
この春卒業される 学生スタッフさん紹介‼
先月に引き続き、卒業に伴い退職されるスタッフさんの紹介をします。春から始まる新生活、
いろいろな事に挑戦してください。これまでのアルバイトでの経験が、皆さんの未来に必ず
役立ちます！今まで各店を盛り上げてくださり、本当にありがとうございました。

その② 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

三原学園通り店

山本店長・・・卒業おめでとうございます。大変な時期のジ･アウトレット店
を支えてくれたスタッフに私と同じ時期に入ってきてくれたスタッフと、右も
左もわからない私と一緒に働いてくれたことに感謝です。接客につくのが初め
てだったり、アルバイト自体が初めてだったり、色々勉強になった事もあると
思います。それは社会に出て必ず役に立つし、すし鮮で働いていた時間は皆さ
んにとっても、私にとっても財産です。そのことを頭の片隅にでも置いておい
てほしいです。ありがとうございました。

三次店

                          ①４カ月
③お客様の前に出る時に、笑顔で出る
事です。お客様の前に行った時に、笑
っていたら、お客様も笑ってくれたの
がすごく嬉しかったので、笑顔でいる
事はいい事だと学びました。

菊川　萌々さん

呉店

※出勤の関係でコメントや写真を掲載することが出来なかった方もいらっしゃします。申し訳ございません。

西風新都店

THE OUTLETS

     HIROSHIMA 店

                          ①８カ月
②広島工業大学③大学４年間で色々な
アルバイトをしてきましたが、ほとん
どがキッチンの仕事で、人前に出るこ
とがありませんでした。初めてホール
の仕事をして、お客様への接し方やマ
ナーを身に付ける事が出来ました。４
月から社会人になりますが、ここで身
に付けた事を活かして頑張ろうと思い
ます。

田口　絵理さん

                          ①４カ月
③初めてのアルバイトで、日常では習
わない事を色々と経験できました。例
えば、寿司は簡単に作れる料理だと思
っていましたが、量や重さなどを考え
て作られる事を知りました。そして、
私が担当した巻き場では、お客様に米
一粒一粒を美味しく食べていただける
ように、やさしく巻く事を学びました。
店長やスタッフの皆さまが優しく教え
てくださり、楽しく働くことができま
した。短い間でしたが大変お世話にな
りました。

木元　晴留人さん

                          ①８カ月
②広島工業大学③今まで派遣のバイト
をしていました。ここでのアルバイト
は、派遣とは違い、人が変わる事があ
りません。その為、社員やパートの方
々、アルバイトとの人間関係などを学
ばせていただきました。また、お客様
にもいろんな方がいて、その対応など
も学ぶ事ができ、コミュニケーション
能力も身に付ける事が出来ました。社
会に出てもここで身に付けた事を活か
していきたいと思います。

西原　愛菜さん

■編集後記■春、別れと出会いの季節です。先月・今月号と社内報の裏面では、
沢山のアルバイトさんが、お店を去っていかれることが分かります。表面の記
事の『社内就職支援セミナー』では、参加された皆さんと直接話をする機会が
あり、とても感じの良い学生さんばかりで、「こんなに素敵な皆さんにお店・
会社は支えられているんだ」と改めて感謝しました。卒業される皆さん、支え
てくださりありがとうございました。
先般３月1日には、2020年春に卒業予定の大学生さんの就職活動が解禁し、マイ
ナビのセミナーに出展してきました。新たな採用活動も始まりました。今月末
には、４月に入社する新入社員の研修も控えています。去る人がいれば、新し
く入る人もいますが、一期一会を大切に新たな春を迎えましょう。

栗原店長・・・今年卒業の皆さんは、私が店長になって
から一番多く関わっているスタッフです。多くのピンチ
を救っていただきました。そして、多くの楽しさをもら
いました。本当にありがとうございます。心から感謝し
ます。沢山言いたい事は有りますが、あまり長くなると
「またか…」と思われてしまうので一つだけにしておき
ます。これから皆さんがする仕事内容は私には分かりま
せん。しかし、絶対に「えっ、クソ楽じゃん」と感じま
す。実際のところ余裕です。簡単に出来ます。だって皆
さんは優秀ですから。２年すればもう、鼻歌かましなが
ら出来ます。しかし、その楽な現状のまま進行すると、
楽しくなくなります。働くことがうざったくなります。
適当に流してしまいます。それは、何か物足りないから
です。社会は仕事をくれます。役割をくれます。しかし
やりがいと面白さはくれません。それを自分で見つけな
くてはいけないのです。頑張ってください。心から皆さ
んのご活躍を期待しています。ありがとうございました。

