
①約４年②近畿大学　工学部
福本　佳祐さん

①８カ月②安田女子大学
安部　遥美さん

緑井本店

この春卒業される 学生スタッフさん紹介‼
もうすぐ卒業シーズンです。今月と来月号にて卒業に伴い退職される学生スタッフさんを紹介
します。学業とアルバイトの両立は大変たっだと思います。アルバイトでの経験が、皆さんの
将来に必ず役立つと信じています。各店を盛り上げてくださり、ありがとうございました。

その① ①勤務年数
②在籍学校名
③学んだこと身に
　ついたことなど

西条店

①３年②近畿大学工学部
③すし鮮でのアルバイトが初めてで、ここで学
んだ事は沢山ありました。正直、最初は続けら
れるか不安でしたが、気が付けば、いつの間に
かここまできていました(笑)。最後に、すし鮮
で関わった皆さん、ありがとうございました。

嶋野　伸之介さん

①７年②広島国際大学③『相手の立場になって物事を考える』事を学びました。
勤務当初は、ただただ仕事をこなす事しか考えておらず、店長から「サービス
をもっとして」と指摘を受けました。そこで、私は店長やベテランスタッフの
行動を観察しました。私との大きな違いは、お客様から指摘を受ける前に行動
している事でした。私は日々、お客様が今、何を必要としているのか考え、行
動しました。結果、接客優秀賞を受賞する事ができ、いつも満面の笑みで接客
をしております。

西谷　祥さん

①４年②近畿大学③ホールスタッフ
として様々な出会いやお別れを通じ
てたくさんの事を学ばせていただき
ました。一緒に働く仲間とのチーム
ワークの大切さであったり、様々な
お客様に対して臨機応変に対応する
難しさ等、これから社会人になる上
で大事な事を学びました。今後、こ
こでの経験を活かして、卒業後も頑
張っていきたいと思います。

辻本　剛優さん

石田店長・・・ご卒業おめでとうございます。一緒に働けてとても楽しく、ま
た仕事として大変さを共有できた事、とても嬉しく思います。社会に出てから
もっと大変にはなると思いますが、ここで働いてきたように相手を想いやって
あげる事で仕事はスムーズにはかどると思います。少しでもこのお店で役に立
つ事が身に付いたなら私も嬉しいです。しっかり勇気と自信を持って羽ばたい
てください。ありがとうございます。

①１年６カ月
②広島大学工学部
③私は大学院に入って
からの新しいバイト先
としてすし鮮に入りまし
た。最初は、年上の自分
が後輩として入る事に不
安でしたが、みんなが温
かく迎えてくれて楽しく
働く事ができました。また
接客業の難しさを感じ、自
分も成長できたと思います。

渡邊　和昌さん

島津店長・・・すし鮮西条店を卒業される皆様、ご卒業、そして就職おめでとうございます。今年度は、この新米
店長を支えてくれて、また色々な無茶ぶりにも応えてくれて、本当にありがとうございました。おかげさまで、充
実した１年目を過ごす事ができました。私も来期から、仕事もプライベートも一新して皆さんと同じく、フレッ
シュな気持ちで臨むようになると思いますので、共に頑張っていきましょう！店長１年目、本当に皆さんと働けた
事に、感謝しています。ここでの経験を活かし、糧として職場は変れど、仲間だった事を忘れず、「共に勝つ！」
を合言葉に、これからの人生を謳歌していきましょう(^○^)

①５年②広島大学先端物質科
学研究科③入った当初は何も
わからず叱られてばかりでし
たが、優しく接してくれた先
輩や同期たちのおかげで楽し
く過ごせました。学生バイト

河本　貴嗣さん

だけでなく、社員やパートの方など様々な方に
出会う事ができ、こんな愉快なバイト先で働く
事ができて良かったと思います。長い間ありが
とうございました。

①４年６カ月②広島大学大
学院教育学研究科
③ホールの業務をする中で、お客様への接し方をはじめとする、
いろいろなことを学ぶ事ができました。中でも、初めてホールに
出て接客する新人スタッフの教育を何度か任せていただいた事は
とても貴重な体験となりました。美味しいまかないを食べられな
くなるのは、残念ですが、４月からもここで学んだ事を糧として
頑張ります。今までありがとうございました。

