
 
  

きっかけは大学 3 年生のときの社会福祉士の実

習でした。様々な悩みを抱えている高齢者の気持

ちに寄り添い一緒に問題を解決していこうという社

会福祉士の姿を学ばせていただきました。 

4 ヶ所で実習をさせていただきましたが、共通し

て感じたことは職員さんや雰囲気のあたたかさでし

た。私もそんな環境で働きたい！！自分もそんな職

員になりたい！！と思い決めました。 

 入職してみて、先輩職員も優しい方々ばかりで

入職時の不安はどこへやら、、、介護技術、利用者

さんへの関わり方など日々学ばせていただいていま

す。自分のできなさに悩むこともたくさんありますが、

毎日楽しく働いています。 

1 番の大きな目標は''地域包括支援 

センターで働くこと''です。 

その第一歩としてまずは介護の現場を学ぶこと、利用者さん

の気持ちや生活、またそれを支えるご家族の気持ちに寄り

添えるような援助員を目標に頑張っていきたいです。よくばり

ですが、施設での相談員も経験したいですね。ケアマネの資

格も取れるように頑張ります！！ 

後輩のみなさん 

就活中は自分にはどんな仕事が向いているんだ 

ろう・・と沢山悩んで、どうしたいのか分からなくなる 

こともあると思います。自分のことを 1 番知っているのは 

自分自身だと思います。だからこそ、見学に行って実際に

自分の目でみて感じて 1 番ビビッとくるところを見つけてく

ださいね！私のいる施設にも、是非見学に(笑) 

勉強に遊びにバイトに忙しいと思いますが、 

沢山遊んで自分の時間を大切にしてください。 

最終学歴：大正大学社会福祉学科 

資格： 社会福祉士・介護職員初任者研修 

☆休日の過ごし方☆ 

おやすみの日はとにかく寝ます。 

友人と遊びに行ったりご飯に行ったりもしますが、1 人で

のんびりしたり自分の時間を作ることも大切にしていま

す。愛犬 2 匹が癒しですね！ 

最近の趣味はキャンプです！地道に道具を集めて 

キャンプに行く計画を立ててます♪ 



 
  

学校での実習で、すこやか福祉会にお世話になっ

たことがきっかけです。そこからお誘いを頂き非常勤職

員（アルバイト）として複合型サービスで働かせていた

だきました。そこで、日々先輩職員からご指導していた

だき、とても良い法人だと思い就職しました。 

 

現在は、利用者一人一人にあった個別支援を

先輩職員の指導をうけながら、勉強しています。 

特に今は、利用者とコミュニケーションをとって信頼

関係を築くために頑張っています。その方が今何を

望んでいるのか、何をしたいのかを知る為に積極的

に関わりをもつことを意識しています。また、小規模

多機能サービスは、通い、訪問、宿泊と様々なサー

ビスがあるので、それぞれの役割を一から学んでい

ます。 

今は小規模多機能サービスで、利用者の在宅

生活を支える為にたくさんのことを学んでいますが、

今後は、他にも入居施設など様々な種別の施設が

あるので、いろいろな場所で経験を積んで生きたい

と考えています。 

 

資格：介護福祉士 

最終学齢：上智社会福祉専門学校卒 

☆休日の過ごし方☆ 

趣味としては、写真が好きでカメラを

持って外に撮りにきます。休みの日は、

出かけることが多いので、買い物や映画

を観にいきます。 

後輩のみなさん 

すこやか福祉会では、様々な研修があり経験が少

ない方でも介護を学ぶ機会がたくさんあるのでとても

勉強になります。また、様々な種類の施設があるので、

自分に向いているところで働くことができるのも魅力の

ひとつだと思います。施設見学なども行なっているので

ぜひ足を運んでみてください。 

 

 



 
  

