看護師

松田 鈴子
さん

キッカケ
松田さんの母が 病気で入院 し たとき、優しくて
素敵な看護師に出会った。
「自分もこの仕事がし
たい」と憧れた。
仕事の魅力
「頼りにされて いることを 感 じたときがうれし
い」
。いろいろな人と接することで成長し、頑張
る気持ちになるという。
向き合うこと
「患者さんの笑 顔に助けら れ て仕事を続けてい
ける」と感謝し ている。看 護 師は患者の心のケ
アや夜勤もある 。大変な職 業 だがやりがいも大
きいと感じた。
「メールは便利だけれど、真正面
を向いて人と話 をすること が 大切」と未来の看
護師にアドバイスをくれた。

さん

大谷には、将来に向けてたくさんの
ことを吸収しながら勉学に励む人、全
道・全国大会出場といった目標に向か
って部活動を頑張る人、芸術を通して
自分の表現力を磨く人など、個性豊か
な仲間がたくさんいます。そんな中に
いると刺激を受けないはずがありませ
ん。中学で身につけた力を伸ばすもよ
し。新しいことに挑戦するもよし。切
磋琢磨できる環境があります。
体育祭や学園祭はもちろん、花まつ
りや報恩講といった大谷特有の仏教行
事もあります。日々の学校生活では、
大谷生なら誰もがお世話になっている
尚文舎（売店）で昼食やデザートを買
ったり、友だちとおしゃべりをしたり、
楽しいことがたくさん待っています。
そうとはいっても、みなさん自身が
自分から楽しまなければ意味がありま
せん。新しい生活が始まり、まだ不安
もあると思いますが、自分を大切に、
充実した３年間を過ごしてください！

ようこそ、札幌大谷へ

どの職業に対しても「責任は大きいがやりがいがあり、魅力的な仕事だ」という感想があ
りました。今回は貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

ライフプランナー

植西 泰文

・裁判をやるときは常に相手に対してベストを尽くすことが⼤切だと感じた。
・税理⼠のいい⾯も大変な面もたくさん聞けてよかった。失敗しても粘り強く取り組むこと
が大事だと感じた。
・警察官はコミュニケーション力が大事であり、人の痛みがわかる人になることが大事だ
と思った。
・人材教育コンサルタントは人にやる気を出させ、目標を達成させる力があると感じた。
・理学療法⼠は幅広い分野で人に寄り添い、健康を守っている存在であると思った。

新入生のみなさんへ

今回の職業人ガイダンスでは他にも弁護士や税理士、警察官、人材教育コンサルタント、
理学療法士の仕事について学びました。参加した生徒の感想を紹介します。

会社経営
さん

さん

やりがい
健康な人に保障 の必要性を 認 識してもらい、保
険に加入しても らうことが ラ イフプランナーの
仕事だ。病気や 事故で死ん だ ときの残された家
族の生活費や、 子どもの教 育 資金などを一緒に
考えてアドバイスをしている。
「今後もきちんと
生活できる」と 感謝された と きにやりがいを感
じている。
目標も計画的に
社会では「人と してどんな 生 き方をしたか」が
問われるという 。お金だけ で なく目標も何十年
先のことを計画 していくこ と が大事であること
を学んだ。
「この先、夢や目標が明確になったと
き、諦めざるを 得ない状況 に ならぬように、勉
強も全力で取り組むべき」と教えてくれた。

秋山 享慶

システムエンジニア

キッカケ
大学でプログラ ミングやウ ェ ブ技術に興味を持
ち、仕事として習得したいと考えたこと。
仕事の魅力
魅力は「お客様 からの要件 を 形にすること、自
分が関わった仕 事が世の中 で 活用されているの
を見られること」という。
「便利になった」の言
葉にやりがいを感じている。
大事なものは国語力
この仕事で要求 されるのは 「 伝える力」と「読
み取る力」
。理系の難しい話でも簡潔でかつ適切
にやり取りする力が必要である。
人生の引き出しづくり
「高校生は学校 や社会のル ー ルの違いに悩みな
がらも解決して いくとき。 人 生に役立つ力を養
ってほしい」と 思いを伝え て くれた。今は社会
性を身につけているときだ。

