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アウトプットすることは、

加 者 がアウトプットを 重

に話を聞いた。

視した点だ。
３チームに分

日に行われ

藤 素 輝さんを 中 心とした
回良い経験になりました」

月

ワークショップでは 、
ひと
かれて３ 社の 話 を きいた

去る

りの 大 人 と し て 、採 用の
想 が 寄 せられる 、意 義 深
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「好きなことを仕事にして生きている人の生き方・考え方に迫る」
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●京都女子大学
●立命館大学
●３月30日 京都工芸繊維大学

い会となった。
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●２月27日 京都大学
●インフォニック株式会社

感 想をその場で発 表して

2018 spring

※予定は変更の可能性がございますのでご了承ください。

●株式会社イシダ

いく 。「 初 対 面の人の前で

トークテーマ3

社の代表に
「どんなふうに

VOLUME 012

「人間がやらなくてはいけない仕事とＡＩ
に任せられる仕事。今現在とそして将来
はどう変わる。
あと50年後、産業は変わる
だろう。人の働き方と会社の未来はどう
なる？ 会社はどう生き残っていく？」

株式会社イシダ

トークテーマ2

働いているのか」をテーマ

を特集しました。

「働きやすい環境が整っている企業」を

はじめに

年以上はある。

「定年退職したら、海外旅行にいっぱい行きます！」
先日、ある 歳の大学生が言いました。
１ヶ月以上滞在したいから、

「どうして今行かないの？」と聞くと、
今行くと「就活に響く」という答えでした。
歳ですから、どう見積もっても、定年まで

そんな先の自分の興味や、健康状態は
今と同じかどうかはわかりません。
「就活」は確かに一大事かもしれないし、計画性も必要。
でも、今しかできないこともあると思います。
本誌「おっちゃんとおばちゃん」では
たくさんの大人、社会人が
自分の若い頃の話をしてくれています。
無我夢中で仕事に没頭していた人
海外でバックパッカーの旅をしていた人
多くの会社を転々とまわり、自分を模索していた人……。
その時期、自分のやりたいことを忠実にまっとうし、

人によってさまざまですが、

「自分自身と仕事の距離感。入社の時点
で、
自分がその仕事を好きとも限らない。
仕事と自分の好きなことややりがいってど
う重なるの？ 接点はみつかるものなの？」
求人は
8ページ
から

次回ワークショップは、下記学生たちと準備中！

【参加企業名】
（順不同）
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「おっちゃん、おばちゃん」と呼ばれる年齢に達したとき
「今がいちばん楽しい」と思っています。

酒造技能者

森下恒二さん

［数十年後の私へ］

［イベント報告］佛教大学 WSレポート

「企業を目利きする力をつけるワークショップ」
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分間シューカツ塾〈拡大版〉
［人材募集］ 突撃！学生が会社に聞いてみた

八千代・嵐山辨慶・緑風荘
［人材募集］ 株式会社マツヤスーパー
［人材募集］ 株式会社エムティー
［人材募集］ トヨタカローラ京都 株式会社
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本誌設置の大学・企業の詳細は、
ウェブサイトでご覧いただけます。
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この雑誌を読んで、そんな人たちから、

新創刊部門
優秀賞受賞

好きなことを仕事にして
就活の計画ではなく、人生の計画を学んでください。

60歳
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トークテーマ１

円城新子

2018 spring

大阪大学1年生 武藤素輝
×
『おっちゃんとおばちゃん』編集部

『おっちゃんとおばちゃん』編集長
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「社会人としての先輩へ聞きたい。働く意
義ってなんだろう？ 仕事っておもしろい
ですか？ 理想と現実のギャップを感じ
たとき、組織でまたは個人でどういう対応
をしている？」
18歳～30代のための求人誌

学生と企業がスーツを着る前に話すワークショップ

60歳の今が、
人生で一番楽しい
会社の人間関係に支えられて
歳で月桂冠に入社して︑ 歳を

迎えた森下恒二さん︒勤続 年のの

ちも再雇用を希望して︑月桂冠で働

歳。

酒造技能者

森 下 恒 二 さん
60歳

に
京都・伏見で1637年（寛永 年）

彼が勤めるのは月桂冠、

今が、人生で一番楽しいと話す男がいる。

F IL E NO.0 1 2

使いこなすのに「人間の目」は欠かせない。

実際は、科学技術や機械は駆使するが、

イメージしている人もいるかもしれない。

酒が大量生産できるに違いない」と

「大手企業なら、ボタン一つを押せば

もしかしたら

創業した、日本有数の酒造メーカーだ。

14

１の変化で を予想する力が求められる。

「仕事が楽しくてたまらない」

なぜ、年齢を重ねても

10

配属されたんです︒
﹃今日もこの仕事

先輩たちだ︒
﹁火入れひとつで︑出来

さを教えてくれたのは︑同じ部署の

会︑１９１１年に始まった全国規模

にも全国大会がある︒全国新酒鑑評

スポーツだけではなく︑酒づくり

最終年での挑戦、有終の美を飾る

と湧いてきます﹂︒

さがわかってくると︑責任感が自然

身体を動かして働くうちにその大切

ひとつひとつの工程には意味がある︒

吹いていても︒夢に出るほどです︒

ならない︒雨が降っていても︑風が

﹁米を洗ったら︑必ず蒸さなければ

ければならない︒

ンスに蓄積してきた経験を凝縮しな

高級酒の醸造は︑厳冬期のワンチャ

特にコンテストに出品するような最

穫後にあたる秋から春の造りが中心︒

まれる農産加工品のため︑新米の収

もしれない︒しかし酒は︑米から生

が遠くなるほど長い期間に思えるか

この文章を読む若いあなたには︑気

とつの工程に取り組んできた︒いま

森下さんは何年もかけて︑一つひ

りました﹂︒

上げの大切さが心底わかるようにな

して︑入社直後はわからなかった︑仕

変化を予想する必要があります︒そ

は違う︒すべてを自分の目で確認し︑

母の個性によって︑発酵の進み具合

は生き物︒その日の天気や温度と酵

ど︑使いこなすのは人間です︒酵母

﹁造る量が多いから機械を使うけれ

俄然︑仕事にのめりこんだ︒

一通りの工程がわかるようになった︒

その理由を聞いた。

「明日も仕事場にいきたい」と思えるのか？

さんは新卒で原酒部の配属になった︒
酒に火入れをして︑熟成をさせて酒

を仕上げる工程だ︒
﹃自分は
﹁僕は高校でも醸造を学び︑

それほどまでに森下さんが情熱を

か﹄
﹃仕上げばっかりやらされる﹄と

なのに︑仕上げしかできない担当に

お酒がつくれる﹄と一人前の気持ち

傾ける酒造りだが︑進路を決めたと

いう気持ちがありました﹂︒

き続ける︒

きはさほどの思い入れはなかった︒
全国に２校しかない発酵工業科があ

そんな森下さんに︑仕上げの大切

る高校を選びました︒理由ですか?

上がった酒をダメにする可能性があ

﹁僕は広島出身︒中学卒業のときに︑

その高校が家から歩いて 分の距離

るんや ﹂︒ 経 験 者が 言うならそうい
さん︒当時辞めたいと思わなかった
のは会社の人間関係がよかったから︒

うものかと︑素直に従っていた森下

き﹂な森下さんは︑高卒で就職をし

同僚たちとのボウリングや︑野球の

﹁机に向かう勉
時代は高度成長期︒

ようと思った︒ハムや菓子の食品メ

﹁蔵﹂︑すなわち醸造の現場に配属さ

歳の と き に 大 手 蔵と 呼ば れ る

おおてぐら

何年もかけて各工程に取り組んできた理由

クラブ活動が楽しかった︒
冠に決めた︒
﹁京都に住めるのはいいなあと︒響
離れて問題なかった﹂︒

きがいい︒僕は次男だから︑広島を

れて︑酒造りに携わるようになる︒
精米︑洗米︑蒸米︑麹づくり︑酒母

こうじ

さな酒蔵では全員で全工程を担うが︑

づくり︑発酵︑酒しぼり︒大手蔵で

そうして︑ 歳のときに京都へ︒小

33

数十年後の私へ
60
ーカーを検討したが︑最終的に月桂

強は好きではない︒つくることが好

だったんです︒それだけです﹂︒

20

月桂冠では分業制が敷かれる︒森下
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OCchan's
Early Days

学生と企業がスーツを着る前に話すワークショップ

24歳の時、当時21歳だった京子さん
と結婚。新たな人生の門出を迎え、
心を引き締め緊張した面持ちの森下
さん。
「この頃は、入社６年目で、原
酒部で濾過作業に従事。終業後は
ボウリング部にて同僚たちと毎日汗
を流していました。よく働き、よく遊
ぶ、そんな日々でしたね」

評会で金賞を射止めた︒まさに有終

60

の美を飾った︒

そして 歳の定年を区切りとして︑

森下さんは月桂冠大倉記念館に隣接

年間を通じて酒造りが可能な小規模

する﹁月桂冠酒香房﹂で働き始めた︒

工場で︑その様子はガラス越しに見

学可能だ︒見学者からの質問にも答

える︒

﹁妻からも﹃お父さん︑今がいちば

ん楽しそうね﹄と言われます︒仕事︑

楽しいですよ︒だって年齢を重ねる

ごとに︑酒づくりの腕が上がってい

止まるかもしれない ︱︱︒反対する

だったけれど︑ものづくりってそう

くんですから︒僕はたまたま日本酒

のコンテストでは︑各地の酒造メー

いうものじゃないかな︒つくるって

一生を賭けるに値する仕事だと思い

仲間もいた︒

森下さんが率いる大手二号蔵は２

﹃月桂冠には挑戦の歴史があるん
た︒

ます﹂︒

に相談しまし
﹁最後は副社長︵当時︶

０１２年から連続５年︑金賞を受賞

だから︑やってみなさい﹄と言われ

カーが新酒の出来栄えを競い合う︒

している︒多くの出品酒が︑若干の

スーパーに行って︑誰かが月桂冠

るのを見るとうれしくなると︑森下

の酒を選んでかごに入れてくれてい

て︑腹が決まりました﹂︒

純米大吟醸で戦うと決めてから︑

だいぎんじょう

土日も関係なく仕事場に通い︑モロ

さんは目を細める︒半世紀以上ひと

アルコール添加がなされた︑大吟醸

をすると香りが立ちやすく︑丸みを

ミの発酵具合を見に来た︒納得のい

つの道に飽きを感じないのは︑日本

と呼ばれる酒質だ︒アルコール添加

帯びた味へと安定しやすい︒

くように麹をつくり︑モロミを発酵

助野沙穂さん

【参加企業名】
（順不同）

しかし森下さんは最終年の２０１

アルバイト先の上司に「作業と仕
事は違う」と言われて、仕事の本
質に興味が広がった。就職先は営
業職を志望。「その商品は顧客発
想か、作り手 発 想か？」、ワーク
ショップではリアルな仕事のイメー
ジを聞き出した。