安倍　成美さん

①４年②近畿大学工学部
③身に付いた事は、働く喜びです。働き始めた頃は、お客様に怒
られてばかりで、不快な思いをさせてしまい、辞めてしまおうか
とも思いました。それでも、社員の方々やバイトの仲間にも支え
られ、続けていると、お客様に「元気が良いね」「美味しかった
よ」と言われた時とても嬉しかったです。社員の皆様、パートア
ルバイトの皆様、今までありがとうございました。また食べに来
ます！

福畠　健司さん

①１年５カ月②広島公務員専門学校　公務員科
③物事を効率よく運ぶ事の大切さを学びました。また、１年半と
いう短い期間でしたが、たくさんの方々に良くしてもらい、楽し
く働く事が出来たと思います。今まで、ありがとうございました。

萩川　翔太さん ①３年６カ月②広島国際大学保険医療学部
③アルバイトをする事で、イカを食べられるよ
うになりました！食べず嫌いが治って良かった
です！また、ホール業務を務める事で幅広い年
齢層の方々とコミュニケーションをとる事がで
きたのでコミュニケーション能力が向上しまし
-た！今までありがとうございました。

辻野　海さん

　　　　　　　①３年②安田女子大学現代ビジネス学部
③３年間という短い間でしたが、本当にお世話になりま
した。この３年間はすし辰を通して本当にたくさんの人
と出会え色々な事を学ぶ事のできた、本当に充実した３
年間でした。たくさん失敗して色々な方に迷惑もかけて
しまいましたが、バイトが「楽しい」と思えたのは家族
のように温かい緑井のスタッフの皆さんのお陰です。本
当にありがとうございました。緑井の皆さんのことが大
好きです。本当に３年間お世話になりました。

国枝　萌さん 難波店長…大学生活を緑井本店のスタッ
フとして頑張ってくれた事に大変に感謝
します。厳しい家と忙しい大学とバイト
生活を上手にやりくりして、時にはムリ
を聞いてくれ、時には反発しあい、卒業
までやりきってくれた事、ありがとうご
ざいます。就職しても、また元気な笑顔
で食べに来てくれる事が何よりの喜びで
す。ぜひ、今後とも末永～くお付き合い
をよろしくお願いします。
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①１年８カ月②近畿大学工学部
③１年８カ月という短い間でしたが、社会の厳しさを学ば
せていただきました。アルバイトの経験を活かして、今後
の人生に役立てたいと思います。

小川　貴大さん

　　　　　　　　①５カ月②広島大学経済学部③お客様との接し方やチーム
　　　　　　　　ワークの大切さなど、大変短い間ではありましたが学ぶ事
　　　　　　　　が沢山ありました。ありがとうございました。

小林　菜都美さん

①６年②広島大学③考えながら動く事が身に付きました。お
客様の来店状況によってキッチンの状況も常に変わるので、
仕事の優先順位や効率的なやり方を考えながら働く事が出来
るようになりました。この力をこの先も
活かしていきたいです。

飯沼　誼朗さん

可部店

①３年②瀬戸内高等学校
③私がアルバイトをして身についた
のは、やりきる事です。私は、大晦
日に皆んなを盛り上げきれなかった
のですが、それ以来、反省しレーン
やホールの皆を盛り上げる事に成功
しました。社会に出てもこの事を忘
れないように励んでいきたいです。

井上　颯さん

佐々木店長・・・卒業される皆様、今まで
お疲れ様でした。私との付き合いは、一年
間という短い期間でしたが、とても頼りに
なるスタッフさんでした。今後の皆様の人
生において、ここでの経験が少しでもプラ
スになっていれば幸いです。ご卒業おめで
とうございます。これからもここでのアル
バイトの様に、頑張ってください。