光永支配人・・・石田さんは、
店に他の大学生のアルバイトス
タッフがいない中、年上の女性
の中でよく頑張ってくれました。
料理を運ぶのが主な仕事ですが、
他にも部屋の片付けやスタンバ
イ、ドリンク業務など少しずつ
覚えてくれました。男手が足り
ない中で、石田さんがいてくれ
て本当に助かりました。社会人
になっても、たくさんの人から
頼りにされる人になって欲しい
です。１年間、お疲れ様でした。

①１年②広島修道大学
③周りを見て仕事をする大
切さを学びました。周りを
見て仕事をすると、自分の仕事も料理を出
すタイミング等が分かり易くなるほか、他
の人の仕事をフォローに回りやすく、仕事
が円滑になるからです。この職場で得た事
を活かして、今後やっていきたいと思いま
す。

石田　和也さん

　　　　　　　　　　　　①３カ月
②武田高等学校③３カ月と短い期間
でたくさんの方に迷惑をかけてしま
ったけど、スタッフの皆さんに様々
な事を教えていただきました。大学
に入学してから別のアルバイトを始
めたり、卒業して就職してからも、
ここでの経験を活かしたいと思いま
す。短い間でしたがありがとうござ
いました。

平田　和也さん

　　　　　　　　　　　　　①５年
②比治山大学現代文化学部③５年と
いう長い時間働く事が出来て、とて
も楽しかったです。入った当初は、
いろいろな先輩に教えてもらいなが
ら出来ることも増えていき、就職し
てからも活かせる事をたくさん学び
ました。社会人としての意識なども
養う事が出来、とても充実した５年
を過ごせました。いろいろなタイプ
のスタッフがいて、それぞれ個性が
あって、見習う事がたくさんある。
そんなスタッフが集まる店舗で働く
事が出来て良かったです。ありがと
うございました。

森尾　和也さん

　　　　　　　　　　　　①３カ月
②呉工業高等学校③初めてのアルバ
イトで、お客様への声の掛け方、対
応の仕方などいろいろ初めて知るこ
とが多かったです。短い間でしたが、
少しでも多くのお客様を笑顔に出来
たのでは！と思っています。

大畠　蓮司さん

　　　　　　　　　　　　①３年６カ月
②県立広島大学保健福祉学部③初めての
アルバイトで、働くことの大変さを身に
染みて感じながら、自身がお客様の立場
だったら、他のスタッフの立場だったら、
と何事も相手のためを思い行動できるよ
うになりました。三原店の素敵なスタッ
フの一員として働き、成長。とても充実
した４年間になりました。ありがとうご
ざいました。

久田松　佑希さん

　　　　　　　　　　　　　　　①４年
②県立広島大学保健福祉学部③お寿司の
美味しさと指導について学びました。美
味しさに関しては、すし鮮の旬で新鮮な
お寿司が賄いで頂けたので舌が肥えて、
100円寿司に行かなくなりました。指導
に関しては、入職当時は『教わり実践す
る難しさ』、学年が上がると『後輩へ教
える難しさ』を学びました。この経験を
是非社会で活かしていきます。ありがと
うございました。

大下　磨央さん

　　　　　　　　　　　　　　　①４年
②県立広島大学保健福祉学部③仲間の大
切さとお金を稼ぐ事の大変さです。一人
では仕事はできません。皆の協力が有っ
て自分も誰かを助け、結果、お客様を満
足させお金を頂ける。この貴重な経験を
活かして社会人として頑張っていきます。
短い間でしたがありがとうございました。

上田　博慧さん

　　　　　　　　　　　　　　　①３年
②県立広島大学保健福祉学部③お客様と
の関わりを通して、心を込めて接客する
事の大切さや社会人としてのマナーを学
ぶ事が出来ました。また、働くことを通
して、周りを見ながら動く力が身につい
たと思います。ありがとうございました。

高橋　佳夏さん

　　　　　　　　　　　　①３年６カ月
②県立広島大学保健福祉学部③自分の役
割をきちんと果たして働く事に加え、視
野を広く持てる余裕を持つ事が、チーム
で仕事をする中で大切なのだと学びまし
た。

川口　晴也さん

　　　　　　　　　　　　　　　①４年
②県立広島大学保健福祉学部③社会人と
してのマナーや正しい言葉遣いです。ま
た、より良い接客を心がけたり、後輩指
導をする中で、気配りや相手の立場にな
って物事を考える力が以前より身に付い
たと思います。ありがとうございました。

