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平成１８年度

仁摩中学校
職場体験学習

小さな社会でしっかり学んで
大きな社会を
たくましく生きる
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１，初めに

本年度も昨年に引き続き、キャリア教育推進地域指定として、地域の皆様のご協力のも

と、職場体験学習の実施規模を拡大、２年生で夏休み中に３日、３年生では 10月 31日の

研究大会を経て 11月 1日 2日の 2日間、合計 5日間もお世話いただきました。

各事業所の皆様には、多大なご心労とご協力をいただき誠にありがとうございました。

特に、職場体験学習もですが、10 月 31 日に仁摩町内３校で開催されました、文部科学

省キャリア教育推進指定事業には物心両面において多大なご援助をいただきましたこと

を、紙面をお借りしてお礼申し上げます。

また、保護者の皆様にも、お子様達の就業の第一歩を見つめ支えていただきました。特

に、地区懇談会においても、また、それぞれの保護者の方からのご意見としても、職場体

験学習の取り組みの意味、特に、２学年同じ職場で実施する意味を問われることの多かっ

たこの一年だったと思います。

２年間にまたがって実施する職場体験学習のねらいを、この冊子を通してもう一度考え

ていただければありがたいと思います。

現在も、各事業所におきましては、いかに、若年層の職場定着を進めるかが大きな課題

になっています。その、ひとつの手助けになればとも思いますし、家庭保護者が、子供達

をどう支えていくかが問われるこの頃、職場体験中、あるいは終了後のお子さんとの会話

から、何かそのヒントを得るのも大人の責任のような気がします。

さて、昨年以上に深い意味を持ち実施できた、平成１８年度仁摩中学校職場体験学習事

業を、今年もインターネットホームページにまとめるとともに、この度このような形で冊

子にまとめさせていただきました。

お忙しいとは存じますが、ご覧いただき、また様々な視点から意見をいただければ幸い

です。

次年度もよろしくお願いいたします。
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２，キャリア教育とは

児童生徒一人一人の勤労観，職業観を育てる教育です

キャリア教育の視点から従来の教育の在り方を見直し各学校での教育課程の改善を促す

「学校（社会）が自分（達）に何をしてくれるか」から

「自分（達）が学校（社会）に何が出来るか」 への発想の転換

【キャリア教育の基本方向】

○ 夢を大切にし、夢を持てる社会、夢をはぐくめる環境を作り出す。

○ 学力を充実させ、社会に貢献できる意識を持った社会人を育成する。

○ 職業人としての資質・能力を高める指導の充実

○ 働くことの意義の理解，自立意識の涵養及び豊かな人間性の育成

そして地域指定のキャリア教育推進とは

規範意識とコミュニケーション そして 親子の会話

夢を持てる家庭・社会・学校を作ろう。

（キャリア教育の根底には家庭がある）

【キャリア教育推進のための方策とは】

○ 各発達段階に応じた「能力・態度」の育成を軸とした学習プログラムの開発

○ ３校種の連携のある教育課程への適切な位置付けと指導の工夫・改善

○ ３校種と地域が接続した体験活動等の活用（職場体験，インターンシップ等）

○ 社会・経済の仕組みについての現実的理解、労働者としての権利・義務等の知

識の習得

【キャリア教育を推進するために心がけます】

まず保護者との連携の推進

○ 学校からの保護者への積極的な働きかけ（規範意識とコミュニケーション）

○ 家庭の役割の自覚（親と子供が一緒に学び考える）

○ 学校教育への積極的な参画（まず学校のために何が出来るかを考えられる生徒の育成）

関係機関等の連携と社会全体の理解の促進

○ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等の実施について連絡・協議・推進していく場を国，地方レベルで整備

○ 地域社会との連携や経済団体，企業等の理解と協力の推進

３種類の学校連携と学校外教育資源の活用

○ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受け入れ企業等の確保等体験活動等推進のための地域のｼｽﾃﾑづくり

○ 幅広い層からのキャリア・アドバイザー確保・活用のシステムづくり

「小さな社会でしっかり学んで大きな社会をたくましく生きる」
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３，仁摩中学校の職場体験学習の計画

★職場体験学習とは

①体験により、実際に職場環境や仕事を体験することによって、生徒の仕事への理解が深

まり、就業意識を高揚することが出来、将来の仕事に夢が持てるようにしたいと考えます。

②企業にとっては、産業界からのメッセージを生徒や学校に直接お伝えいただき相互理解

が深まり、結果的に将来の採用後の早期離職を防止することが出来ると考えます。

★職場体験実習制度の内容

○対象となる生徒 …仁摩中学校２年生 ３年生

○実習の期間 …２年生 ２～３日間 ３年生 ２日間

○実習の実施可能時期…２年生 平成18年8月22日～平成18年8月25日

３年生 平成18年11月1日・平成18年11月2日

○手当てについて …実習に際しては、企業から生徒へ報酬をお支払いいただ

く必要はありません。

○保険について …万一の事故に備えて、傷害保険及び損害賠償保険に加入

します。 (企業所の負担はありません。)