酒というもののの奥深さを熟知して

トヨタカローラ京都株式会社

西村恒輝さん

しぼ

４

ショップ」に 集 約 し た 。で

利 き 力がつくのか？

はどんな話を聞いたら、目

人は【企業のビジョン】【給

料 】【 作 業 と 仕 事の 違い】

野のヒアリングが 必 要 だ

【プライベート】
の４つの分

と 考 え 、 の 質 問に 振 り

当 日のフリ ートークで

分けた。

は「 ご 自 身 は 給 料に 満 足

10

大宅悠登さん
「働くことがつらいのは覚悟して
いる。でも、どれだけつらいの
か知りたい」という現実主義者。
当初は金融業界に最も興味が
あったが、さまざまな企業と膝
を交えて、選択肢が広がったよ
うに感じている。

させて︑搾る︒﹁今の自分が造って︑

株式会社エムティー

７年︑純米大吟醸︵アルコール添加な

マスコミ関係を志望してインターン
シップへ行ったが、まだ自分が何
をしたいのか絞り切れているわけで
はない。事前準備を経て、本番で
企業の話を聞き、「もっといろんな
人に会って考えたい」と挑戦心が
湧いてきた。

4人のコアメンバー

日 、佛 教 大

インフルエンザが猛威を

学 生の 質 問に 、企 業 は 本

音で答える展開となった。

企 業と 学 生が胸 襟を 開い

て 話 し 合 う、貴 重 な 機 会

となった。

学の 進 路 就 職 課 主 催で 、 しておられますか？」
など

ふる う １ 月

「 働 く 」に つい て 考 え る

ワ ー クショップが 開 催 さ

れた 。発 起 人 は 夏 から 秋

にかけてインターンを経験

し た ４ 人の２ 年 生 。実 際

そ 、４ 人には「 自 分に合っ

に企 業を 体 験したからこ

まれていた。

た 企 業 選 び 」に 疑 問 が 生

問 題 意 識 は 、右のよ う

に４ 者 ４ 様 だ 。事 前に 話

テ ーマは「 企 業 を 目 利 き

し 合 いを 重 ね る う ち に 、

す る 力 をつけ る ワ ー ク

22

唐澤葵衣さん

いるからなのだろう︒

の質問

同業他社と比較して、
あなたの会社の強みはどんな部分にあると思いますか？
新卒の採用者に対して、
これまでの経験に期待することはありますか？
ご自身は、所属する企業に貢献しているという自己評価はありますか？
仕事が大変になればなるほど給料はあがる。
すなわち、仕事内容と給料は比例しますか？
ご自身は、今、
自分の給料に満足しておられますか？
売り上げ達成のために、
「顧客には不要かもしれない」
と思うような商品やサービスを販売したことがありますか？
5年後や10年後、AIが仕事を行うことが今よりももっと当たり前になった時代が来るとします。
その時、
それでもにあなたの会社においてAIにはできない仕事はあると考えますか？
Ｑ８ 新たに商品をつくるとき、
その発想は
「この商品は顧客に買ってもらえるから」
（＝顧客発想）
「入荷してしまったから、
あるいは自分たちがこういう作りたいから」
（＝作り手発想）
の割合、数字でいうなら何対何の割合でしょう？
Ｑ９ あなたの会社は、
お客さんと仲がいいですか？
Ｑ10 今、仕事が楽しいですか？

これ以上の酒はない﹂︑満を持して送

企業への
10

Ｑ１
Ｑ２
Ｑ３
Ｑ４
Ｑ５
Ｑ６
Ｑ７

り出した純米大吟醸は︑全国新酒鑑

カネヨシ商事株式会社

の製法で︑金賞をねらいたいと考
し︶

企業を目利きする力をつけるワークショップ

えた︒大手二号蔵の連続受賞記録が

佛教大学2年生 唐澤葵衣、大宅悠登、助野沙穂、西村恒輝×『おっちゃんとおばちゃん』編集部

人間関係がいい会社を探した
い。
ＡＩの台 頭も怖い。仕 事に
ついて、一人で結論を出すのは
難しい……。「ワークショップを
準備する期間は、本当に自分
がどんな仕事に就きたいのか真
剣に考えることができました」。

カネヨシ商事株式会社
株式会社エムティー
トヨタカローラ京都株式会社

2018

「自分もワークショップをやってみたい」
学生さんは、

おじおば同期会、
開催！

『おっちゃんとおばちゃん』
編集部にご連絡ください！

いちどでも
「『おっちゃんとおばちゃん』編集部と、働くについて考えた」人へ。

『おっちゃんとおばちゃん』
は積極的に学生と企業をつなぐワーク
ショップを行っています。主役は発起人のあなた。企業を見る目が
磨かれ、
シューカツに役立つことはまちがいありません。
まずは気
軽にご連絡ください。
「なにがしたいか」、会って、話をしましょう。
お申し込みはこちらから メール：info@occhan-obachan.com

07

3 30
fri.

おじおば読者のみなさんは、
キラ星のように、
おじおば編集部ですれ違っています。
それをそれだけで終わらすのはもったいない。本格的に働く前に。
あるいは働いた後に。
いま
思っていることをいろいろ話してみませんか？ こういう時代だからこそ、
ひととひとのつながり
が大事になってきます。
みなさんの、今後の人的交流に役立てていくのが、
「同期会」
です。
【参加資格】
『おっちゃんとおばちゃん』読者の、若いあなた。
お申し込みはメールで…info@occhan-obachan.com（担当：北村）

月桂冠大倉記念館

京都市伏見区南浜町247番地／☎075‐623‐2056
オプション見学の「酒香房」は、前日までに予約が必要

06

人 材 募 集
recruitment

研磨の最先端
半導体やFPD
（フラットパネルディスプレー）
の製造装置、
航空宇宙や光学分野などで、
10mクラスの超大型部品から
マイクロレンズアレイなどの小物部品まで、
あらゆる材料の超

株式会社 クリスタル光学

高精度部品の受託製造を行っている。特に液晶テレビが、
薄型・
大型化、
高解像化と年々進化を遂げているのはご存知の通り。クリ
スタル光学では液晶テレビの黎明期から部品を手がけ、
有機 EL 関連
も製造する。

本社：滋賀県大津市今堅田3－4－25

近年では高精度かつ超大型の
「自由曲面光学部品」
の実用化に成功。自

TEL:077-573-2288

動車の速度やナビ情報をフロントウィンドウに映し出すヘッドアップディスプレ

http://www.crystal-opt.co.jp/

や超至近距離の投射を可能とするコンパクトなプロジェクタに応用可能。

従業員数：約160名

また、JAXA 向け反射型赤外望遠鏡や東京大学向け中間赤外望遠鏡装置の製造

創業：1985年4月

主な事業内容：超精密研磨（ステンレス・金属・セ

も担う。

ラミック・新素材・光学部品ほか）
、超精密研削
（金
属、超硬等平面研削・円研加工）、精密機械加工、
⾦属材料の⾃由曲⾯で表⾯粗さ１ナノメートル
（10億分の１）
の