村上　智美さん

　　　　　　　　　　　　　　　①２年
②近畿大学工学部③思いやりの大切さで
す。ミスが多く、迷惑ばかりかけてきた
自分を笑顔でフォローしてくれる仲間が
いたから、しんどい事もあるけれど働く
事が楽しいと思えました。仕事を通して
自身も誰かの支えになれるよう、思いや
りを持って行動していきたいです。

藤本　喜登さん

伊達店長…本当に貴重な大切なスタッフ
でした。卒業おめでとうございます。熊
山さん、看護学生生活の中で週末を基本
として、繁忙期にはとっても協力的に対
応してくれました。働く事が大好きで、
どんどん期待通りに動いてくれる姿勢が
本当に頼もしい存在でした。曽根さん、
１年あっという間でしたが、内容濃く出
来たと思います。色んな人との出会いと
話の中での気付きや対応力など社会でし
っかり出来る事が身に付いたと思います。
お二人とも違う道を進んでいきますが、
三次店で働いて学んだ事を、社会でしっ
かり発揮してもらいたいと思います。お
二人なら大丈夫です。頑張ってください。

①１年②広島文化学園大学
③１年という短い期間ではありま
したが大変お世話になりました。
準備する事の重要性と従業員、お
客様の動き、状況を見て行動する
事の大切さを実感する事が出来ま
した。また、すし辰はお客様との
距離が近く、お客様の笑顔をたく
さん見ることが出来ました。まだ
まだ出来ていない事は多くありま
すが、４月から社会に出て、まず
は確実に出来る事をこなし、次に
周りの人を笑顔に出来る様に頑張
ります。ありがとうございました。

曽根　祐記さん

①２年６カ月②広島県立三次看護専門学校
③様々な年齢の方との接し方や配慮を学ぶ事が
出来ました。お子様からご年配まで、その方に
合ったサービスを提供すると嬉しい反応が返っ
てきて、働いていてやりがいを感じました。ま
た、お客様の動きを見て求められている事を予
測して行動する楽しさを学びました。三次店の
お客様やスタッフの方が優しくてあたたかくて
働くのがとても楽しかったです。お正月やお盆
は特に死にそうに忙しかったけど、看護師とし
て働く上で良い経験になりました。三次店の皆
さんが大好きです。ありがとうございました。

熊山　実穂さん

①３年４カ月
②広島高等歯科衛生士専門学校
③たくさんの人に出逢って、た
くさんの人に助けられ、たくさ
んの人との思い出ができました。
中には、怒られた事も悔しくて
泣いた事もあったけど、間違っ
ていたら教えてくれ、悩んでい
たらアドバイスをくれて、３年
経った今、私が出勤していると
「今日は宮迫さんがいるから任
せられるね」と言っていただけ
るのは、多くの事を呉店が経験
させてくれたからです。本当に
ありがとうございました。

宮迫　美羽さん

①３年４カ月②広島文化学園大学
③最初は仕事に慣れず辞めたい日
々でしたが、気付けばもう卒業。
あっという間にすし鮮生活が終わ
ってしまいました。こんなに楽し
く働かせてもらえたのは、西田龍
一取締役を始め、たくさんの社員
さん、スタッフの皆に助けられた
からだと思います。本当に感謝し
ています。４月から社会人になり
ますが、すし鮮での経験を活かし、
出会う人に感謝し、頑張っていき
たいと思います。

山垣内　力生さん

宮迫さん宮迫さん 山垣内さん山垣内さん

風越店長・・・卒業おめでとうございます。短い間でしたけど大変お世話になりました。２人と一緒に働いて思う
ことは、「社会に出て、どこに行っても大丈夫」です。宮迫さんがホールにいれば安心。特に受けに入ってもらっ
た時の笑顔で気持ち良く対応している姿はリスペクト！山垣内さんはすし場に入った時は進んで声を出してくれて
特に休憩中にだまってトイレ掃除をしている姿を見た時は本気(まじ)リスペクトでした。今後はお客様としてよろしく
お願いします。

番谷店長・・・長い期間のお務め、お疲れ様です。色々ありました。怒る事、
泣く事、楽しい事、嬉しい事、でも本当に気持ちを感じられるのは今からです。
友達や知り合いが居ない社会に出て色々経験するのは、本当の意味でこれから
です。今まで自分に負けずアルバイトを続けてこられたお二人だから、これか
らも大丈夫です。自分の納得出来る人生にしてください。今までありがとうご
ざいました。