東洋大学在学時に、足立区の訪問介護

事業所、ファミリーケア柳原で実習をさせて

頂いたことがキッカケです。実習では訪問

介護の専門性など多くのことを学ばせて頂

き、職場の雰囲気や人間関係の風通しが

良かったことが印象的で、すこやか福祉会

で働きたいと思いました。先輩職員の方にも

お話を聞くことができ安心して決めることが

できました。 

配属先は、同じ訪問介護事業所のファミリーケアみさと

(埼玉県三郷市)です。至らない点も多いですが先輩職員

の方にサポートして頂ながら、日々のケアを行っています。

今後は介護福祉士の面白さや楽しさを伝えられるようにな

りたいです。 

 

資格：介護福祉士 

最終学齢：東洋大学ライフデザイン

学部 

☆休日の過ごし方☆ 

休日は自宅で読書をしたり、バイク

で出かけています。 

 

後輩のみなさんへ 

学生時代になんとなくでも、自分自身のやりたいこ

とを明確にしておくことが大切だと思います。 

学生時代の友達を大切に今を楽しんで下さい！！

勉強も忘れずに。 



 
  

学生時代に、夏休みの課題で「采女の郷」

でボランティアをさせて頂いた事がきっかけで、

そこでやっていた取り組みに惹かれ、すこやか福

祉グループに入社しようと思いました。 

機会があれば一度行ってみてください！ 

 

入社してみて・・毎日違った利用者さんの様

子が見られて楽しいです。覚えることが沢山有

り、苦戦する毎日ですが、利用者さんの笑顔の

ために頑張れます。 

夜勤研修が始まり、更に不規則な生活になっ

てきました。その中でいかに体調を崩さずに 

仕事をしていけるかを考えて頑張っています。 

又、自分が苦手な事も分かってきたので、そこを

重点的に自分から行うようにしています。 

 イブニングケアを１人でも多く行えるよう

にしていくことが今の私の目標です。 

更に、まだケアに入ったことのない利用者

の方も沢山いるので、どのような人なの

か、どのようなケアが必要なのかを知りな

がら全ての利用者さんと関わっていける

ようにしたいです。 

 

介護学生時代は、保育の道に進むか、介護の道に進む

かとても悩みました。実習をしていくなかで、介護の楽しさを

見つけ出すことができ、介護の道に進むことを決めました。 

 1 年しか介護を学んでいないということが私の中で一番の

不安要素でした。しかしそんな不安なんて忘れるくらい、今

はとても楽しく仕事をしています。 

 介護の実習は、保育実習では体験できなかったことが沢

山体験できます。是非利用者さんとのコミュニケーションを

たくさん取って、楽しい実習をしてみてください。 

趣味はエレクトーンです。4歳の頃から習い
始め、15 年以上続けています。 
1 人で演奏するよりも、複数で演奏するほうが
好きです。今、家にあるエレクトーンが古いの
で、最新のものを買うのが夢です！ 
 休日は、基本買い物に出掛けています。 
洋服や帽子をよく買ってしまいます。最近はア
ウトレットに行って買い物をするのが楽しみで
す。最近は UFO キャッチャーにはまってしまい、
お金がなくなる一方です・・ 
 



 
  

学生時代の実習でファミリーケア新小岩へ

行き、勉強させていただいた事がきっかけで

す。 

 

ファミリーケア新小岩へ行く前、多くの施設

へ実習させて頂きましたが、どの施設も一人

一人の利用者様のケアがもう完成されている

ようにケアが行なわれていて、介護が機械的

に見えました。ですが、ファミリーケア新小岩の

職員さんは訪問から帰って来たら職員さん同

士情報を共有して、一人の利用者様のあら

ゆる面を知れる事に介護の資質向上を感

じ、この魅力的な職場で働きたいと強く思うよう

になりました。 

 

 利用者様に、訪問に行くのを待ってい

てもらえる様なヘルパーになりたいです！ 

 