航空機事業

⾼精度加⼯ができる可能。列⾞や航空機のほか、
天体望遠鏡や
宇宙機器、
半導体露光装置などの部材に役立つ。

真野川

477

道の駅 びわ湖
大橋米プラザ
コンビニ
イズミヤ
ヤマダ電機

コンビニ

JR

人間には感知できない

業界では
「超精密研磨にクリスタル光学あり」
と言わ
れる有名企業。顧客企業はヨーロッパやアメリカの会

琵琶

湖大

社も多数。

琵琶湖

堅田駅

未来技術の当事者になれる
ニッチな裏方仕事、あります

橋
勾当内侍御廟所
大橋マリーナ

湖

西

線

至 湖西道路
「真野I
.C」
約1 キロメートル先

レイ
ンボ
ーロ
ード

コンビニ

高精度ゆえのオーダーメイド体制

製造現場でのオペレーターというと

「単調なライン作業」を連想するかも

いっぴんいちよう

しれない。しかし、クリスタル光学は

。ひとつひと
「一品一様のモノづくり」

つオーダーメイドができる姿勢を貫い

ており、大量生産はしない。具体的に

は、企業からのリクエストに応じて、

研削や研磨の機械をオペレーション

し、金属などの材料の加工をするのが

仕事だ。たとえば、スマートフォンに

内蔵されるチップを作る装置への部品

供給。精密部品を「生み出す機械」に

は、精密部品以上にきわめて高い精度

が要求される。その需要にこたえる、

わらず、入社から９年たった現在は、

素材の表面を削る「研削」のスペシャ

リストとして活躍している。

オーダーメイドでのモノづくりだ。

「金属素材は、まるで生き物のよう」と

大津市の工場で働く永田幸平さん

永田さんは目を輝かせる。同じ素材を

は、製造部で同社の主力技術である研

社があるクリスタル光学。
「超精密」を

今日もうまくいくとは限らない。

なぜなら、研削で求められる精度は、

40

～１００

ミクロンなので、その高精度ぶりが分

に活きるからだ。
「毎日、金属の顔色を

に指導します。
【連絡先】まずは一度お電話ください。

うかがいながら問診している。飽きる

奨励制度、育児休業制度
【歓迎】特別なスキルや知識は必要ありません。初心者歓迎、丁寧

ことはありませんね」と話す。

【その他待遇】各種社会保険、中小企業退職金共済制度、資格取得

同社の技術は、テレビやスマートフ

町瓜生野京都新光悦村）
【休日】
週休二日制、年間111日

ォンなど私たちが普段お世話になって

年２回、諸手当：資格級手当、独居補助手当、通勤手当、他
【勤務地】大津工場
（大津市真野大野）
または京都工場
（南丹市園部

いる機器の根幹を支える。しかし、こ

【給与】
月給 大卒187,000円～ 専門学校卒182,000円～、賞与

の仕事はほとんど知られないニッチな

（全学部全学科 文理不問）

存在だ。永田さんは「私の仕事につい

る加工品等をつくります。
【応募資格】2019年３月に大学、専門学校、高校を卒業見込の方

て友人に話しても、見えない技術です

械加工オペレータ
【マシニングオペレータ】
として、航空機に関す

日々、向き合うのは素材と機械。だ

ます。または、産業機械向け部品のマシニングセンタを用いた機

帳面な正確」
「裏方的な仕事が好き」

オペレータ】
として、ミクロン・サブミクロンの世界を研削加工し

削を担当する。永田さんは文系出身、な

キーワードに、金属やセラミックス、

同じ機械で研削するとしても、扱いの

技術職
【内容】当社が主力加工と位置づける平面研削加工の
【平面研削盤

おかつ「勉強大嫌い」だった。にも関

ガラスといった素材の研磨・研削を手

しかたは毎日変わる。昨日の方法で、

ｔ
ｏ

創業１９８５年、滋賀県大津市に本

Ｂ企業だ。世界最高水準の

がけるＢ

先端技術を有しており、顧客企業は液

晶、半導体、医療、光学、航空・宇宙

１０００分の１ミリメートル、つまり

から理解されない。そういうのがかっ

１ミクロン単位。髪の毛が

かるだろうか。それほどの精度で材料

こイイんです」とほくそ笑む。自分が

分野などメーカーを中心に数百社。世

を見ていくと、肉眼では同じに見える

携わる加工技術が、世界へと羽ばたい

界中の製造メーカーがラブコールを送

金属だが、実際は個体ごとに状態がま

ているという自負がある。

っている優良企業だ。

ったく異なるのだ。

から、話すのが苦手な人や、華やかな

※2019年3月卒業見込みの方の採用につきましては、
2018年6月1日以降に選考解禁します。

世界が好きではない人も大歓迎だ。
「几

高卒・専門学校
卒業生歓迎

話すのが苦手で OK、

第2新卒以上
歓迎

几帳面な性格が生きる仕事

2019年3月
大学卒業見込

「コツコツと技術を磨きたい」、そんな

「
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。

技術を磨くための勉強は必要だが、永

正社員募集

人にも、ぜひ視野に入れてほしい仕事

JOB INFORMATION

田さんは勉強が苦にならないという。

500m

だ。

灯台

0 100

自分の経験やアイデアがそのまま仕事

アル・プラザ

超精密を
追求する
研磨 のプロ

☎077-573-2288（本社 総務部）
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interviewer=Editorial Staffs head writer=Yoko Nagao photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

08

起こるトラブルの解決につな
がる。新規ビジネスの展開の
ため、欧州へ市場調査に行く
ことも。
「去年はトータルで３

本社：京都市左京区聖護院山王町44番地

か月ほど出張しました」
。

TEL.：075-771-4141
http://www.ishida.co.jp
従業員数：1,438名
創業：1893年5月 設立：1948年10月
主な事業内容：計量、包装、検査、情報、通信、
表示、これらの技術をベースにした製品の開発
と製造、販売、保守に関わる業務全般。

高校時代はサッカーをやってい
た。入社後は上司のすすめで、
フ
ットサルサークルを創設。異なる
部署の社員との交流を深めるこ
とは、
良い刺激になっている。

Ｘ線検査装置

世界に進出する実力派企業に注目！

務を把握することが、現地で

日本トップクラスの

技術で世界と戦う

海外出張先で現地の日常業

人 材 募 集

英語

を「
道具
活躍 」とし
でき て
る！

recruitment

食品への異物混入や製品
不良を、高度な画像処理
技術で検知する装置。

京都に本社がある株式会社イシダは、

計量、包装、検査、表示の分野で国内

Ｂビジ

to

随一のシェア、世界オンリーワンの技

術を誇る機器メーカーだ。Ｂ

ネスのため一般には目立たないが、生

鮮品、惣菜、乾物、袋菓子など、身近

な食品のほとんどにイシダの技術が用

いられている。海外でも１００か国以

上で事業を展開する、右肩上がりの企

業だ。

「得意の英語を生かしたくて入社しま

した。取引先の要望を聞き、技術者と

相談してやっていく業務です。現地と

の電話会議や海外出張が日常。去年は

イギリス、ドイツ、スイスなど３か月

の価値観は国内トップシェアを誇る、イ

25

は海外滞在でした」と語るのは入社３

シダそのものだ。なぜなら、イシダの

代理店やその先の顧客の立場に立つ想

際学科で、留学経験がないにもかかわ

強みは、一度売ってオシマイではなく、

像力が必要となる。国境はまたぐが、そ

らずＴＯＥＩＣ９２５点のツワモノだ。

次の受注につなげるため、総合的に高

歳）。高校も大学も国

教授の紹介でイシダを知り、有名企業

い精度を目指している点にある。メン

年目、海外産機欧米部欧州課営業職の

ではないが高い技術で世界規模に事業

石丸史典さん（

を展開していることに驚いた。面接で

interviewer=Editorial Staffs head writer=Hiromi Nakaoka photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

テナンスなどのフォローを大切にする

11

Made in Japanの信頼性を展開している。

人柄を大切にする社風を感じ、
「英語を

詳しくは HPをご覧ください。

ズにきめ細かく合わせた高い商品開発力で、

のは国内と変わらないが、海外はライ

※別途キャリア採用も実施しております。

道具として活躍したい、自分の希望に

もイシダの計量機を使っている。現地のニー

バル会社も多いので気を抜けない。

地生産もする。実は、世界的な菓子メーカー

沿っている」と入社を決めた。

急な需要や現地に合った製品を作るため、現

京都発、世界で戦う石丸さんは未来

るが、現地に駐在している日本人社員は2人。

を見据えている。

シダ・ヨーロッパ」
が欧州とアフリカを管轄す

「入社２年目から一人で海外出張です。

州課に所属する。イギリスのグループ会社「イ

現地のドイツ人営業職と一緒に、頓挫

ん所属の欧米部は約30名。そのうち７名が欧

「僕自身は、製品の勉強がますます必

があり、世界の需要をカバーしている。石丸さ

した案件を交渉で解決したことも」と

イシダの海外事業部門には欧米部とアジア部

やりがいがますます高まる日々です」
。

【内容】
『食のインフラ』を支える機械やシステムの開発・製造・
販売・保守
【応募資格】2019年卒業見込みの方（全学部全学科、文理不
問）
【給与】
初任給は全国コース：院卒228,850円～、大卒
209,850円～、地域コース：大卒192,850円～ ※2017年
度実績 賞与：平均6.9ヶ月 ※2017年度実績
【勤務地】京都府、滋賀県、東京都、大阪府 他
【休日】週休2日、年間休日121日、夏季・年末年始休暇、年次
有給休暇 等
【その他待遇】各種社会保険、退職年金制度、グループ共済制
度、育児休業制度、保養所 等
【連絡先】
☎075-751-7035 ishida@s.axol.jp
【新卒採用特設サイト】http://www.ishida.co.jp/s/recruit/
【エントリーページ】

業効率をアップさせる。

イシダの海外戦略とは？

技術系職：製品開発・設計、要素技術研究、生産技術、
品質保証、カスタマーエンジニア、システムエンジニア、
営業技術、調達エンジニア
（購買）、知的財産
事務系職：営業、総務、経理、人事、法務、調達エンジニア
（購買）、
営業アシスタント、営業事務

品の箱詰めを自動で行い、作

要で、医療・医薬ビジネスの調査も課

量計量」
を瞬時に行う。

語る石丸さん。その際ＡＩや機械化で

人手作業が多いパッケージ商

品で、
さまざまな食品の
「定

題です。限られた時間で、いかに難易

オートケーサー
（自動箱詰め装置）

のドイツの驚くべき先進性に衝撃を受

※2019年3月卒業見込みの方の採用につきましては、2018年6月1
日以降に選考解禁します。

組み合わせ計量機
世界トップシェアを誇る製

度の高い仕事で結果を出すか。仕事の

文理不問

け、「 ド イ ツ に 負 け な い 商 品 開 発 が 必

2019年3月
大学卒業見込

海外事業部門では、英語力に加えて、

正社員募集
「
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。

要」と肌で感じた。

Work hard, Play hard !

