
新潟の魅力を発信しています。

「このままじゃ、
だめだ」
千葉県松戸市で生まれ、
短期大学卒業後に東京で大手

たちの力で乗り越えたそうです。お米はあるし、
畑にいけ

て。
そんな暮らしに満足していたとき、
東日本大震災が起

を仲間と直した人もいました。
私はただ驚くばかりで。お

くて、お金はあるのに買えないということが衝撃的でし

ることが当たり前だったので、
震災体験や川口の人々の

だめだ」
と思ったんです。
これがきっかけで今の生活に疑

その後、
2012年の結婚を機に新潟県長岡市に移住。
2013

こったんです。
東京でもスーパーに行ってもお米が買えな

た。
その時、
「お金に頼りすぎている今の生活のままじゃ
問を持ち、
東京から出て地方移住したいという思いから

勤めていた会社を退職。
そうしなければいけない、
という
気持ちから不安は全くありませんでした。
その後、
東京の
人を様々な地方に連れていくツアーのプロデュースや

コーディネートをする仕事をさせてもらうことになり、
その
仕事のひとつで長岡市川口地域に関わりました。

川口地域は、
2004年に起きた新潟県中越地震の震源

地。
震度7を観測し道路は自衛隊の支援が入ってこられな
20

いほど破損。
そんな孤立状態の中を、
川口の人々は自分

のIT企業に勤めていました。
年に1回は海外旅行をして、
雑誌で選んだブランド服をデパートに買いに行ったりし

みらいの子どもたちに、
つなげたい想い
代表を務める
「思いのほか」
という団体では、
「畑ゴハン

塾」
を開いています。
生産者のお話を聞き、
体験で収穫し

く、
刺激の多い学校生活でした。

た農産物を使った料理を青空の下で食べるイベントで

ただ、
これがきっかけで自分は何がしたいんだろうと考え

デュースし、
「自分でつくること」
の大切さやおもしろさを

たんですが、
まわりの友人に影響され本当に学びたいこ

の魅力を発信し続けたいです。

勉強もがんばっていましたが、
大学受験に失敗しました。

るようになったんです。
大学はスペイン語の学科を受験し
とではなかったことに気が付きました。
そこからいろんな

学校に見学に行き、
中でも就職率の良かった短期大学に
決め、
メディアデザインを学びました。

やりたいと思ったことだけをやってきたけど、今まで

やってきたことは、
すべて今の活動につながっていると感

じます。
悩みすぎずに、
興味のあることはどんどん挑戦す
るといいですよ。

お世話になった荒谷集落
の方が作られた野草を使っ
た「ミヨ茶」。パッケージを
デザインしました。

す。ほかにも長岡の食や農に関わる様々な企画をプロ

実感してもらっています。
この活動を通して、新潟や長岡

長岡には、
「長岡野菜」
という伝統野菜があります。
若い

世代にはほとんど知られていませんが、
独特の気候風土

によって生産できる貴重な野菜です。消費されなければ

作らなくなるので、作り手も少なくなっているのが現状。
何もしなければなくなってしまうんです。
みらいの子どもた

ちに残していくため、常に、今何ができるかを考え活動し
ています。

新潟の輝く人とたくさん触れあって、
魅力を実感してもら

えるようにイベントを企画していますので、
中高生のみな

さんにもぜひ参加してほしいと思っています。
新潟は観光

地だけが魅力ではないはず。
そんなふうにしてみんなに
伝えていきたいです。
新潟はいいところだよ、
と。

PROFILE
常識
自分ら にとらわれず
し
生きて い道を切り開
いる人
に突撃 いて
取材！

ば野菜があるし、
保存食も蓄えてあったし。
少し傾いた家

金を払って物を手に入れたり、
誰かにやってもらったりす

MIRAIS BOOK 3

やりたいことはなんでもやる
実した生活を送ることに命を懸けていました。高校は国

新潟には、
未来につなげたい
ものがたくさんある！

The MY WAY
Vol.3

移住した女性同士で立
ち上 げ た団 体「 移 住 女
子」。新潟、長野に移住し
た女 性 たちの 暮らしや
日々の 活 動 の 発 信 、フ
リーペーパー「ChuClu
（ちゅくる）
」
の発行などを
通して、地方への移住を
考える女性のお手伝い
をしています。