資格：介護福祉士 
最終学歴：東京未来大学福祉保育専門学校卒 
趣味：映画鑑賞と読書  
現在頑張っていること：料理を勉強しています！ 
 

★後輩のみなさんへ★ 

学生時代、学友と「その人らしさ」についてゼミで何日もか

けて話し合いました。話した内容はずっと心に残っていて、

仕事の間に思い出して、私がいましていることは“その人が

継続してきたもの壊していないかな”ってふと思い出して考え

て悩みます。 

学生時代に話し合った意見や考えは宝物です。 

なので、沢山学友とお話して下さいね！！ 

 



 
  

福利厚生がしっかりしているところ

と、グループ内で様々な事業所があり、

いろいろな介護の現場を見られるとこ

ろです。 

配属先が病院だったので、 

学校で学んできた介護とは 

利用者層や目的が少し 

違っていて戸惑ったりもしま 

した。 

特に福祉用具に関しては 

初めて見るものも多く、自分に使いこなせるだろうかと 

不安になったりもしました。 

しかし、初めてのものは先輩が分かりやすく教えてく

れ、安全に使いこなせるまでついてくれていたので焦らず

やり方に慣れていくことが出来ました。 

多くの事業所があり、研修などで他事業所の職員と

も交流する機会があるので、働いている現場だけでなく

他の現場の様子も伺うことが出来るのは、介護職として

ステップアップしていくのに強みになると思います。 

 

認知症の方が安心して生活できるよう

お手伝いするのが目標です。 

 

資格：介護福祉士 

最終学歴：目白大学人間関係学部卒  

 

☆休日の過ごし方☆ 

家でゆっくり本を読んだり、映画を見たりし

て過ごすことが多いですが、長期休みには家

族や友人と旅行をしています。 

 



 
  

卒業論文や国家試験に必死で就職活動を全くし

ていませんでした。そして年を越し、就職について焦

り・悩んでいた時に同じクラスの友達が紹介してくれた

のがきっかけです。 

友達に話を聞いて興味を持って、実際に見学に行

き、施設の雰囲気や福祉用具の充実さ、そして家庭菜

園に魅力を感じて働きたいと思い、就職を決めました。 

 

入職したばかりの頃は、業務を覚えて時間内にこ

なす事に精一杯になって職員や利用者さんとも必要

以上のコミュニケーションをとることが出来ませんでし

た。今では職員そして利用者さんとも、他愛もない話

をしながらケアをする事が出来て、心から楽しんでケ

アをしています。 

入職後も３ヶ月ごとの研修や定期的な面談があ

り、不安などを解消することが出来ています。先輩た

ちもみんな優しくフレンドリーな人で、研修中はもちろ

ん１人立ちした後でも気軽に質問や相談をする事が

出来る環境で不安なく安心して働く事が出来ていま

す。 

また、就職を決めたきっかけのひとつでもあるベラン

ダでの家庭菜園も頑張っています。手の空いた時間

などに手入れをしていると近くにいる利用者さんが声

をかけてくれたり、手伝ってくれたりします。そして手入

れをしていない時でも気が付くと見ていてくれて、日々

の植物たちの成長を楽しみにしてくれています。花が

咲いた時や実が付き始めた時には私よりも早く気が

付いて教えてくれます。利用者の希望を叶えるだけで

なく、職員のやりたい事も可能な限りやらせてくれサポ

ートしてくれるそんな施設です。 

資格：介護福祉士  

最終学歴：上智社会福祉専門学校 

☆リフレッシュは・・☆ 

趣味はディズニーに行く事です。 

時には 1 日家を出ずに、体を休めている時もあるけれ

ど、休日には好きなことを思いっきりする事で仕事も全

力で出来ていると思います。仕事を全力で楽しみなが

ら、休みの日には遊びを全力で楽しんでいます！ 

今考えると、もっと学生のうちにしておけばよかったと思うこと

が多いです。私はきっと今後も「就職１年目のときに○○してお

けばよかった」等と感じていくと思います。後悔しないように学生

生活を、今を、全力で楽しんでほしいと思います！ 

そして学生時代の友達、特に同じ職種を目指している友達

は悩みを分かち合えたり情報共有したり、喜びや悲しみを分

かち合える、そんな一生の宝になると感じました。職場の仲間

も大切だけど、今一緒にいる学生時代の友達を大切に、 

今しかないこの時を悔いの無いように楽しんでください。 



 
  