JOB INFORMATION

石丸史典さん
広島県出身。広島市立大学
国際ビジネスプログラムでは
アフリカのビジネスを研究。就
職活動は当初、
他企業も考え
たが、
入社後の配属が不透明
なのが不安材料だった。それ
に対して、イシダでは面接初
段階で幹部と会い、希望につ
いて細部まで話せたことで、
安
心できた。
「日本企業の強さを
世界に展開したい」
と学生時
代に抱いた夢が、
今、
まさに実
現している。

10

の反応はいいですね」
と笑う。

長の吉田さん。井上さんも
「女性から

主な事業内容：生鮮魚介類の小売業及び

魚惣菜・鮨販売

「職人だから。魚をさばける男はモテま

創業
店舗を

周年、京都と大阪

展開する西浅。顧客と社員双
が、どこも衛生管理がしっかりされて

ごとに西浅の店舗をいくつも見てきた

私たち編集部もまた、取材を重ねる

と入社を決めた。

方の心をつかむ独自の取り組

また、店舗やシフトによって、朝７時

「汚い、くさい」と感じたことはない。
に出勤して昼４時に退勤する日もある。

が、就職活動で重視していたのは「体

上部で短距離を走っていた井上進さん

小中高、そして大阪国際大学でも陸

味で裏切られました」と、井上さんは、

はありません。魚業界の概念がいい意

ナ シ な の だ。「 こ の 労 働 環 境 は ３ Ｋ で

理が徹底されているため「キツイ」も

週休２日制も徹底されている。労務管

を動かすことができる仕事」だ。自衛
西浅の働き方に満足している。

ある自分を発見。
「体を動かす」と「食

自分の個性を発揮する

頭と体で、技術を身につけて

視点だ。そして自分自身で考えるから

来の幹部候補としての成長を期待した

部係長兼二条駅前店長の吉田さん。将

由を教えることができます」と、営業

できたときに、なぜその方法なのか理

がわかるんです。そうすると、部下が

味で自分の身についているから、理論

をもった井上さんは自分で確かめよう

本当に違うのだろうか？」という疑問

３Ｋのイメージがありました。西浅は

ツイ・汚い・くさいという、いわゆる

がえす」。
「魚を扱う仕事というと、キ

チコピーは「魚業界のイメージをくつ

てもらい、
「この漢字はこう読むのか」

書いているのは、お客さんに足を止め

を語る。魚の名前を漢字と読みがなで

んどん売れます」と、井上さんは効果

うことがない珍しい魚も、ウチではど

字にすると伝わりやすい。ヨソでは扱

品は飛ぶように売れていく。
「想いを文

ーはお客さんの心にズバッと刺さり、商

試行錯誤して習得した技術は、真の意

導はしない方針だ。なぜなら、
「自分で

技術やコツを学ぶ。しかし、細かな指

魚のさばき方。練習用の魚で、基本的な

定評がある。入社してまず覚えるのは、

西浅は、魚業界でも技術力の高さに

からだ。自分なりの工夫が売り上げに

と発見してほしいというねらいがある

さらに西京極店の店頭で目につくの

があり、お客さんが購入して満足し、ま

美味しい魚を提供したいという想い

舗それぞれが独立した判断で運営して

た西浅に足を運ぶという好循環がある。

つながることが、井上さんの喜びだ。

いて、毎朝の市場での仕入れや売り場

何よりのやりがいは、お客さんの「美

は、まるで雑貨店を連想させる、ノリの

の作り方は各店舗の店長やスタッフに

トップダウンを徹底させる企業も少な

環境は革新的。魚業界の常識におさま

がありながら、考え方や働き方、職場

西浅は、老舗という信頼感と安定性

味しかった」という感謝の言葉だ。

くないが、この西浅の自由さは、経営

らないその経営方針に、魚に興味がな

井上さん独自の工夫なのだ。経営者の

まかされている。そのため、ＰＯＰも

いいＰＯＰ（販売札）だ。西浅では、店

術を習得できるのだ。

こそ、頭と体の両方で、一生ものの技

会ったのが西浅だった。西浅のキャッ

べる」の２つを満たす仕事を求め、出

が、自己分析をするうち、食に関心が

隊や消防士の仕事に興味を持っていた

満足度の高い働き方

３Ｋの概念がくつがえる、

おり、バックヤードはどこもピカピカ。

10号と11号で紹介しています。

みで、業界で異彩を放っている。

に高級鮮魚専門店

おっちゃんとおばちゃん

【内容】調理販売
【応募資格】特になし
（第2新卒、転職の方も歓迎！）
【給与】
（短大・専門学校卒）基本給18万円、
（大卒）基本給
20万円、
（院卒）基本給22万円
【勤務地】京都市、京都府相楽郡精華町、大阪市、滋賀県草
津市
【勤務時間】1カ月単位の変形労働時間制
【休日】年間96日
（シフト制）
【休暇】
出産育児、慶弔、年次有給休暇
【その他待遇】福利厚生、健康保険、厚生年金、労災補償、
雇用保険、401ｋ
（確定拠出年金）
【連絡先】
まずは一度電話かメールでお問い合わせください。
☎075-451-0125 jinji@nishiasa.co.jp

い人にも、ぜひ注目してほしい。

※2019年3月卒業見込みの方の採用につきましては、2018年6月
1日以降に選考解禁します。

を習得していく。

バックナンバーも
CHECK!
者による社員への信頼の証でもある。

「
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。

夫。練習用の魚からスタートし、

14

正社員募集

包丁を握ったことがなくても大丈
の魚を扱うため、

90

鮮度と美味しさを直球で伝えるコピ

JOB INFORMATION

情熱はＰＯＰで表現！
一生モノの技術を体得、
自分らしく働く
創業：1927年

少しずつさばき方や盛りつけ方
のずと身につく。

TEL：075-451-5520

知識と技術はお

森ノ木町462番地

で 約 100 種 類 も

京都市上京区室町通鞍馬口下る

井上さんによる
POPの数々
魚の新鮮さと美

recruitment

NO FISH,NO LIFE!

12

http://occhan-obachan.com
interviewer=Editorial Staffs head writer=Yoko Nagao photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

13

※入社後６ヶ月の研修期間後配属決定

総合職

第2新卒以上
歓迎
2019年3月
大学卒業見込
2018年3月
大学卒業見込

ある西浅。年間

味しさに定評が

株式会社西浅

老舗×革新的＝西浅
すよ」
と、営業部係長兼二条駅前店

人 材 募 集

魚屋
「らしくない」
働き方、
あります。

http://www.nishiasa.co.jp

従業員数：170名

人 材 募 集

TEL：075-864-9017

お客様の話を聞いて、
技術を提案する。
それ「
が 営 業 技 術 」です

電力システムのコンパクト化だ。実際、

日新電機がもっとも得意とするのは、

商業施設――電気の安定供給に欠かせ
駿同さんが担当した、食品メーカーの

高速道路や鉄道、水処理施設、工場、
ない電力機器をつくり続けて１００年。
工場新設プロジェクトでも省スペース
「お客様と直接お話をして、要望を形に

化が第一目標だった。

京都に本社を置く日新電機は、国内だ
の
していきました。見積もりや仕様書の

けでなく中国や東南アジアなどに
Ｂ企業だ。高い技術で

ときは最高の達成感がありました」
。

注から半年かかりましたが、完成した

作成から設備設置の立ち会いまで。受

子会社を有し、産業の基盤を支えるグ
ローバルなＢ
生みだされた製品は国内外でシェアト
ップを誇る。

お 客様のニーズに合わせて独自提案

違いない」というアドバイスもあった。

りつつも、常に先進的な日新電機は間

エンジニアでもある父親の「老舗であ

ジをしてみたい」と、日新電機に入社。

できなかった。何か、新しいチャレン

生、パソコンに向かう自分の姿が想像

出身。大学ではウェブを学んだが「一

洋輝さんは、立命館大学情報理工学部

ング部で営業技術を担当している駿同

決まってから、妹の中学理科の教科書

が得意ではありませんでした。入社が

「理系でしたが、学生時代、理科の勉強

の力を身につけたという。

ルの代表を務めていた経験を通し、こ

００名の学内バスケットボールサーク

る。駿同さんは、大学時代に男女約１

願いし、大きな目標に向かって舵をと

力」だ。他の部署や関連会社に協力をお

のは「指揮者としてのコーディネート

日新電機の営業技術職で求められる

指揮者的存在としての「営業技術」

営業技術は、お客様のニーズを聞い

するどう

入社２年目、システムエンジニアリ

て日新電機だからこそできる提案をす

で勉強し直しました」と、駿同さんは

かじ

る仕事だ。近年ニーズが高く、そして

人で担当す

振り返る。それでも２年目の現在、お
客様への説明は基本的に
るという成長ぶりだ。専門性の高い内
容のときは先輩社員に頼りつつ、新人
が育つ環境は整っている。入社から丸
３ヶ月は研修であり、基礎をしっかり
と学ぶ。その後は、若手の先輩社員が
１対１で成長を助けてくれる。駿同さ
んは今、国家資格である電気技術者検
定３級の取得を目指して勉強中。
「電気
という、目に見えないものを扱うおも

年後には、

が好きな自分は、営業技術向け

しろさにハマり中」という。
日新電機がお客様から求められるニ
年、

ーズは、再生可能エネルギーの活用な
ど多様化している。

幅広い知識をもつジェネラリストの活
躍が期待される。営業技術は「じっと
パソコンに向かっていると飽きる」
「人

文系：営業、法務、経理、調達、他
理系：研究、開発、設計、営業技術、生産技術、品質保証、
施工管理、現地調整

14
だと感じた」
と駿同さん
interviewer=Editorial Staffs head writer=Yoko Nagao photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

15

と会うのが好きなアクティブ派」
、そん

※2019年3月卒業見込みの方の採用につきましては、2018年6月
1日以降に選考解禁します。

にあるデッドスペースを活用したコンパク

24
第2新卒以上
歓迎
2019年3月
大学卒業見込

製品をイチから作り上げていく。あるショ

to

な一味違う理系のあなたに向いている。

「
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。

い技術力をバックに相手の事情に合わ
本社：京都市右京区梅津高畝町４７番地

1
20

正社員募集

大学時代はアパレル関係のショ
【応募資格】2019年卒業見込みの方
（第２新卒の方ご相談ください）
【給与】修士了：234,500 円、学部卒：210,500 円
※2017年度実績
【勤務地】京都、群馬、大阪、東京、愛知
（転勤有）
【休日】
完全週休２日制 土日祝・ＧＷ・夏季・年末年始 他
（2017年度休日日数131日、有給休暇一斉取得4 日含む）
【その他待遇】各種社会保険完備、財形貯蓄、独身寮・社宅、
家賃補助、確定拠出年金、退職金制度 他
【連絡先】
※エントリーは2018年3月受付
http://nissin.jp/recruit/newgrads/
☎075-864-9017（人事部 採用グループ 大島、田里）
kyujis@ml.nissin.co.jp