　　　　　　　①５年
　　　　　　　②修道大学経済科学部
　　　　　　　③この５年間、本当に
　　　　　　　アルバイト漬けの日々
　　　　　　　でした。楽しい事も沢
　　　　　　　山あったけど、辛く嫌
　　　　　　　な事も沢山ありました。
それでもここまで続けてこれたのもバ
イト仲間やパートさん、社員さんの存
在が大きかったと思います。特に番谷
店長とは５年間ずっと支え合った戦友
です。今までお世話になりました。こ
れからのすし辰に栄光あれ!!

上内　祐介さん

　　　　　　　①４年３カ月
　　　　　　　②安田女子大学家政学部
　　　　　　　③お客様の接客や目上
　　　　　　　の人と一緒に働く事で
　　　　　　　マナーや正しい言葉遣
　　　　　　　いを身に付ける事が出
　　　　　　　来ました。このアルバ
イトで身に付けたスキルを活かして、
一人前の社会人になれるように頑張り
たいと思います。そして何より、仲間
と協力して働く事が多かったので、チ
ームで働く楽しさを学ぶ事が出来まし
た。

森本　美妃さん

　　　　　　　　　　　　①３カ月
②呉工業高等学校③人の話を最後ま
で聞く。人の良い所を吸収する。コ
ミュニケーション能力が向上した等
とても良い経験ができました。あり
がとうございました。

近藤　慶介さん

呉店

曽根さん曽根さん 熊山さん熊山さん

We are
鮮コーポレーション

We are
鮮コーポレーション

安田店長・・・卒業するスタッフさん、おめでとうございます。とても貴重
な時間を共に過ごせた事を嬉しく感じています。本当に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。多くのフタッフやお客様と接して学んだ事は、これからの人生に
役立つ事がたくさんあるでしょう。一生懸命頑張った事や悔しかった事、嬉
しかった事も良い想い出となって、次のステップの糧として、職場は違えど
共に頑張っていきましょう。

　　　　　　　　　　　　　①２年
②呉工業高等専門学校③年上の方や
年下の人との接し方を学びました。
また、働いているという自覚や責任
感についても学びました。先の事や
お客様の事を考えながら行動する事
は、学校では学ばない事なので、そ
れが社会人になる前に経験できて良
かったです。２年間お世話になりま
した。

森下　碧さん

　　　　　　　　　　　　①９カ月
②呉港高等学校③上下関係、仕事の
厳しさと楽しさ、周りを見て先を考
えながら働く事、また常に確認をし
なが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、こんな僕に丁寧なご指導
をしてくだり、ありがとうございま
した。

藤田　海翔さん

　　　　　　　　　　　　①６カ月
②呉昭和高等学校③声を出す大切さ
や周りの人との関わり、肉の盛り付
け方やお客様の事を考えて動く事の
大切さ、チームワークの大切さなど
が学べました。

小松　虎太郎さん

　　　　　　　　　　　　　①３年
②広島酔心調理製菓専門学校③働く
事の楽しさと大切さ、大変さ、自分
でお金を稼ぐという事など学びまし
た。３年間働けて良かったです。

小田　翔太さん

　　　　　　　　　　　　①３カ月
②呉商業高等学校③人と接する時に
笑顔を大切にし相手の事を思い、丁
寧な言葉遣いをするという事を改め
て学びました。仕事を最後までやり
きる事で達成感もありました。社会
に出た時は、ここで学んだことを活
かして笑顔で相手の事を一番に考え、
与えられた仕事はもちろん、その他
も最後まで頑張っていきたいです。

渡辺　夢舞さん

奥　航貴さん

金橋　千尋さん

速山　優さん 渡辺　大和さん

平岡　壮亜さん

　　　　　　　　　　　　　①５年
③人と関わる事の難しさや楽しさを
学びなした。バイトを始めてすぐの
頃は、人見知りで、あまりお客様や
スタッフの方と会話をする事があり
ませんでしたが、色々なお客様・上
司・先輩・後輩と出会い、多くの事
を学び、考え方や視野が広がり、自
分からコミュニケーションを取れる
まで成長しました。ここで学んだ事
を活かして、これからも頑張りたい
と思います。

下向井　玲奈さん

八ケ代　成美さん

増子　明子さん

①１年 ①１年

①４カ月

①３年５カ月 ①２年８カ月

①４カ月

①４カ月


