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１2 月 お誕生日おめでとうございます。                      １2 月 結婚記念日 おめでとうございます。   

   大石裕一郎君（15 日）   安田雅明君（21 日）                        若松利秋君（６日） 

 

 

第 2115 回例会報告 

 

会長挨拶               上原勝会長 

皆様こんにちは。本日の例会は第 2115 回例会です。 

本日、ビジター、ゲストはいっらっしゃいません。 

先週の例会は志學館大学の模擬面接をする為に会場を

志學館大学の構内に移し行いました。例会後は、長時間

に渡り模擬面接をして頂き御苦労様でした。そして、有

難うございました。大学側も大変喜んでくれました。あ

の学生の「就活」に少しでもお役に立ってくれればと祈

るばかりであります。去年の学生さんより今年の学生さ

んの方が感じが良かった様に思いました。昔、不況の時

の新入生は優秀な人が多いと会社の上役に云われたこ

とを思い出しました。皆さんに新しく入会される方が理

事会で承認を受けました。林高宏さんです。税理士との

事でした。12 月 11 日はゲストとしてお呼びしておりま

すので、ご案内しておきます。又、会長ノミニーとして

小牧さんが承認されましたので、ご報告しておきます。 

 

 

 

 

会務報告 

●２０１２年１２月のロータリーレートは 1 ドル

＝８０円となります。 

 

●クリスマス家族例会について 

  日時：１２月１８日（火）１８：３０～ 

  場所：プラザＮ 武１－４－２ 

  会費：５，０００円 

  出欠を回覧しておりますので、皆様のご参加宜しく

お願い致します。 

 

出席報告 

 

会員数 29 名 前々回出席者 18 名 

病欠 1 名 メークアップ 10 名 

出席会員 19 名 出席訂正率 100％ 

出席率 67.85％ － － 

 

週 報 

鹿児島東南ロータリークラブ        

会長 上原 勝  副会長 上田平 重樹 幹事 松元 保 

 （例会日、場所） 毎週火曜日、鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

  サンロイヤルホテル  Tel 099－253－2020 

 （事務局） 〒890－0062 鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

  サンロイヤルホテル４Ｆ Tel 259－6855  Fax 259－1622 

E-Mail info@tounanrc.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail  tounanrc@alto.ocn.ne.jpホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

第 2116 回   №22 

平成 24 年 12 月 4 日（火） 

本日のプログラム 

クラブ総会 

会員卓話 飯野和男会員 
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  志学館大学模擬面接会 2012年 11月 21日開催 

学生アンケート集計結果（41名） 

 

1．今回の模擬面接について 

①とてもよい経験になった（36 名）②よい経験になっ

た（4 名）③まあまあであった（0名） 

 

2．模擬面接会の実施時期について 

 ①今回のこの頃でよい（29 名） ②もっと早い時期

に（11名） ③12月に（0名） 

 

3．今回は面接を 2回も実施したことに対してどうでし

たか。 

 ①とてもよかった（37 名） ②どちらともいえない

（3名） ③1回でよい（2名） 

 

4．あなたはどんな点をほめられどんな点を指摘されま

したか。 

 【ほめられた点】 

 

指摘を受けた点 

 

 

 

 

 

 

【指摘を受けた点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．あなたはそれぞれの質問に対し、元気よく上手に答

えられましたか。  

 ①答えられた（3名）②まあまあであった（25名）③

うまく答えられなかった（12名） 

※③に○をした人にお聞きします。それはなぜだった

と思いますか。 

  ・緊張して頭が真っ白になってしまった（3名） 

  ・言いたいことがうまく言えず話すことができなか

った（2名） 

  ・準備、練習不足だった（2名） 

  ・短くまとめることが出来ず口ごもってしまった 

（1名） 

  ・緊張し過ぎて手汗が止まらず声が震え泣き声の)

ようになってしまった（1名） 

  ・話す内容がちぐはぐであった（1名） 

 

6．おじぎの仕方など作法面についてはどうでしたか。 

 ①うまくできた（4名） ②まあまあできた（30名） 

③うまくできなかった（4名） 

 