2014 年 4 月 26 日（土） 9:30 〜 15:30

植西 晃典

さん

今の仕事についたキッカケ
同じ商品でも立 地などによ っ て売り上げが変わ
ることを知り、 不動産に興 味 を持ったことがキ
ッカケだ。不動 産の仕事を す るには、他の仕事
を経験してからでも遅くないそうだ。
やりがいと責任、思いやりと努力
多額のお金が動 く不動産の 購 入や売却は、一生
に何度も経験することではない。
「その場面に立
ち会うことはや りがいと責 任 がある」という。
だからこそ、相 手を思いや る ことや努力するこ
とがこの仕事では大切だ。
将来に役立つ経験を
「社会では多く の人の協力 を もらいながら仕事
をできる人が高 い評価をさ れ る」という。その
力をつけるときは学生時代。
「サークル活動など
で運営する経験を積むとよい」と話してくれた。

今津 寛介

衆議院議員 秘書

キッカケ
「世のため人の ために役立 ち たい」という思い
からこの仕事をめざしたという。
人と人を結ぶ架け橋
「政治と国民をつなぐ架け橋」を意識している。
仕事の魅力は「 代議士を支 え ることで国家と地
域の発展に寄与 できる」と い い、分単位のスケ
ジュールをこなしている。
強い信念
この仕事には公 平で公正な 判 断力が必要だ。今
津さんは「不可 能を可能に す る行動力」を大切
にして、熱い気持ちで仕事をしている。
全力で感謝
「将来は一日一日の積み重ね。日々全力投球で、
感謝を忘れずに 過ごしてほ し い」とメッセージ
を送ってくれた。

～春に集う、秘曲たちの夢～

札幌大谷大学

検索

～地域の資源を生かした
魅力ある観光地作り～

札幌コンサートホール
Kitara 小ホール 18:30 開場／19:00 開演

工業高校を卒業し、建設会社
にて 14 年間勤務。32 歳でソ
ニー保険株式会社に転職し、
10 年⽬をむかえる。

株式会社クレスコのシス
テムエンジニア。高校時代
は卓球部に所属し、個人で
は全道大会にも出場。

新 しい発見と
聞 いて驚くことばかり。
局 員募集！
詳しくは 6-9 池田まで

札幌大谷大学社会学部 Open Campus

片山 柊

北海道社会事業協会岩内病
院の看護師⻑。⼈々に万全
な医療体制を提供できるよ
う日々看護に励む。

お申し込み・詳細は
札幌大谷大学
WEB サイトへ

高校 生のための社会学入門

高校音楽科
3 年⽣

ピアノリサイタル

2014 年 4 月 25 日（⾦）

株式会社ホームスター代表取締
役。飲⾷店店⻑の経験をし、現在
の不動産会社を起業。宅地建物取
引主任者など多くの資格を持つ。

今津ひろし旭川事務所の
衆議院議員秘書。高校時代
は体育科で３年間、野球漬
けの日々を過ごした。

編集新聞局員

第 13 号編集⻑ 髙橋 麻莉
編集者 池田 くるみ
宇佐美 舞 葛⻄ 愛理

3 月 12 日に⾼校２年総合学習「職業人ガイダ
ンス」がありました。社会で活躍する方々に
来校いただき、その仕事を選んだキッカケや
やりがい、仕事内容などを学びました。講演
後に５名の方々を取材し、仕事に対する思い
などをお聞きし、メッセージをいただきまし
た。第 13 号は 17 歳新聞連載記事「おしえて
シゴト人」特集です。

札幌⼤⾕⾼等学校進路指導部 ）
（ 協⼒
札幌⼤⾕⾼等学校新聞局発⾏

未来のシゴト人へ