10

JOB INFORMATION

けた。調査の結果、駐車場のスロープ下
トな設備を提案し、採用が決まった。
「高

相手の事情に合わせた

従業員数：連結4,852名
（単体1,851名）

けれど、空きスペースがない」
と相談を受

こまやかな提案！

※2017年3月末時点

電気という、
目に見えないものを
売上高：連結1,269億円
（単体614億円）

電機の強みです」。
※2017年3月末時点

せたこまやかな提案ができるのが、
日新
http://nissin.jp

ッピングモールから
「設備を導入したい

求む、
「話せる理 系」
日新電機は、
お客様とのやりとりのなかで

日新電機株式会社

recruitment

たとえばこんな仕事

創業：1910年11月 創立：1917年4月

主な事業内容：電力機器事業、ビーム・真空応用事業、

ング事業

新エネルギー・環境事業、ライフサイクルエンジニアリ

資本金：102億5,284万円

扱うのは奥深くて、
おもしろい！

ップでアルバイトを経験。
「接客

「どんな人が、
社会を生き抜けるのか？」
実力がつく学びについて考える

が楽しいと感じます。

したが、大人になった今は学ぶこと
本 人 のペー スで 、自 由 に 。
田代

僕も吉田さんと同じで、社会

自 律 性で力 が 伸 びる

学生のもつ力を伸ばすことで知られ

吉田
し ょ う 」「 就 職 し ま し ょ う 」 と タ イ

職も「この年齢になったら進学しま

て、この考え方でいくと、大学も就

に出てからのほうが勉強が楽しい。さ

ているそうですね。結論からお聞き
ミングが一律なのは窮屈です。本人

田代さんの経営する学習塾は、

したいのですが、どうしたら人の力
僕は思います。

のペースで決められたらいいのにと、

田代
吉田
年中採用するように変

化しています。以前は新卒と社会人

その人ができないことを見つ

けて、クリアすればいい。それだけ
は新卒の４月一律入社が主流でした

は伸びるのでしょうか？

です。具体的には、どんな教科でも
が、近年は

私の勤める会社では、かつて

問題文を読んで「ここがわかる」
「わ
からない」をていねいに確かめてい

者を重視する傾向に変化しています。

経験者の採用は８対２の比率でした

田代

が、今は６対４ぐらい。社会人経験

吉田
えるのは、教育側としてはうれしい

く。そのときに本人のペースで考え

田代 「この学年は全員これを学びま
ですね。採用が変われば、教育も変

自由、ですか？

しょう」と縛られると、成長にはよ
わる。そして日本も変わるでしょう。

知識を組み合わせ解決する力

求められる優秀さは

企業への入口が新卒以外に増

くありません。本人が学びたいとき

そ の 自 由 は「 自 律 性 」「 主 体
吉田

暗記力と時間で高得点を取る学生は、

数学の文章題であきらかに出ます。

田代 賢い子と賢くない子の違いは、

を生き抜くことは難しいと思います。

中身が暗記力 × 時間では、次の時代

な、唯一解ではありません。優秀の

う問いは、マークシートで選ぶよう

得点は取れます。でも、仕事で出会

やす、ある種のまじめさがあれば高

ークシートなら、暗記力と時間を費

応用が効かない人がいる。４択のマ

成績がオール５の学生は優秀。でも

いのは、優秀の中身です。たとえば

吉田 仕事で求められるのは、わから

力が弱るのです。

わからないことに辛抱強く向き合う

からないと読み飛ばしてかまわない。

います。スマホの情報は、意味が分

因にＷＥＢの悪影響があると考えて

い人が増えているのか？

田代 なぜ、情報を読んで分析できな

合える人材が求められています。

ほとんどない。初めての問いに向き

ターンだけで解決できる問題なんて

吉田

ているのです。

ら、情報を読んで分析する力が劣っ

自己肯定感を育む

承認から成功をつかみとり

想像するとがんばれますよね。

て学んだその先に、成長した自分を

うです。しんどくても、情熱をもっ

」にはラテ
はしんどい。でも「 study
ン語で「情熱」という語源があるそ

書きます。知識をただ入れるだけで

田代

か」が体得できる面もあります。

て役立つ。実践で「なぜそうなるの

ることがある。

狭いケースもあります。承認者の器

らいいけれども、相手の許容範囲が

がっている企業ですね。承認してく

だ、難しいのはある程度形ができあ

成功で自己肯定感が生まれます。た

優秀な人材がほしいのはすべ

人により習熟度は違います。私は大

ての企業に共通でしょうが、悩まし

僕も営業をしていたときに、

過去に出会った問題のパターンをあ

ないことに対して、さまざまな知識
吉田

田代

館大学産業社会学部卒業後、京

都新聞に入社。営業に配属され、
２年で退職。ボランティアで病
児の教育に携わり、教育に関心

が生まれた。26歳のとき世界一

周旅行に行き、帰国後は塾講師
として６年勤めたのち、34歳で

独立。「ほ〜ぷ進学教室」は、
学力だけでなく実力がつくと保
護者のあいだで評判。

かまじい

張り出していました。

僕は、一

つと

し

1962年 生、 大 阪 出

身。関西大学商学

部卒業後、1985年に

株式会社イシダに

入社。営業職、広報

職を経て、総務人事

理解と自分の成長のために勉強する

テストの高得点だけではなく、真の

は絶対ＮＧ。学ぶ側の心構えとして、

ら、とにかく知識を丸暗記しなさい」

には「理由がわからなくてもいいか

す。知識を組み合わせる力をつける

田代

いサイクルが生まれるのです。

分を承認できるようになります。い

させたいです。そうすると自分で自

て、達成して成功をつかみとる経験を

田代

受容は重視されます。

をもっています。そこでも相手への

カウンセリングの技法の傾聴に関心

吉田

ですね。変化する時代を生き抜く力

――柔軟な姿勢と応用力が必要なの

することが大切だと思います。

によって最大限に活用出来るように

す。その偶然を本人の主体性や努力

という考え方が一般的になっていま

割は偶然によって左右されている」

」
、計画的偶
「 Planned Happenstance
発性と呼ばれる「人のキャリアの約８

ハ プ ン ス タ ン ス

意識をもつことが大切です。
「なぜそ

について、編集部は今後も考えてい

まずは相手の承認から始まっ

うなるのか」をきちんと理解するこ

吉田 ああ、企業も似ているところが
一つになります。

とで、その知識は自分の引き出しの

プ ラ ン ド

キャリア教育の研究では

そうですね。教える側は自分

が小さいと、結果的に成長が阻まれ

れるのが顧客や、視野の広い相手な

部に異動。

勉強は「勉めるを強いる」と
スタディ

田代さんは具体的に、学生に
コツはあります。まずは一人

総務人事部人事課

きます。

相手の承認ですね。私は常々、

株式会社イシダ

あります。承認の次に、自分自身の

そのイメージ、よくわかりま

吉田和広さん

事の現場に出ると、知識が現実とし

てはめがち。それゆえに、初めて出

を組み合わせて解決する力です。イ

どう寄り添っているのでしょうか。

1969年生まれ。広島出身。立命

仕事も同じですね。過去のパ

会うパターンの問いに弱い。なぜな

メ ー ジ で い え ば、『 千 と 千 尋 の 神 隠

ていること」を総動員しました。仕

学を含めた、ありとあらゆる「知っ

顧客に相手にしてもらうために、雑

吉田

学のときはほとんど勉強しませんで

性」と言い換えられますね。確かに、

吉田

逆でもいい。

生が５年生の内容を学んでも、その

に学ぶのがいいんです。小学校２年

る「自由」があることが大切です。

1

よりも優秀な人を教えている可能性

話し合った。

を忘れない、謙虚さが必要です。

求められる能力と伸ばし方について

田代

学習塾経営者と勤続30年超の社会人が

ひとりと向き合い、存在していいん

「優秀さ」とはどんな力なのか？

し』の釜爺。クモのような長い足を

いったい、この変化の時代における

操って、いくつもの引き出しを引っ

そう思う人も多いだろう。

吉田

ほ〜ぷ進学教室経営者

16
interviewer=Editorial Staffs writer=Rena Kure photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