介護事業展開の幅広さで決めました。 

介護の仕事をしていく中で多種にわたり介護のスキル

アップができ、幅広い経験ができるところは魅力です。 

福利厚生や職員研修も充実し職員自身のことを考え

ている法人だと思いました。 

 

職員一人一人に対する教育や研修が優れ

ていました。介護だけでなく幅広いジャンルで学

習をする機会に恵まれ、職員が成長できる場が

たくさんあります。 

 横の繋がりを大切にして、同期や同年代で集

まる機会も多くあり、プライベートで出かけることも

あります。 

 介護技術の学習もあり、多角的に介護をみる

視点が養えるところも自分が成長できる場だな

と感じます。 

 

日々の目標として利用された方が笑顔で

安心して過ごしていただける施設を作ること

です。そのために一つ一つの仕事を確実に

行い、現場で学んだことを自分の力にしてい

こうと考えています。 

 

資格：介護福祉士 

最終学歴：大東文化大学環境創造学科卒 

 

☆リフレッシュは・・☆ 

休日は外の出ることが多いです。地域のソフトボー

ルチームに入り汗を流したり、バイクでツーリング仲

間と関東周辺へ出かけたりしています。 

ラーメンが好きで一人で食べに行くこともあります。

ふらりと出かけて新しいラーメン店を探して開拓をし

ています。 

就活中に辛いこと、しんどいことも

あると思いますが、それを乗り越えて

就職した会社では、やりがいのある

仕事と素晴らしい仲間が待っている

はずです。満足のいく就活が行えま

すよう、応援しています！ 

 



 
  

法人内に特養、老健、グループホームなど様々な

事業所があり、他事業所の方と情報収集や共有

が出来て学ぶ事が出来ると思ったからです。 

私の職場はケアワーカーの他に看護師や相談

員、セラピストなど多職種で働いており、年齢も幅

広いので仕事の事だけではなく、プライベートの相

談も乗ってもらったりしています。 

法人内でも色々な事業所があるので他事業所

の方と職場の情報収集や共有ができる事がとても

良いと思っています。 

やっと慣れてきたかな…と思っています。今でも初心の心を忘れず

に利用者さんと接するようにしています。後輩が次々と入ってきたので

こんな職員になりたい！と思ってもらえるように憧れる先輩になりたいと

思っています。 

また介護業務以外で、今年からすこやか福祉会の事業説明会で

施設案内と説明を担当させて頂いています。上司に案内や説明の

仕方を教えて頂き、習得中です！ 

最終学歴：東京医療秘書福祉専門学校 

資格： 介護福祉士 

☆休日の過ごし方☆ 

趣味は野球観戦とサッカー観戦です。ほとんどの

休日は野球観戦をしています。 

私は、巨人ファンなので本拠地の東京ドームに行く

事が多いですが、夏は神宮球場や横浜スタジアム

に行って応援してきます。 

 

新卒の方たちが入職してきたので、いい見

本になれるようなケアワーカーになりたいです。 

そして、いつでも身近で相談に乗れるような先

輩になりたいと思っています。 

 

後輩のみなさんへ 

私は入社する前、ベッドや車椅子への移乗方法や

職場の人間関係など不安な事が沢山ありました。 

しかし、入社してから先輩方が優しく丁寧に教えてく

れたおかげで徐々に出来るようになっていき、慣れが必

要なのだと感じました。 

不安な事や苦手な事があっても親身になってくれる

先輩方がいるので、大丈夫ですよ！！ 

お待ちしています♪ 



 
 
  

学校の授業で説明会にきて頂いたことがきっ

かけでした。大学の教授が関係を持っていた

り、先輩も数名所属していたことなどから興味を

もちました。先輩に詳しく話を聞かせて頂き、自

分でも実際に施設見て決めました。 

 