くりはら り な

栗原里奈さん

【出身校】松戸市立第四中学校、千葉県立松戸国際高校、
自由が丘産業能率短期大学
【趣味】和太鼓
●NPO 法人思いのほか
https://www.facebook.com/omoinohoka/
●移住女子
https://ijyu-joshi.inacollege.jp

「畑ゴハン塾」
は畑を舞台とした
農家が主役のイベント。収穫体験
と野菜を使った料理を食べること
を通して生産者の方とふれあい、
食と農を学びます。

生き方から、
「自分でつくること」
の大切さを教わりました。
年11月には、
念願の川口で生活することとなりました。
だんだん
上手くな
って
きたて〜
くわ

農業も初めて。鍬の使
い方など、一から集落
の方に丁寧に教えて
いただいたんです。
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JOB Category

Mirais Knock
Vol.1

あこがれの仕事編

MIRAIS BOOK 3

Vol.01

！
花です ）
北村朋高等学校3年
田
して
（新発
を目指
助産師 門学校に
専
看護 します
進学

あこがれの助産師に
会いに行く！
会う直前の二人・・・

二人とも
ちは
今の気持
じ？
感
な
どん

5歳の時に弟が助産院で生ま
れ、｢優しく、強いお姉さんにな
ろうね｣と助産師さんが声をか
けてくれました。幼いながらに、
あすかさん
その姿が輝いて見えたんです。
！ 将来を考え始めて、助産師に関
ワクワク 係する本を読んで、やっぱりい
いなって思いました。

おじゃましまーす!

あすかさん

更科さん

ドキ
ドキ
・・・

テレビで熊本の慈恵病院の赤ちゃんポス
ト（※）について知ったのがきっかけです。
助産師さんが赤ちゃんだけでなくお母さ
んを身体的・精神的にサポートしている
朋花さん
姿に感動しました。
あと、
身体のことで悩
んだ時に助産師さんが優しく相談に乗っ
てくれて、
楽になった経験があります。

ほっこり純
和風

みちつき助産院

出産前後に入院するお部屋。自
宅のようにゆっくり過ごせるよう
に畳と布団にしています。家族も
一緒に泊まることができます。
診察室には出産に必要
な医療器具がそろってい
ます。ここで産まれた赤
ちゃんの沐浴もしますよ。

ようこそ〜！

私が一番好きな道具

更科さんが助産師になったきっかけは？
母は産婦人科の准看護師で、母が憧
れていたのが助産師だったの。
助産師
は正常な出産では、
お医者さんと同じ
ようにへその緒を切るなどの処置がで
きるんです。
助産師はお産に関して任
されているという誇りがあるなって、
そ
こに面白さやカッコよさを感じました。

助産師の仕事は、
お産を手助けするこ
と。
「産まれる」
というのは、
病気ではな
く、
一つの
「自然現象」
なんだよね。
お母
さんが自分の力を発揮するために、
健
康な体と心の維持をサポートして、
安全
安心に出産ができるようにしているの。
助産師の多くが病院で働いているけ
れど、
私は一人ひとりのお母さんとじっ
くりお付き合いがしたいなと思って助
産院を開業しました。健診を通じて心
身のサポートをしながら、出産を迎え
て、産後も母乳のことなど困ったらサ
ポートし続ける、
地域の
「お産・子育て
基地」
になりたいなと思っています。

更科さん

朋花さん

みちつき助産院は
こんなところ！

更科さん

助産師の仕事について具体的に知り
たいです。
あすかさん

※赤ちゃんポスト：色々な事情で子育てができない
親が匿名で赤ちゃんを預けることができる仕組み。
赤ちゃんの命を最優先に、お母さんと悩みを共有し、
一緒に考え解決することを目指している。

院へ
産
助
き
みちつ GO !
Letʼs

新潟市で唯一入院して分娩ができる助産院。妊娠出産、子
育てのサポートや性に関する健康相談にも応じている。
新潟市西区五十嵐1の町６３７９-９５ TEL ̲025-263-0303

Mirais CROSS TALKING
お母さんに長く寄り添う
助産院をつくる

あすかさん、朋花さんが、
あこがれの仕事「助産師」に会いに、
新潟市西区のみちつき助産院 更科佳子さんを訪ねました。
助産院の見学とインタビューで見えてきた助産師のリアルを伝えます。