17

「もっと優秀だったらよかったのに」、

だよというメッセージを伝えます。

田代秀樹さん

京都市左京区南禅寺福地町34番地
☎075-771-4148（アルバイトの募集あり）
http://ryokan-yachiyo.com/

南 禅 寺の参 道にある料 理 旅 館 、
て 知られ、その 由 緒 は 安 土 桃

八 千 代 。京 都 屈 指 の 老 舗とし

い」と感じるかどうかは、まったく違

く。その仕事が好きかどうかで「キツ

でもらう」ことなら、自然に身体が動

びを感じるか。僕自身は「相手に喜ん

ビスを受けたお客様からの感謝に、喜

を「大変だ」と思うか、行き届いたサー

たとえば旅館は朝が早いですが、それ

ツい」と感じるかは、人それぞれです。

えてきません。そもそも、なにを「キ

観に縛られていると、仕事の本質が見

ジから変えないといけませんね。先入

大野さん（以下、大）はい、そのイメー

は仕事がキツいイメージがあります。

西野さん（以下、西）正直言って、旅館

て、お客様の自己責任ですからね。で

ュアル通りなら保証はしません。だっ

自身がジュースをこぼした場合、マニ

る。たとえば、レストランでお客様ご

から外れた判断をすることが難しくな

大

西 え？ マニュアル、ないんですか？

います。

アルがないので、皆のびのびと働いて

事は一から学べますし、うちはマニュ

大

うな新人でも応対できますか？

居が高いイメージがあります。私のよ

西 そうなんですね。旅館というと、敷

す。語学は働きながら習得できますよ。

イメージは長時間労働への不安がある

ろい仕事です。西野さんの「キツい」

が好き」な人にとって、本当におもし

大

西

しいからです。

く、お客様にとっての最善を考えてほ

画一的なマニュアルに縛られることな

ピタリティを身につけてほしいんです。

とが最優先。スタッフには、真のホス

れるまでの経験で、どれだけ作品に満

客様が玄関を入ってから、翌朝出発さ

ルな「芸術作品」と考えています。お

ーションしようとする意志を重視しま

方が多いですね。でも僕はコミュニケ

国やフランス、スペイン、イタリアの

大 今、宿泊客の半数が外国の方で、中

日本が観光大国に向けて舵を切ったか

いるのはオリンピックのせいではなく、

いません。いま訪日外国人が急増して

大

０年以降の展望が気になります。

大 うれしいですね。僕は旅館はトータ

す。

やげなど随所にこだわりが感じられま

西

や 畳 、販 売 品 など 京 都 の 上 質

ル。手ぬぐいなどメイドイン京都

なものにこだわってリニューア

の感度の高いお土産も好評。

緑風荘４代目。大学卒業

マニュアルをつくるとマニュアル

でしょうが、緑風荘はタイムカードで、
ちですが、画一性を優先するのか、個

足していただけるか。演出や創造力が

緑風荘。四代目若旦那が、家具

話を聞いた人
あかり
にしの

後、すぐに旅館には戻らず、公務員

大丈夫、未経験者大歓迎です。仕

ってくるはずです。
も、まだ中身がたくさん残っていたり、

確かに、旅館の仕事について、先

西
マニュアルよりも、

お子さんがこぼして泣いている場合は
どうしますか？

入観があったかもしれません。

延長分は残業代として支払い、休みも
別のお客様に合わせた対応を大切にす

目の前のお客様の気持ちに寄り添うこ

就業時間も法定の基準を守っています。
るのか。いろいろな経営方針があるん

「 笑顔で働ける」 がいい旅館の条件

なぜなら、働く人が疲れていたら、お

旅 館 は「 人 が 好 き 」「 も て な す の

客様もうれしくないですから。気持ち
ですね。

日々試される。僕は、一緒に作品を創

らです。現在訪日外国人数は２８００

オリンピック以降も発展する観光業

ホテルや旅館でひとくくりにしが

よく働けるからこそ、最高のおもてな
しができると考えています。

り上げてくれる人を募集しています。

万人超えですが、２０２０年には４千

英語などの語学は必須ですか？

その考え方、目からうろこです！

西

西

万人に、２０３０年には６千万人を見

緑風荘さんは建物や雰囲気、おみ

私はいいものを提供する仕事につきた

込む。世界中の人と出会える、成長産

京都の旅館業はまったく心配して

いと思っているので、共感します。最

東 西 本 願 寺の中間に位 置する

そこまで将来性が高いとは知りま

京都市下京区西洞院通六条上る金屋町490番地
☎075-341-7201（アルバイトの募集あり）
http://ryokufuso.jp

大若
野旦
昌那
帝
さ
ん

Ryokufuso

緑風荘

大 野 昌 帝 さん（43）

本の
旅館は日
ジュ
ンシェル
コ
の
高
最

客さまに提供する仕事がしたいです」
大事だから」。
の最前線に、京都の旅館がある。

ただ
まさ
おおの

翌朝の出立時、泣かんばか

となら仕事が楽しくなる」を実感。29歳から

京都女子大学法学部３回生。福岡県出身。
「就活をどう進
りの感動ぶりで握手を求められた。
「ほっとした思い

現職。指導方針は、仕事に失敗しても叱ら

めればいいか悩み中！」京都で就職を希望。キラキラする
と、役に立てたうれしさで、忘れられないですね」。

ない。
「叱られて萎縮するより、次はどう

もの、綺麗なものが大好きで、販売職やサービス業を志
海を越えて人と人がふれ合い、通じ合う。おもてなし

したらいいか、前向きに考えることが

望中。
「自分が本当にいいと思うもの、納得するものをお

18
interviewer=Editorial Staffs head writer=Kyoko Kurita photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

19

業です。

約の取りにくい宿のひとつだ。

西

ケーションが自慢の、京 都で予

後の質問ですが、よく「オリンピック

嵐 山・渡月橋を望 む 絶 好 のロ

までは経営は大丈夫」と会社説明会で

安 時 代 の 離 宮 の 跡 地 に建ち、

せんでした。ありがとうございました。

ぐの 料 理 旅 館 、嵐 山 辨 慶 。平

「楽しいだけの仕事はない。でも好きなこ
した結果、なんと発見！

京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町34番地
☎075-872-3355（アルバイトの募集あり）
http://www.benkei.biz

聞きます。私としては、むしろ２０２

世 界 文 化 遺 産 ・天 龍 寺からす

移動経路を確認し、ＪＲやいくつもの鉄道会社に連絡

代
表
取
締
役
磯
橋
輝
彦
さ
ん

Arashiyama
Benkei

新企画！あなたに代わって、
シューカツに悩む学生が、
リアルな疑問を企業にぶつけます。
教えてくれた人

兵 衛の名 庭でも知られる。

西 野 燈 さん（20）
や映像制作などさまざまな職業を経験。
ドイツの宿泊客がパスポートをなくしたときのこと。

嵐山辨慶

学生
会社
中支
西配
敏人
之
さ
ん

Yachiyo

八千代

突撃！

山時 代までさかのぼる。近 代日
本を代 表 する造 園 家 、小 川 治

人 材 募 集
recruitment

株式会社マツヤスーパー
京都市山科区竹鼻地蔵寺南町９番地１（営業本部）
TEL：075-501-3388
http://www.matsuyasuper.co.jp/
従業員数：正社員162名（男子136名

女子26名）

準社員・パート・アルバイト・嘱託 853名
設立：1961年8月
主な事業内容：スーパーマーケットの経営、

ショッピングセンターの運営開発

山科駅
京阪山科駅
京都薬科大学

三条通

JR東海道本線

京阪京津線

2010年入社

250

500m

JR東海道新幹線

山科
川

東野駅

年間休日取得率１００％
しっかり働きしっかり休む、
安心・安定の職場環境。

1

強くて優しいスーパーマーケット

充実した教育システムがあるから、
和気あいあいと

最新の什器を積極的に導入することで、
働く人の

最新の什器を積極的に導入することで、
働く人の

した社風になる。

負担を減らす方針だ。

負担を減らす方針だ。

「 社中３位」
。帝国データバンクの調

査によれば、京都府内の食品スーパー

売上高（２０１６年度）の首位はフレス

コ、２位マツモト。そして３番目に続

くのが、京都市山科区に本部を置くマ

ツヤスーパーだ。

このデータを読むときに注意してほ

店

22

しいのは店舗数だ。関西エリアで１０

０店舗位上を展開するフレスコと

舗のマツモトに対し、京都・滋賀両県

でマツヤスーパーはたった９店舗。９

店舗しかないにもかかわらず、トップ

３に入るのだ。すなわち利益率のよさ

億円と全国トップクラス

25

に直結している。１店舗当たりの平均

売上高は約

地域の人々に広く支持され、良い業

を誇る。

績につなげる秘訣は何か。それは「何

気ない日常を支える」というスーパー

本来の役割に徹する誠実な姿勢につき

る。食事の材料や生活必需品などがご

く当たり前に並ぶ売り場の裏側には、

顧客の快適さを追求した店舗づくりや

新鮮かつ豊富な品揃えのための戦略が

存在する。

そして、信頼の背景には、従業員た

ちの日々の努力の積み重ねと、それを

支える教育制度がある。入社直後から

1

年間かけて実施される新人研修は親

切で丁寧。最初は全員が店舗に配属さ

れ、その後は店長・副店長やバイヤー、

管理部、広報などの道が開かれている

が、部門・職種ごとに細分化された研

満足してほしい」
「世の中に付加価値を

修も充実している。

社員の働きやすさを重視し、売価変

提供したい」という社員一人一人の高

競争の激しい小売業界で、中小規模

のスーパーは今、厳しい状況に置かれ

ている。同業大手の傘下に入ったり廃

業せざるを得ない企業もあり、
「流通は

大変でもうからない」とのイメージを

持つ人もいるかもしれない。しかし、

マツヤスーパーのように、安定性と将

来性のどちらも兼ね備えた元気な企業

だってあるのだ。全国トップクラスの

売上は従業員の待遇にも跳ね返ってく

る。売り手よし・買い手よし・世間よ

しの「三方よし」を地で行く会社。そ

れがマツヤスーパーだ。貪欲に学び、

interviewer=Editorial Staffs head writer=Miho Shinkai photographer=Shigeya Inoue [MOSS GREEN STUDIO]

更が簡単なデジタル値札や、接客と機

て働いています。

い意識は、しっかり働いてしっかり休

し、
常に明るく笑顔で丁寧な接客を心がけ

成長しようとする人にとって恵まれた

21

伊勢田店レジサブチーフ

環境がここにある。

【内容】店長、バイヤー、トレーナー、幹部（商品部・店舗運
営部・開発部・管理部・人事総務部）等の候補生として研
修、店舗など現場での実務経験を積んでいただきます。
【 応募資格 】2019年3月 に 大学・短大 を 卒業見込 み の
方
（全学部学科）
【給与】
大卒210,510円 短大卒190,470円、
【諸手当】通勤交通費（月額50,000円まで支給）
、家族手
当、時間外勤務手当など。昇給：年1回 賞与：年2回
【勤務地】京都、滋賀
【勤務時間】7：30～24：00の間で実働8時間
【休日】年間合計110日（交替制）、年次有給休暇、特別有
給休暇
【福利厚生】健康保険、厚生年金、労働（雇用、労災）保険、
財形貯蓄、確定給付企業年金（退職金制度）、定年退職者
再雇用制度、社員持株会、グループ保険共済制度、育児休
業制度、育児短 縮勤務制度、介護休業制度、介護短縮勤
務制度、リゾートトラスト加入
（リゾートホテル）
、従業員
買物優遇制度 など
【その他】UA ゼンセン マツヤスーパー労働組合
【教育制度】新入社員研修、各担当者研修会、通信教育斡
旋、資格取得支援制度など
【連絡先】まずは一度お電話ください。