私が中学生の時に、曾祖母が有料老人ホーム

にお世話になっていたことをきっかけに、介護のお仕

事を知りました。曾祖母は自宅で暮らしていた頃よ

りも、元気を取り戻していく姿がとても印象的でし

た。元々、おじいちゃん・おばあちゃんっ子だった私

は、高齢者に関われるお仕事をしたいと思い、介護

職に決めました。 

 私は特養に所属しています。一人ひとりの生活を

見ていくことは難しいと感じつつも、やりがいは感じ

ています。私もまだまだ勉強不足で至らない点はあ

りますが、それでも利用者さんと関わっている時間は

大切にしようと思っています。 

今まで以上に色んな視点を持って働けるよ

うにしていきたいです。特養で働いていますが、

利用者さんやスタッフ、多職種の方々など様々

な出会いが今後たくさんあると思うので努力

することを忘れずに精進していきたいです。 

 

資格：介護福祉士 

最終学歴：東洋大学ライフデザイン学部卒 

 

☆休日の過ごし方☆ 

休みの日は、友達と出かける時間もいっぱ

い作るようにしていますが、一人の時間も大

切にするようにしています。働いて、遊んで、

休んでというように、メリハリをつけるように意

識しています。 

就職活動で悩んでいるひとも多いと思います

が、介護のお仕事に限らず、自分のやりたいこと

に向けて少しずつでも近づいていってほしいなと

思います。また、就職する前の大学生活は、いっ

ぱい友達と会ったり、遊んだりしてほしいです。

今を大切にして下さい！ 



 
  

私がすこやか福祉会を選んだ理由は、自分の 

学校にすこやかの方が説明に来てくださった時に 

一目惚れしたからです(笑)  

直感で、「すこやか福祉会に入りたい！」と思いました。 

 

実際働いてみて、私の直感は当たったな、と思い

ました！！私の職場は、グループホームみたてという

施設なのですが、周りは大きな川が流れていたり公

園があったり、とても環境の良い場所で、職場の雰

囲気も良く、職員同士チームワークを発揮して切磋

琢磨しています。 

入居者さん方にも毎日癒されており、日々の仕

事の中に笑顔があることはとても素敵なことだな～

と思います。 

今後は、まだまだ認知症ケアについて学ん

でいき、極めたいです。また、ケアマネジャーの

資格も取って、いずれは相談業務もやってみ

たいと考えています。 

 

後輩のみなさん！ 

たくさん施設があってどこに就職するか 

迷うと思いますが、私みたいに直感でフィーリン

グを感じた所に入るのもありかな、と思います

(笑) 

もし、すこやか福祉会に何かを感じたら、 

ぜひ一緒に働きましょう！！待ってます！ 

資格：介護福祉士 

最終学歴：東京福祉専門学校卒 

 

☆休日の過ごし方☆ 

家でゆっくり過ごす時もありますが、お出か

けもたくさんします。友達と希望休を合わせ

て旅行に行ったりもします。お仕事を一生懸

命頑張ったからこそ楽しい休日が送れるのか

なーと思っています！！ 



 
  

介護に興味を持ち、専門学校に入学後、訪問介護を

志望して就職活動をしておりました。 

しかし、実習等を重ねていくうちに、施設でも経験を積ん

でいきたいと思うようになり、同期に相談したところ、実習

先であったすこやか福祉会を紹介してくれました。 

多くの介護事業があり、実習でも明るい雰囲気だった

と聞き、説明会に参加して「ここなら！」と思いました。 

 

訪問介護事業所ファミリーケアみたて芝営業所で

働いて今年で 6年目になります。 

 サービス提供責任者としての仕事もしていますが、

「これどうしよう？」と思うことが何度もあり、事務所の先

輩方に相談しながら頑張っております。 

 未熟なところがまだ多く、ベテランというにはまだ早い

気がしてなりません（笑） 

後輩のみなさん 

介護業界はとても大変で、私なんかがちゃんとで

きるのか・・と心配になるかもしれません。 

実際、私は何度もそう思いながら実習や就職活動

に取り組んでいきました。就職してからも失敗や焦り

はありましたが、それを支えてくれたのが事務所の先

輩方でした。周りに支えられていたからこそ今の私が

あると思っています。 

次は私が後輩たちを支える番だと思っています。

就活生の皆様、すこやか福祉会で待っています！ 

 