　　　　①３年
　　　　②広島工業大学工学部
　　　　③働く事の楽しさや難し
さを学べました。忙しい時でも、
元気よく声を出したり動く事で楽しく
働く事が出来ました。逆に繁忙期には忙し
すぎて、目の前の事でいっぱいいっぱいに
なって、お客様への対応が疎かになる事も
ありました。そんな辛い時を乗り越えられ
たのも、一緒に働くスタッフの方々のお陰
です。本当に感謝しています!!このバイト
で経験できた事を活かして、これからも頑
張りたいと思います。

池田　和輝さん

①半年②可部高等学校
③初めてのアルバイトで、言葉遣いには気
をつけるようになりました。アルバイトの
影響で、家の中でも「ありがとう」「お願
いします」などの言葉をしっかりと言うよ
うになりました。まだまだ出来ない事だら
けですが、皆さん優しく教えてくださるの
で、とてもありがたいです。これからも頑
張りたいと思います。

小丸　明莉さん

①４年②広島文教大学人間科学部
③私が可部店で学んだ事は、周り
を見て先の考えながら働くという
事。また、常に確認をしてから行
動に移すという事を学びました。
ご迷惑をかける事が多くありまし
たが、こんな私に丁寧なご指導を
してくださった可部店の皆様、本
当に本当にお世話になりました。

山本　菜央さん

①３年②可部高等学校
③お寿司が好きで、すし辰
で働き始めましたが、どう
したらお客様に喜んでいた
だけるか、先の事を考えて行動する
力や上下関係、コミュニケーション
能力など、これから社会に出る上で
必要な事をこちらで学ばせていただ
きました。お客様に「ありがとう、
美味しかったよ」と言ってもらえた
時は、本当に嬉しく、また頑張ろう
と思えました。初めてのバイトがす
し辰可部店で良かったです。今まで
ありがとうございました。

石井　里奈さん

　　　　　　　　①２年半②広島修道大学
③遅刻してしまったり色々やらかしてしま
ったりと、皆さんには数えきれないほどご
迷惑をかけてしまったと思います。でも、
いつも「もー、まつなみー」と笑って助け
てくれる皆さんのおかげで、新しい仕事が
出来るようになったり、自分の直さないと
いけないところが分かったりと、少しは成
長する事がで出来ました。就活の時や進路
が決まってからも、たくさん相談に乗って
もらって、振り返ってみればいつも助けてもらってばかり
で本当に感謝しかありません。これから仕事を通じて少し
でも皆さんに恩返しが出来たらと思っています。本当に良
いバイト先でした！ありがとうございました！

松本　奈巳さん

　　　　　　①４年②広島工業大学
　　　　　　③オープンメンバーと
　　　　　　して４年間お世話にな
　　　　　　りました。アルバイト
　　　　　　は何もかも初めてで慣
　　　　　　れるまで忙しく大変で
　　　　　　したが、今では全ポジ
ションでき後輩を教育する立場にな
り、慕われるようにもなりました。
辞めるのは悲しいですが、次来る時はお客さんとして
…楽しみにしています。ありがとうございました。

原　大智さん

                ①２年②広島修道大学
                ③常に１歩先を見据えて行動する事
                の大切さを学びました。指示されて
                から動くのではなく、次に何をすれ
                ばいいのかを自分で考えて行動する
                重要性に気づき、身につける事が出
　　　　　　　　来たと思います。また、バイトの仲
                間にも恵まれ、楽しく働く事が出来
                きました。４月から社会人になりま
すが、この経験を活かして頑張っていきたいと思いま
す。２年間ありがとうございました。

相原　真衣さん

　　　　　　　　①４年②広島工業大学
③４年間お世話になりました。私は初め
てのアルバイトでお店のオープンに立ち
合うという、貴重な経験を積ませていた
だきました。主にホールをさせていただ
き、苦手であった初対面の人とのコミュ
ニケーションも徐々にできるようになり
ました。人間的に大きく成長させていた
だいたすし辰に感謝しています。