☎075-501-3388（担当：石田・横山）

16年入社

お客様お一人おひとりとの会話を大切に

械の融合を実現したセミセルフレジな

店舗管理スタッフ

中村 になさん

む、安心・安定の企業風土から生まれ

※2019年3月卒業見込みの方の採用につきましては、
2018年6月1日以降に選考解禁します。

るのだ。

面接重視

１１０日もある年間休

第2新卒以上
歓迎

ど、生産性を高める機械を導入されて

「
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。

いる。レジの下にはなんと床暖房まで

正社員募集

ある店舗も！

日、その取得率は１００％。
「お客様に

JOB INFORMATION

2019年3月
大学卒業見込

高い業績が給料に反映される。

やシフトの希望も通りやすいため、
のびのびと働くこ
とができます。

地下鉄東
西線

0

久津川店グロサリーチーフ

福利厚生が手厚いことも魅力のひとつでした。休日

外環状線

公園

店舗平均売上高は全国トップクラス！

山根 慎司さん

山科駅

74

20

日々の安 全が

京橋大発ビル2F

TEL：06-6353-5678

http://www.mt-security.co.jp

従業員数：400名

設立：1987年6月

主な事業内容：百貨店など大型商業施設・

各種イベントの警備業務

大阪の南海難波駅に併設されたショッピン
グセンター「なんばＣＩＴＹ」
。通勤や通学で
たくさんの人が行き交う場所に、濃紺の警備
服に身を包んだ男たちが静かに立っている。

歳と、高松行成さん

歳。日常のなか

警備会社エムティーから派遣された米田翔太
さん

それは、優

される仕事だ。仕事とプライベートを大切に

売するのとはまた違って、他人に本気で感謝

ー。人々の「日常」を守る警備は、商品を販

品位ある警備が高い評価を受けるエムティ

援や学生対象の奨学金制度を続けている。

協会から感謝状が届いた。障がい児の自立支

大阪府警備業協会の災害支援活動に参加し、

入れている。２０１１年の東日本大震災では

するエムティーでは、社会貢献活動にも力を

心の通った「感動のある警備」をモットーと

ながら、しっかり稼ぎたい人にもおすすめだ。

はないため、自分のプライベートを大切にし

職員が多いのも特徴だ。事案がなければ残業

育てしながら働ける」といきいきした表情の

体制が整っており、「やりがいを感じる」
「子

クと定期的な個人面談など社員へのフォロー

と、働きやすい職場環境がある。健康チェッ

張った分だけ能力を評価する「褒める文化」

そしてもう一つ、高い警備力の裏には、頑

学び続けられる環境を用意する。

キルに応じて、さらに高みを目指せるよう、

た。八尋社長は新人もベテランも、経験やス

社の「ブランド」を高めることに邁進してき

社に課せられた使命を重く受け止め、警備会

国内の安全神話が崩れつつある昨今、警備会

こう話すのは、エムティーの八尋勇社長だ。

て成長できる環境の整備を心がけている」。

だけでなく、人徳が必要。一人一人が人とし

「質の高い警備を担うためには、技術と知識

ログラムがある。

だしなみに関する研修など、充実した教育プ

る講習、英会話、社会人としてのマナー、身

景には、警備資格や護身術、救命救急に関す

れた警備を担える人材が揃っているから。背

らの依頼が後をたたないのか？

なぜエムティーには、大型クライアントか

手のコンサートといった華やかな現場だ。

ト会場、国賓クラスが訪れる寺社の祭事、歌

が得意とするのは、高級百貨店や国際イベン

ガードまで、多種の業務がある。エムティー

ーといった施設警備から、交通警備、ボディ

警備の仕事といえば、ビルや病院、スーパ

に目を光らせている。

に異常がないか。
「警備のプロ」として、静か

40
施設警備員

ゼロからのスタート歓迎。あなたをプロに育てます。

【内容】施設警備、祭事や式典、野外イベントに至るまで「品
位ある美しい警備」により、人の集まる場所に安心とぬくもり
をもたらします。
【応募資格】経験・経歴・学歴一切不問
（18歳以上）
【給与】初任給18万円〜
【勤務地】大阪市・堺市・京都市他
【勤務時間】
シフト制（勤務地により異なる）
【休日】
月6～7日
（ローテーション制）
【その他待遇】制服貸与・交通費支給・各種手当・資格取得
奨励制度あり
【連絡先】
まずは一度お電話ください。
☎06-6353-5678（採用担当）

して、等身大の幸せをつかみにいこう。

専門学校
卒業生歓迎
第2新卒以上
歓迎
2018年3月
大学卒業見込

当たり 前にある社 会 。

事業本部：大阪市都島区片町2丁目2-40
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interviewer=Editorial Staffs head writer=Miho Shinkai photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]
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大阪ビジネスパーク
円形ホール

JR大阪環状線

「
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。

警備をより高めていきたい。
シアター
BRAVA! いずみ
ホール
大阪ビジネス
パーク駅

筋
玉造

正社員募集

察ではないからこそできる、
「お客様の普通」
を守る
は、まだ出会っていませんね。

「 日 常 」を 守る仕 事です 。

株式会社エムティー

33
JOB INFORMATION

「第二の警察」
と言われます。 警
職しました。 警備は
格闘技ですが、その技術を使うような危ないことに

線

鴫野橋

京橋駅

500m
250

警備の仕事に憧れがあって、電工設備の企業から転
大阪城
北詰駅

0
大阪城ホール

前職はアパレル業界でした。 販売の仕事とは違い、
「他人の役に立っている」実感があります。 特技は
東西
JR

高松行成さん
ダイエー

線
片町
京橋駅 JR

米田翔太さん
寝屋川

「普通が一番、
だと思います」
本線

「人の役に立つ実感があります」
京阪

線
緑地
見
鶴 京橋駅

1

地
下
鉄

人 材 募 集
recruitment

【勤務地】京都市の百貨店や、大阪市の大型施設等
【時給】1,000円〜
詳しくは、上記連絡先までお電話ください。

アルバイト募 集

人 材 募 集

「他社は売って終わり。あなたは販売後も様子を見に来
てくれる」
とお客さまから喜ばれた体験がある。
「売って

Recruitment

終わりではなく、
売ってから顧客とのお付き合いが始ま
る」
。
トヨタカローラ京都の営業方針に納得している。

公務員とは違って
努力が給料に反映する
おもしろさがあります

トヨタカローラ京都株式会社
本社：京都市中京区西ノ京南大炊御門町1-1
TEL：075-463-1111（受付時間 9:30〜17:50）
http://www.corolla-kyoto.com
従業員数：約390名

設立：1961年4月

主な事業内容：トヨタ車の新車販売、リース、中古
車販売、自動車整備、保険代理業、au 代理業

ＡＩ化、
自動運転、
エコ対応なと、
変革
期にある自動車業界において、
「ディ
ーラーはますます重要になる」
と中井
さん。ネットに情報はあふれても
「その
人に本当に合う車、
買い換えのお得な
タイミング、
購入後の不安ゼロ」
といっ
た個々の
「顧客満足」
に応えるには、
プ
ロのアンテナが必要だからだ。

ルマ」がない。基本給は毎年昇給、自

そもそもトヨタカローラ京都には「ノ

ローラ京都だからこそ、相手の喜ぶこ

顧客との付き合いを重視するトヨタカ

と感激された。目の前の売上よりも、

けたところ「よう来てくれはった！」

せない配慮がある。

分の目標をクリアした分が上乗せにな

とに時間を割ける営業ができる。だか

るが、３年間は「新人手当」がつく手

厚さだ。

野球部で汗を流したり、
友人と買い物や旅行など、

ら感謝される機会も多いのだ。

に車の知識や魅力を伝える活動など、お客様と信頼関係を結ぶこ

小学生から大学まで野球ひと筋。休日は会社の

「マニュアルがないので、自分なりの

【内容】
トヨタ車の購入を提案し、販売する仕事です。子どもたち

営業ができるのも魅力です」
。

営業職
（カーライフアドバイザー）

中井さんはこまめにお客さまを訪問

い通りにいかなくても我慢して、勝つ

※2019年3月卒業見込みの方の採用につきましては、
2018年6月1日以降に選考解禁します。

70

代の女性客と相撲の話

50
専門学校
卒業生歓迎

するタイプ。

第2新卒以上
歓迎

で盛り上がり、お茶をごちそうになった

2019年3月
大学卒業見込

ことを考える。成約時は、野球でヒッ

正社員募集
「
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。

代の男性客が車が事故

こともある。

JOB INFORMATION

大学時代、
車のトラブルに遭遇したときに、
販売会社か
ら迅速な対応を受け、
「こんなふうに人の不安を払拭す
る仕事もいいな」
と感じたことがある。ディーラーを選ん
だ背景にはそんな体験も。