！
すかです
年）
谷澤あ高
等学校3
田
発
（新
た！
部長でし
柔道部の二段です
柔道

知りたかった
「助産師の仕事」
から
「女性の中絶問題」
まで、
深〜くお話しました。

って
「助産師」
事
仕
な
ん
ど
？
う
ろ
だ
ん
な

更科さん

助産院には医師はいないんですよ
ね。
不安ではありませんか？
助産院では医師との連携が大切で
す。健診など、何度か病院にも行って
もらって、
医師から
「助産院で産んでも
大丈夫」
って言われた人だけがここで
産むことができます。
異常がある時は、

お話を終えて
した〜！
お疲れ様で
した！
重な体験で
とっても貴

あすかさん

朋花さん

さらしな よし こ

更科佳子さん

新潟大学医療技術
短期大学部助産学
特別専攻科卒業。
新
潟市民病院に10年
勤 務 後 、平 成 1 1 年
7月「 みちつき助産
院」
を開院。
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！
！
瞬
一
緊張の

へその緒は臍帯剪刀（さいた
い せんとう）で切ります。赤
ちゃんを万が一傷つけない
ために先が丸くなっているん
です。医療器械さえ赤ちゃん
にやさしいんですよね。

「あこがれの仕事」
に
出会ってみたい
中高生を募集します！

自分の気持ちだけではダメだよね。
相
手のことを考えれば、いま妊娠してし
まったら困るなと思いとどまったり、
対
策をとったりすることができる。
身体の
構造や避妊の方法など、
ちゃんと知っ
ていれば、
自分の身体も、
相手の身体
も守ることができる。相手を思いやる
気持ちと性の知識、
両方に対する教育
が必要だなと思っています。

助産師として妊婦さんや旦那さんと接
する際に気をつけていることはありま
すか？

そうね、
「話をよく聴く」
ってことかな。
どうしても、
医療者は教えることが多く
更科さん
なりがちだけれど、
人としては対等。
そ
の人の考えに寄り添いながら、本人
が選択できるようにサポートすること
を大切にしています。
あとは、
お産って
「家族を再構築すること」でもあると
思っているの。
まずは、お母さんが満
足してお産ができることが大事。
その
ためには、
旦那さんとの関係性も良好
であるように気を配ることもあります。

聴ける・待てる助産師に
なってね

相手を思いやる気持ちと
性の知識、
伝え育みたいな
（※）
「さらば、
悲しみの性」
っていう本を
読んで、
中絶の現状を知り
ました。
あすかさん

人工妊娠中絶って報告されているだ
けで、年間約17万5千件あるんです
更科さん
（平成27年度 衛生行政報告例の概況
厚生労働省調べ）。
どうしたら解決で
きるかな？
朋花さん

更科さん

性教育ですかね？
そう、性教育は大事。人間も動物だっ
て考えると、
この人が好きだなという
気持ちが起こって、身体もそういう風
になってくれば、人と人が抱きしめ合
いたいと思うことは自然なこと。
でも、

今回、助産院の良さに気づいた
ので、助産院についてもっと深く
学んでみたいです。ボランティア
でお母さんや赤ちゃんにもふれ
あいたいです。

更科さん

助産師

素早く見つけて医師にバトンタッチしま
す。
助産院にも緊急時に対応するため
の最低限の器具はそろえてありますよ。

朋花さん

助産師に出会う場面はそうないです
よね。
産んだお母さんたちも
「初めて
出会った、
知った」
っていう人が多い。
自分から学んで、
助産師になりたいっ
て思ってくれるなんて嬉しいです。

朋花さん

助産師を目指すうえで、いまできるこ
とやしておくべきことなどがあったら
教えてください。

「人の話をじっくり聴ける人」
になって
ほしいですね。寄り添い、
その人がよ
更科さん
りよい選択ができるような聴き方を、
今からでも意識してみるといいんじゃ
ないかな。
あとは、
「待てるようになる
こと」。お産って、待つしかないんです
よ。例えば、やかんにお湯を沸かしま
す。
シューって沸くまで、
そのやかんの
傍にいると、
音っていろいろ変化する
ので、観察してみる。いい練習になる
と思うよ。
お産ってそういう変化を感じ
取ることが必要な仕事なんですよね。
※
「さらば、
悲しみの性」
河野美代子著/集英社文庫