檜谷　光佐さん

　　　　　　　　　①１年半②広島工業大学
　　　　　　　　　③私は魚が大好きなので、寿司屋で
　　　　　　　　　バイトを探していて、友達に紹介し
　　　　　　　　　てもらったのが「すし辰」です。社
　　　　　　　　　員さん、パートさんに仕事を教えて
　　　　　　　　　もらう中で、魚の捌き方、知識、社
　　　　　　　　　会勉強、たくさんの事を教えていた
　　　　　　　　　だきました。あっという間の１年半
のバイト生活でした。私は釣りが好きなので、社会人に
なっても自分で捌いて家族、友達などに寿司を握って
「おいしい」っていてもらえるようになりたいな～。

峯尾　剛志さん

①２年②広島工業大学
③すし辰で働く事が出来て本当に良
かったと思えました。働きながら学
んだ事が就職活動にも活かせたし皆
さん優しい人ばかりで本当に良い環
境で過ごせました。社会人になって
も何回も食べに来ます！また皆さん
に会いに来ます！ありがうございま
した！！

髙島　洸介さん

                ①３年３ヶ月②広島情報専門学校
                ③アルバイトの経験はあったものの、こ
　　　　　　　　んなに長く続いたのは初めてで、続けら
　　　　　　　　れたのも社員さん、アルバイトの方々が
　　　　　　　　優しかったからだと思います。周りの方
　　　　　　　　々とは比べ物にならないくらいたくさん
　　　　　　　　失敗をしてきました。たくさん怒られま
　　　　　　　　した。それでも、自分をアルバイトの一
　　　　　　　　人として接してくださった方々に本当に
感謝しかないです。ポンコツな自分がどれほどお店に貢献
出来たかは分かりません。それでも辞めると言った際に寂
しい、悲しいとか言ってもらえた事がすごく嬉しかったで
す。個人的にはホール経験はすごく大きなものだと感じて
おります。人見知りが少しは改善された気がします。心残
りな事が２つ、お昼のパートさんと仲良くなりたかった事
と、全ポジションやってみたかったなというところです。
すし辰で学ばせていただいた事はこれからの社会で役に立
つと思います。それを活かして頑張っていきます。

吉田　雄希さん

吉井店長・・・卒業おめでとうございます。最後まで残っ
てくださり本当に感謝しております。これから社会に出て
教わる事、勉強する事がたくさんあります。心が折れそう
な事も多々あるかもしれません。でもここでのきつい経験
の方がきっと勝るはずです。社会での成功を祈っておりま
す。入社して３日で辞めようとした人も今頑張ってます。
ありがとうございました。

①４年②安田女子大学看護学部
③どうしたらお客様に喜んでいただ
けるのか考えながら行動する力を身
につける事が出来ました。アルバイ
　トを続けていくうちに、お客様か
　ら温かい言葉をかけてもらう事も
　増え、人に喜んでもらう嬉しさを
　　実感しました。社会人になって
　　もアルバイトで学んだ事を活か
　　していきたいです。ありがとう
　　　ございました。

石川　紗希さん

We are
鮮コーポレーション

We are
鮮コーポレーション

ゆめタウン
廿日市店

●私はかんごしになりたいです。お母さんのような

かんごしになりたいな。色んな人の病気をなおして

あげたいな。　　　　　　　　  【8才女の子 三次店ご来店】

２・３月の「図書ｺｰﾅｰ」の感想より２・３月の「図書ｺｰﾅｰ」の感想より
今回は、『大きくなったら何になりたいですか？し
てみたい仕事は何ですか？』というアンケートに答
えてもらいました。検査で不安になったり

治療を受けるのが
こわくなったりする
入院中の子どもたちを
応援する『チャイルド
・ライフ・スペシャリ
スト』の仕事をご紹介
します。

病院の子どもたち
チャイルド・ライフ・スペシャリストのしごと

山本さん山本さん 小丸さん小丸さん

石井さん石井さん
井上さん井上さん

池田さん池田さん

西条店

※上記２名は文章を掲載していません

●わたしは、バレリーナになりたいです。理由は、み

んなからちゅう目されるからです。

　　　　　　　　  　　　　　　　　　【5才女の子 西条店ご来店】