充実している。

とにつながる取組み全般に携わります。

「日本のものづくり」の最先端をいく

トヨタ車。その販売を通じてお客さま

年。従業員数３

57

と信頼関係を結ぶのがトヨタカローラ

20

京都の仕事だ。創業

９０名、 店舗を構える安定企業だ。

「仕事は厳しい、つらいものと覚悟し

ていましたが、実際は笑顔で働ける毎

日。いい意味で裏切られました」
。

そう話すのは、昨春新卒入社した伏

見店の中井弘太さんだ。大谷大学出身

で、最初は公務員志望。でも起業家の

知人に「公務員はいくら働いても給料

は同じ。自分の努力が認められ、給与

にはね返る営業職のほうが、断然おも

しろいし、がんばれる」とのアドバイ

実際、就活では営業職一本に。他に

スに方針を転換した。

も、高待遇のベンチャー企業から内定

を得たが、最終的には「将来性と安定

性」でトヨタカローラ京都を選んだ。

入社後の最初の驚きは、社内のチー

ムワークのよさだった。

「何か頼まれごとをすると、上司から

も必ず『ありがとう』と感謝の言葉が

返ってくる。相手が誰であれ、お互い

を尊重し合う温かい社風なので、すぐ

に緊張も解けました」
。

社員の士気の良しあしは、会社が本

気で「社員満足」を考えているかどうか

で違ってくる。入社直後に「ノルマ」

に追われる会社も珍しくないが、同社

は４カ月間の新人研修や先輩のサポー

ト制度、１００件以上の顧客を引き継

いでのひとり立ちなど、不安を感じさ

25

にあったとき、中井さんはすぐに駆け付

☎075-461-9191

のびのびと働きながらも、目標数字

【連絡先】まずはいちど電話かメールでご連絡ください。

は順調にクリアする中井さん。

【歓迎】
車好きな人、コミュニケーション能力のある人材

「仕事の醍醐味はやはり売ること。思

て、技術力のレベルアップを目指します。
【応募資格】自動車整備士有資格者

気遣いと気配りに優れている先輩た

ローまで。トヨタ自動車の整備コンクールへの参加などを通じ

トを打った爽快感がありますね」
。

自動車整備士（サービスメカニック）
【内容】新車や中古車の整備や車検・メンテナンス・アフターフォ

ちは、魅力的だ。お客さまと友達のよ

り組める人

うな関係を築きながら、きっちり数字

【歓迎】
お客様との末永いお付き合いのために、地道に粘り強く取

を上げている、その姿に憧れる。

【その他待遇】社会保険完備・諸手当・マイカー購入制度

「目標はトップセールス。目下の課題

【休日】
毎週水曜と第1火曜を含む月7日以上

は、若い人たちに、どうやったら車を

【勤務地】京都府下の各店舗

買う感動や楽しさを届けられるか。挑

【給与】
月給216,900円（2017年4月大卒初任給実績）

戦しがいのある仕事です」
。

【応募資格】2019年3月に大学を卒業見込の方
（全学部全学科）

recruit@corolla-kyoto.com

interviewer=Editorial Staffs head writer=Kyoko Kurita photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]
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職業…

その他の
答え

色の調合師

お菓子職人

仕事とは…

生きるため

M・Tさん

仕事とは…

食べるため

生きがいを感じるとき…

T・Tさん

仕事とは…

忘れた

生きがいを感じるとき… 自分を追求しているとき

S・Mさん

職業…

職業…

……

生きがいを感じるとき…

お酒が人生の楽園

生きがいを感じるとき… お客さんが気に入ってくれたとき

美味しいものを食べているとき

職業…

着物関係

職業…

飲食店経営

職業…

会社員

あなたにとって仕事とは？

車について考えているとき

人生の楽しみを
再確認するためのもの

どんなときに生きがいを感じますか？

M・Mさん

生きがいを感じるとき…

お菓子で人が幸せと
思ってくれたとき

生きがいを感じるとき…

自動車関係

N・Sさん

人生の糧

Kさん

仕事とは…

自分の生きた証

Q.

仕事とは…

仕事とは…

長い人生、スピードより
確実な理解と学びが大切。
vol.012 2018 spring
2018年2月27日発行

今号の対談で登場いただいた、塾経営

定されていて、
「10代も、80代と同じよう

者の田代秀樹先生。
「大切なのは理解の速

に思ってもらえたらいいのに」と、対談

企画・制作・営業・発行

度ではなく、確実に理解すること」とい

では話されました。個性や能力は人それ

う後日談が印象的でした。80代なら2〜3

ぞれ。就職だって、いつするかは本人次

歳の差はそれほど変わらない。そう多く

第。多くの経験を経て、満を辞して仕事

Deputy Editor, Writer in Chief

の人が認識しているのに、10代ではそう

に就くことも、１つの選択肢なのでは？

呉玲奈

は思われない。「この歳で、これを習得

そう改めて考えさせられた取材でした。

Editor

すべき」という短いスパンが、一般に設

株式会社 union.a

Editor in Chief, Publisher

円城新子

中山みゆき

編集長

円城新子

Editing Assistant

北村匠海
Writer

長尾ようこ
栗田京子
中岡ひろみ
新海美保

フリーマガジンを手許に残したいかは
見ためじゃなくて、内容で決まりますね

Special collaboration

FASTNER.

左ページで FASTNER.( ファスナー ) と

Art Direction, Design

ゆえの可能性に示唆がありました。

のコラボが実現したのは、京都で開催さ

ただ、（かっこいいとか広義の価値観

れた、架空のフリーペーパーをつくるイ

を含む）「おもしろい」印刷物はやっぱ

もりはなぐみ

ベントで同じチームになったのがきっか

り人を魅了します。上記は、フリーマガ

Design

けでした。イベントには、ＩＳＢＮをつ

ジン好きの学生の言葉。「捨てるのが惜

けて流通しない「フリー印刷物」の敷居

しくなる」、熱量を内容に込めていきた

の低さ、自由さがはらむあやうさ、それ

いです。

北原靖浩
Illustration

DesignMINUTE
Photograph

モスグリーンスタジオ

副編集長

呉玲奈

Map Design

から助言をもらうことだ。話を聞いて

えている学生に対し、実際に働く方々

私たちのような「働く」を漠然ととら

酒屋、寿海に行った。今回の目的は、

は京都
月５日、私たち FASTNER.
市内の千本丸太町にある大衆居

貫した印象だ。それはまさに「人生」

の本質は己の研鑽にあるというのが一

ったりする。お金は結果に過ぎず、そ

自分の存在を再確認するためのものだ

はなく、自らの存在証明であったり、

Web Design

京都商工会議所
掲載データは、2018年2月現在のもの
です。あらかじめご了承ください。

VOL.1

「働く」と「人生」は、密接だった。

FASTNER.

photographer=Ayaka Yokoyama(FASTNER.)

協力

学生フリーペーパー団体

head writer=Tomohiro Kubota(FASTNER.)

株式会社アイ・サポート

（ファスナー）
とのコラボ企画。

interviewer=Satomi Tanaka,Akari Nezu,Tomohiro Kubota(FASTNER.)

く」ことは単にお金を稼ぐ手段なので
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おのれ

務町491-3／☎075-841-3609

本来「働く」とは、自分を磨くための

京都市上京区浄福寺通丸太町上ル中

まいしん

寿海 千丸店

Printing & Bookbinding

〝「働く」
とは、
いったいなんですか？〞

FASTNER. twitter
@fastner_mag

こうめ工房

学生が大人に投げかけます。

一つの手段として存在するべきだ。安

のあるべき姿だと感じた。

直に会社の知名度や給料の額で仕事を

みたら千差万別、多種多様な「働く」

あ ら た め て 感 じ た の は、
「働く」と

がそこにはあった。

「人生」は密接に関係し合っている事実

決めてしまうのはいかがなものかと思

回のコラボが実現。

だ。正直、学生が「働く」という言葉

～」
がきっかけで、今

う。理想の自分を実現するために日々

ペーパーのつくり方

からポジティブな印象を受け取ること

つくる”「 TAKE OUT!! ～モテるフリー

邁進する。それこそまさに「人生」で

テナの共催イベント“フリーペーパーを

はあまりないだろう。しかし、取材を

提供するフリーペーパー。
只本屋×アン

はないだろうか。
「働く」とはそのため

かで彩りのある生活になるきっかけを

受 け て く れ た 方 々 は、
「働く」に対し

浴びてこなかった京都を発信し、
より豊

の一つの手段なのだ。

京都の学生を中心に、今まで日の目を

てとてもポジティブな姿勢だった。
「働

とは？

Design MapLe

本紙掲載の記事・写真・イラストの無
断転用を禁じます。
Copyright©2018 union.a Corp.
All rights reserved.
本誌設置の大学・企業の詳細は、ウェ
ブサイトからどうぞ！

occhan-obachan.com

新卒も、第二新卒も、就職経験のないあなたも。
「京都新卒応援ハローワーク」
に行こう！
京都新卒応援ハローワークは、仕事を探し
ている若者の味方です。常駐する相談員が
いるからなんでも相談に乗ってくれます。

京都ジョブパーク 学生就職センター
（京都新卒応援ハローワーク）
京都市南区東九条下殿多町70 京都テルサ西館３階
電話０７５－２８０－８６１４
平日９時～19時、
土曜９時～17時
（日、
祝日、
年末年始は閉庁）

サハラの薔薇
下村敦史 著
KADOKAWA
2017/12 1600円 + 税

飛行機墜落から生き残った者達が、互いに秘密を抱えて
砂漠を彷徨う。一行を待ち受ける絶体絶命のピンチと世
界規模の陰謀。読むほどにハラハラドキドキさせられる。
タイトルこそが「最大の謎」という、ミステリファンが泣
いて喜ぶ王道のエンタメ。京都府出身の若き筆者は、高
校２年で自主退学し、９回も江戸川乱歩賞にチャレンジ
して見事受賞。以後輝かしい経歴を積んでいる大作家だ。
本誌コンセプトと強い親和性も感じた。
（うさこ）

NEXT ISSUE 2018年5月中旬発行予定 !

昔から京都の本物を支えてきたのは、伝統的な職人の技。そんな京都の土
壌における「職人」というキーワードに着目し、独自の哲学・こだわりを持った
現代の「職人」を、ひとつのバス停から半径500mに限定して、じっくり探索。
そこで再発見した「京都らしさ」を、皆様にお届けします！
日本タウン誌 フリーペーパー大賞2015
ライフスタイル部門
バックナンバーは

最優秀賞受賞

第３回京都女性起業家賞の
京都府知事賞を受賞！
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