資格：介護福祉士 

最終学歴：読売理工医療福祉専門学校 

☆リフレッシュは・・☆ 

休みの日は家でゲームをしたりして、まったり過ご

すことが多いです。カラオケやボードゲームも好き

で、オフ会などにもよく参加しています。たまにロード

バイクでサイクリングに行くこともあり、いろいろな所

にふらっと行くのも好きです。 

 

まだまだ未熟な部分が多く、特に利用者の皆様

とのコミュニケーションが未だ不十分だと感じる時

が多いです。 

 どうしたらもっと利用者の気持ちが汲み取れるよ

うになるか、逆にどうしたらこちらの意図をうまく伝え

られるか、これからも考え、実践していきたいと思いま

す。 

 



 
  

介護という仕事の魅力は、常に新しい経験

ができるということです。 

利用者さんは毎日違った姿を見せて下さり、

とても新鮮です。 

プライベートで落ち込んでいても、利用者さん

と一緒に笑うといつも元気を頂けます。 

すこやか福祉会の魅力は、勉強会や研修が

とても多いことです。職員のスキルアップをとて

も考えてくれていると思います。 

 

まずは５年間の経験を積み、介護

支援専門員の資格を取得したいで

す。 

また特養だけではなく、様々な介護の

現場で働いて、私自身の視野を広

げていければと考えています。 

 

介護の現場で実際に働いてみて、楽しいことばかりでは

ないと痛感しました。思うようにこちらの意思を伝えられな

かったり、または利用者さんの意図することを理解できない

時があります。しかし困ったときは、周りの先輩方が親身に

なって相談に乗ってくれます。 

様々な職種の方と一緒に働くので、自分の知識の向上

もできます。利用者さんの笑顔を見ると、本当に幸せな気

持ちになれますよ。 

私たちと一緒にぜひ働きましょう！ 

資格：介護福祉士 

最終学歴：千住介護福祉専門学校卒 

 

☆リフレッシュは・・☆ 

柴犬を飼っているので、散歩で近くの川へ行ったり、自転車

の前かごに乗せて疾走したりしています。 

生後三ヶ月で飼い始めたのですが、気付けばもう５歳・・時の

流れって早いですね。 

あとは、この歳でスマホゲームにはまってしまい、毎月少し 

課金しています。笑 

 



 
  

癒してくれる入居者様がいることです！波長

が合うと、可愛らしい笑顔を見せてくれるので、

その瞬間はふっと疲れが取れ、援助員も笑顔

になります。1 日を振り返ればたくさんの入居者

様の笑顔を思い出せます。こんなに多くの方の

笑顔を 1 日で見られる仕事は、そうないと思い

ますよ。 

 

すこやか福祉会グループは、高齢福祉から

児童福祉、病院まで幅広く手がけているのが

魅力だと思います。私は特養で働いているの

で、入居者様に何か変化があった時は病院に

受診したり、場合によっては入院したりと、系列

の病院があるとすぐに連絡が取れるのでとても

助かります。 

また、特養だったりデイだったりグループホー

ムだったりと事業所が多いので、異動を通して

経験を積めるのもすこやかの特徴です。 

 

3 年目に突入し、ようやく昨年より少し周り

を見ることが出来ているように感じます。 

まだまだ先輩職員にはお世話になることが

多々あるし、後輩職員にもあまりアドバイスが

出来ないでいます。今後は担当の入居者様

だけでなく、担当フロア(2 丁目)で暮らす皆様

の笑顔を作っていけたらいいなと思っています。 

 