更科さんの
「人を大切にする」
という
姿勢にとても感動しました。医療を
施すだけではなくて、
人に寄り添う、
人間的なあたたかみのある助産師
になりたいと思いました。

さん、
ん、朋花
あすかさ も素敵な
これから 指して
目
助産師を ！
頑張って

将来目指している職業があり、実際にその仕事についている社会人と会って話してみたいという中高生を
募集しています。希望する中高生の皆さんはみらいずBOOK編集部（みらいずworks)宛てに
「氏名・学校
名・学年・住所・電話番号・あこがれの仕事・なりたいと思った理由」
を書いてお送りください。

※職業によっては希望に添えないこともあります。
応募いただいた内容から選考の上、
決定させていただきます。
あらかじめご了解ください。

Mail：info@miraisworks.com ／ Tel&FAX：025-211-8383
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みらいずQuestion
Q.1

年

組

2. なんでそう思ったの？

番

きっかけは？

氏名
自分の似顔絵を描いてね

載っていた大人の生き方・働き方で

と思った言葉や内容はなんですか。

さんの

さんの

1.（
と思った理由は？

キミの名前

）の今憧れている仕事や興味のある仕事は？

と思った理由は？

3. 25歳の時の自分のヤリガイは
どんなものだろう？

Q.2

5. その時、あなたのカチカンは
どんなものだろう？

例：目黒賢太郎さんの仕事は、農業機械の販売を通して、新潟の農業をラクにすること
で、
お米の生産量を増やし新潟の農業や経済の活性化につながっていると思う。

（
）さんの
仕事は新潟の元気に
どうつながっていると思いましたか？

Q.3 どんなヤリガイですか？

なるほど！と思ったのはどの人の

そう思った理由は？

Q.4 どの人のどんなカチカンですか？

あこがれる、カッコいいと思ったのは、

4.

25歳の自分は誰を、
どんな風に元気にしているイメージですか？

そう思った理由は？

6. みらいずQuestionを

やってみて気づいたこと、
感じたことを書いてみよう。

あなたが今一番
頑張っていることは何ですか？
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そのヤリガイは？

あなたはどんなカチカンを
大事にしたいと思いましたか？

25

「みらいず BOOK」
をつくっている、
みらいず work s とは？
「自分から 自分らしく みんなとともに 社会をつくる人を育
てる」をミッションに掲げる、教育支援団体です。
新潟県内の中学生・高校生が、
「やりたいこと」
「できること」
「求
められていること」を見つめ、自分の未来を切り拓いていく
サポートをしたいと活動しています。

バックナンバーのご紹介
過去２号を発行したみらいず BOOK。これまで多くの企業にご協力頂きました。
「３号と合わせて学校で活用したい」
「過去の記事も読んでみたい」という方はお気軽にみらいず BOOK 編集部
（NPO 法人みらいず works）までお問合せください。
※数に限りがありますので、希望の数にお応えできない場合がございます。予めご了承ください。

【掲載企業】
三幸製菓株式会社（製造／食品）
新潟綜合警備保障株式会社（サービス／警備）
金井度量衡株式会社（商社／機械）
ナミックス株式会社（製造／化学）

VOL.1
2014年5月発行

1

サポート

サポート

2

サポート

菊水酒造株式会社（製造／食品）
株式会社アークベル（サービス／冠婚葬祭）
NST（マスコミ／放送）
株式会社博進堂（製造／印刷）

【掲載企業】

3

株式会社スノーピーク（製造／アウトドア用品）
株式会社玉川堂（製造／鎚起銅器）

VOL.２
2015年4月発行

株式会社廣瀬（建設／土木建築）
株式会社ハードオフコーポレーション（販売／その他（リユース）
）
総合リハビリテーションセンター・みどり病院（医療・福祉）
新潟県労働金庫（金融）
株式会社新潟日報社（マスコミ／新聞）
税理士法人石田経理事務所（サービス／会計）
防衛省自衛隊新潟地方協力本部（その他）