7．今回の模擬面接会での全般的な感想を書いてくださ

い。（なんでも可） 

・ 作法や服装等きちんとしなければならないと強

く感じた。 

・ 個人へのアドバイス時間をもう少し長くして欲

しい。 

・ 1回目より 2回目の方が自己ＰＲを端的に伝える

ことが出来た。 

・ 笑顔と姿勢を褒められたので自信になった。 

・ 練習と本番は大きく違うことを実感した。 

・ 言いたいことを簡潔に伝えることの難しさを痛

感した。 

・ 日頃から笑顔や姿勢を気にして過ごしたい。 

・ 教えられたこと、与えられたものに感謝すること

を学んだ。 

・ 就職に対し自分の軸をしっかりと持ち、取捨選択

を明確に進めていくことを学んだ。 

・ 自然に身振りが出来るように練習していきたい。 

・ 勉強不足を感じた。 

・ 緊張して頭の中が真っ白になり自分で何を言っ

ているか分からなくなった。 

・人柄、印象（7 名   ・2 回目は良くなった（1 名） 

・話の内容、組立て方（5 名） ・礼儀作法（1 名） 

・表情（5 名）     ・目線（1 名） 

・姿勢（3 名）     ・身振り（1 名） 

・挨拶（3 名）     ・積極性がある（1 名） 

・話し方（2 名）    ・手紙の書き方（1 名） 

・声の大きさ（2 名）                   

                 

                    

 
・身だしなみ（11 名）（服装、ネクタイ、髪型）    

・勉強不足（5 名）（職種、時事） 

・話の内容（11 名）                   

・身振り、手振り（4 名） 

・表情（11 名）（笑顔、表情の硬さ）          

・新聞を読む（4 名）               

・声の大きさ（10 名）（小さい）           

 ・目線（3 名） 

・話し方（10 名）（具体的に、ハキハキと簡潔に）   

・自信を持つ（1 名）   

・礼儀作法(7 名)（姿勢、足の置き方、お辞儀） 

 



・ 自己ＰＲがとても大切だと分かった。もっとしっ

かり練ろうと思う。 

・ どれだけ自分のことを相手に印象づけられるか

がポイントだと思った。 

・ 営業をする上で何が求められているか考えてい

きたい。 

・ 良い緊張感を保つことが出来た。面接は恐れなく

てもよいと感じた。 

・ 会社の社長さんならではの貴重な意見、アドバイ

スを頂けてとても参考になった。 

・ 今後、社会の動きなど関心を持って新聞やニュー

スを見たいと思う。 

・ 面接官の朗らかな対応に流されると後々痛い思

いをする。 

・ 自分が今から改善すべき点が見つかったのでと

ても良かった。 

・ 自己分析の不十分さを感じつつ、自己分析は本当

に大切だと改めて感じた。 

・ 内容はあってもＰＲの仕方で伝わり方が変わる

ことを理解した。 

・ 社会人になるという自覚を持って行動したい。 

・ 今後どんどん面接練習を繰り返していきたい。 

・ 自分が就きたい仕事の情報収集をしっかり行い

たい。 

・ 緊張すると言いたいことを忘れてしまうのでリ

ラックスすることが大事だと思った。 

・ 人生目標を決めることの大切さを学んだ。 

・ 挨拶の仕方など、このような場で練習できたこ

とは良かった。 

・ 思いもよらない質問があったりして面接の恐さ

も感じた。 

・ 笑顔、大きな声の出し方、姿勢を保つことの難

しさを知った。 

・ 就活に対して深く考えてなかったが、これを機

に就活に熱が入った。 

・ 自分以外の人の意見を聞くと自分の言葉が足ら

ないと気付くことが出来た。 

・ もっと積極的に、人の目を見て話すようにして

いきたい。 

・ 自分を知るいい経験が出来た。 

・ 素直になれなかった。 

・ もっと自分を理解して明確にやりたいことを

決めたい。 

 

 

************************************************ 

 

＜新春合同例会＞ 

日時：2013 年 1 月 9 日（水）12：30～13：30 

場所：サンロイヤルホテル２Ｆ 太陽の間 

12/11（火） 

会長幹事半期を終えて 

12/18（火） 

クリスマス家族例会 

18:30～ プラザＮ 

12/25（火） 

クラブ定款により休

会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

12/5 

（水） 

鹿児島南 サンロイヤル 年次総会 

鹿児島西 山形屋 会員卓話 萩原徹会員 

鹿児島西南 ゆうづき 
△家族忘年会（夜の例会）

12/7 へ変更 

12/6 

（木） 
鹿児島東 山形屋 

家族忘年会 18:30～  

サンディズイン鹿児島 

鹿児島北 鹿児島東急ホテル  クラブ定款による休会 

鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ  鹿児島東急イン 年次総会 

12/7 

（金） 鹿児島 山形屋 

ゲスト卓話 

鹿児島東南ロータリークラブ 

興津立夫様 

12/10 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 

年次総会 

高校生交流会報告 

12/11 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急イン 

年次総会 

（次年度役員・理事選出） 

 