専門学校は学生時代、最後の場所なので、自分

が本当にやりたいことを見つけてほしいです！ 

やりたいことが思い浮かばなければ、「自分を必要

としている場所」「自分が必要とされている場所」なん

かを考えてみると、視野が広がるかもしれません。 

「仕事に就いたけど 2年で辞めてしまった」・・なん

てことにならないように選んでほしいです。 

 

資格：介護福祉士 
 
☆休日の過ごし方☆ 
趣味は入居者様に構ってもらうこと。休日
は友達と会って仕事の話をしたり、家族と
の時間を共有したりします。たまに旅行な
んか行くととてもリフレッシュできます。 



 
  

なんといっても福祉用具！充実しています！ 

講義だけではイメージできない物も実際に目

にしたり扱ってみたりすればより深く知ることが

できます。あと、うちの施設、きれいです！！ 

 

今後はスキルアップをするために

様々な学習会に参加したり、事例の発

表など、積極的に活動していきたいで

す。また、資格取得も視野に入れ、 

勉強にも励みたいと思います。 

現在の職場では経験年数が倍違

う先輩方が半数を占めているので、

自分にしかないものを伸ばしつつ、吸

収もし、自分自身の技術や考え方を

向上させていきたいと思います！ 

がんばろーっと！ 

 

後輩のみなさん 

僕がいわゆる就活を始めたのは２月頃だったと記憶しています。

やりたいことも定まっていなく、介護の知識もなかったので、焦って決

めなくても良いと思っていたからです。結果、自分のやりたいことも見

つかり、現在の職場に就職が決まりました。後悔もしていません。

今後の人生を左右する就職、本当に自分のやりたいことはなんな

のか、じっくり考えてから行動を起こしてもいいかもしれませんね。 

実際に施設に足を運ぶことも大切ですよ。一度、うちの施設 

にも来てみてください。歓迎しますよ！！ 

平成生まれの横尾です。今や平成生まれも珍

しくはないですよね。一昔前は平成生まれと言

うだけで驚きの声が上がっていたんですよ！ 

資格：介護福祉士 

最終学齢：道灌山学園保育福祉専門学校卒

☆休日の過ごし方☆ 

休日は家でまったりテレビを見ています。出かけ

る時といえば買い物かライブ参戦です。 

メロコアバンドが好きなので、小さいライブハウス

で暴れまわってます！好物はハンバーガーです。

柏と船橋に素晴らしいお店があります。 



 
  

施設見学に参加させていただき、どこの事業所に

配属になってもここで働きたいなと感じたからです。 

 1 対 1 の入浴介助・日光のあたる明るい施設の

雰囲気が特に気に入りました。‘その人らしく住み慣

れたまちで暮らし続けるためには’という地域や在宅

を意識した理念にも共感しました。 

特別養護老人ホームで３年間働かせていただきました。 

ご利用者さんの生活の中に入り、常に一番近くで生活を支え

ること・看取りケアにやりがいを感じていました。どんな生活を

されてきた方なのかどのような生活を望んでいるのかを考えな

がら支援に繋げていくように心掛けていました。 

介護職をやっていく中で、その方の生活史を大切にしなが

ら制度にも結び付くことができる相談職になりたいという思い

が強くなり、相談員になることに決めました。 

応援して下さった上司や職場の方にはとても感謝しています。 

退院後、患者さんの思いに沿った生活が送

れるように支援していくこと。患者さんの思いを

理解すること・医療・在宅・制度・・課題は山

積みですが先輩方から教えていただきながら

覚えていきたいです。 

学生の時の仲間は大切です。 

一緒に同じ勉強をしてきた友達とは今

でも色々分かち合うことが多いです。ぜ

ひ、大事にして下さい。卒業後もずっと

ずっと友達です！！！ 

資格：介護福祉士 

最終学歴：東洋大学ライフデザイン学部卒 

 

☆休日の過ごし方☆ 

友達と旅行に行ったり、職場の人と飲みに

出かけたり。。カメラを持って絶景を求めてい

ます。ヨガや料理教室の習い事を始めたりし

ながらリフレッシュしています。 