みらいずトーク

地域課題解決型
キャリア教育

大学生と一緒につくる高校の授業。 中高生が身近な課題を見つけ、そ
大学生が進路選択のきっかけや壁を
れを探求しながら、解決策やアイデ
どう乗り越えたかなどについて紙芝
アを形にする授業です。自分の得意
居を使ってプレゼンした後、高校生と なことが見つかったり、視野が広が
語り合います。
り、地域の魅力を再発見する機会に
なります。

4

サポート

教員や大人向けセミナーの企画
他にも先生方が学び合う機会や、大人たちが集い新潟の教育の未来
について考える「フューチャーセンター」みらせんの企画もしています。

職場体験やインターンシップの
事前事後学習
職場体験やインターンシップに行く
前に、質問してみたいことや自分が
学びたいことを話し合う事前学習や
事後に体験をふりかえる授業を運営
しています。

OOKを
みらいずB 外にも
以
と
こ
る
発行す
ね。
ているんだ
し
を
と
こ
こんな

みらいずBOOK
活用ガイドもチェック！

進路を考えるワークや職業インタビューなど、みらいず
BOOK をさらに活用できる方法をまとめた活用ガイドもご用
意しました。専用ワークシートもホームページでダウンロード
ができますので、ぜひご覧ください！

NEW

みらいずBOOK

26

検索

27

予告

リアル版しごとトーク2017夏
開催決定！
新 潟 日 報 社 の 1 0 代 向 け新 聞「 ふ む ふ む J 」とみらい ず
BOOKのコラボ企画。2017年夏に開催決定！
みらいずBOOKに登場している社会人と実際に会ってお
話しできるチャンス！ぜひ会いに来てね！詳細が決まり次
第、みらいずBOOKホームページでお伝えしていきます。

2016 年リアル版しごとトークの様子

Editorʻs note

ー編集後記ー

みらいずBOOK vol.3

今回制作するにあたって中高生の皆さんに何をお伝えしようかと考え注目したのが、満足して仕事をする上で大切な要素である「やりが
い・価値観」でした。仕事を選ぶときの基準というと、条件や安定性で選んでしまうことも少なくありません。それでは、どうやって探
そうかと考えたときに、このやりがいと価値観という視点を思い出してほしいのです。仕事に興味を持つきっかけも、そこからでもいい

発 行 人 ：小見まいこ

のではないでしょうか。

編

「ヤリガイ・カチカンをもった新潟の大人ってかっこいい」そう生徒の皆さんに思っていただけるよう、活躍する社会人の方のお話を

集 ：山本一輝、本間莉恵、松尾雅美

デザイン ：山賀慶太、加藤歩美（Pデザイン研究所）

聞いてきました。自分と似ている・こんな大人になりたいといったモデルと出会ってもらえたら嬉しいです。

ライタ ー ：伊藤亜弥

みらいず BOOK を手に取り友達同士で話し合ってみたり、
先生と一緒に考えたり、
保護者の方と
「働くってなんのため？」なんて話し合っ

イラスト ：神田亜美

たりする。そんな姿が新潟のあちらこちらで見られることを願っています。
みらいず BOOK 編集部

協

力 ：荒井美雪、角野仁美、上山晃平、

印

刷 ：島津印刷株式会社

成田倫史、江口佳那

第３号／平成29年3月15日発行

掲載・寄付のへのご協力について

発行：特定非営利活動法人みらいずworks

みらいず BOOK は新潟の中高生たちに新潟で働くリアルと仕事の楽しさ・やりがいを届けるため、企業や

〒950-2044

個人のみなさまからの掲載費・ご寄付を基に制作しています。掲載・寄付にご協力頂ける方は、みらいず

新潟県新潟市西区坂井砂山2-18-2

BOOK 編集部（みらいず works）までお気軽にお問合せください。

TEL&FAX

025-211-8383

MAIL：info@miraisworks.com
http://www.miraisworks.com/
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後

援 ：新潟経済同友会、新潟商工会議所、新潟県中小企業家同友会

新潟で 働く大人と出会い、

自分らしい“みらい”を見つける

Edited by

Vol. 3
特定非営利活動法人

次号では
友だちの
ジョーと再
会！
そして新た
な冒険が
始まるよ！
お楽しみ
に！

みらいず works 〒950-2044 新潟市西区坂井砂山 2-18-2 TEL&FAX 025-211-8383 w w w. miraiswo rk s .co m

した
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