★職場体験実施のながれ

受け入れ職場の登録（コーディネーター、各業界キャリア・アドバイザーに依頼）

中学校において参加生徒募集

中学から登録職場の申し込み

職場の受け入れ受託・日程調整

生徒と各職場の打ち合わせ、キャリア・アドバイザーによる職業指導

職場体験の実施

★生徒の受け入れに当たってのお願い

職場体験制度は、実際の職場で生徒が企業から仕事を教わることで、生徒の職業意識・

勤労意欲・職業観の向上を図るために実習委託として行うもので、アルバイトとは異なり

ます。生徒に職場の業務を幅広く体験させるなど、職業概要や業務内容を体験生徒に理解

させるような体験内容にしていただけると喜びます。なお、傷害保険には加入しますが、

生徒の安全確保や事故防止には十分留意していただけると喜びます。また、実施状況はホ

ームページに掲載いたしますとともに、終了後、アンケートにて今後の参考になるご意見

をいただきますよう企画しております。よろしくお願いいたします。
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※平成 18年度に体験を協力いただいた事業所

２年生事業所一覧

五人男水産

犬の美容院 パピー

ウェルネス薬局大田店

ガトーサンマリノ

さんのあマート仁摩店

高橋先生宅

仁摩保育所

ビーバード内 てぃあら

ヘアーサロンのぎ

ポプラ仁摩店

久利動物病院

山内モーター

松江石油仁万給油所

仁摩診療所

仁万郵便局

西部消防署

大田市立病院

中島石油

通所介護事業所 むつみ苑

美容室 ウエーブ

３年生事業所一覧

ＪＡ石見銀山仁摩支所

ウェルネス薬局大田店

ガトーサンマリノ

かめや

さざんかの家

さんのあマート仁摩店

プロフォトセンター パピー

ヘアーギャラリーＭ

ヘアーサロンのぎ

ポプラ仁摩店

れすとらんココット

久利動物病院

五人男水産

山内モーター

松江石油仁万給油所

森林組合

仁摩診療所

仁万郵便局

西部消防署

石見銀山生活文化研究所

大田市立病院

中島石油

通所介護事業所 むつみ苑

美容室 ウエーブ

（順不同）
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資料 １

２年生の職場体験

* ２年生 五人男水産
初日 AM ５：００～１０：００は漁をしまし

た。内容は、主に網を引くことでした。網の中に

は、ブリやヒラマサの幼魚が入っていました。

港に帰ってから、仕分けをしました。巨大なア

ジや海蛇がいて少しびっくりしました。

２日目も網を引きましたが、この日は、大量の

イカが網に入っていたのでタモですくいました。

１２箱もすくったのでとても楽しかったです。

その後、天間（小さい船）を運転しました、初

めてでしたが結構うまく出来たので良かったです。（ありがとうございました。）

港に帰って仕分けをしました。大量のイカにとても驚きました。

感想と反省

朝５時集合も、あんなに長い時間船に乗ったことも、船を運転したことも、とにかくす

べてのことがはじめてだったので、非常に楽しかったです。全体的には、思ったよりうま

くいったと思うけど、やっぱりどこかで邪魔になってしまったかなと思いました。

次回の目標、お礼

今回よりもっと動けて邪魔にならないようにしたいです。

今回は船に乗せてくださってありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

職場から

今回のように、8月に体験されるのが一番理想的だと思います。

*２年生 山内モーター
行った活動

・窓拭き ・給油

・洗車拭き上げ・タイヤはずし

感想と反省

ガソリンをこぼさないように注い

だり、お客様に大きな声であいさつ

をしたり、洗車した車を拭いたりし

て、結構大変な仕事でした。

次回の目標

来年は、今年よりあいさつを大き

な声でやって、今年よりも手際よく

仕事をこなしていきたいです。来年もいろいろよろしくお願いします。
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* ２年生 ポプラ仁摩店
●行った日●

８月２３・２４日にお世話になりました。

●仕事内容●

商品並べ、値段シールの貼り付け、店内掃除、

レジ打ち、商品の前出し、ジュースの補給などを

しました。おでんもつくりました！

●感想・反省●

レジ打ちがとても緊張しました。でも、店員の方が優しく教えてくださって、なんとか

出来るようになりました。レジ打ちが一番楽しかったです！（瑞）

思っていたよりも大変な仕事でした。同じ事の繰り返しで、2 日目はあんまり楽しくな
かったです。でも、レジ打ちは楽しかったです！次はもっと頑張りたいです。（美)

２日間お世話になりました。とても、いい体験をさせてもらいました。コンビニの裏仕

事が以外に多く、思っていたよりも大変でした。来年はもっと声が出せるように頑張りま

す！来年もよろしくお願いします！！

●次回の目標●

もっと声を出す。（美）

自分から仕事を見つけて、進んで動く。（瑞）

* ｈ１８ ２年生松江石油
行った活動

８月の２２、２３、２４、日にお世話になりました。

商品の掃除。車の窓拭き。オイル交換を見学。前

に立たしてもらって声出し。灯油配達。オイル捨て。

車の窓ふき。灯油を注ぐ機械清掃。タオル洗い。オ

イル交換をする場所を掃除。

灯油のつぎ方を教えてくださいました。

感想と反省

掃除をさせていただいたとき、後始末をしてもらってとても迷惑をかけてしまってとて

も申し訳なく思っています。車の窓ふきで、きれいになってなかったら手伝ったりしても

らったりとても手間がかかったと思います。

休憩の時間をこまめにとったら？などいろいろ気を利かせてくれてとてもうれしかった

です。灯油を注がせてもらったりしてとても良い体験になったと思います。

社会の厳しさを知りました。僕たちが暇にならないように会話をしてくれてうれしかっ

たです。本当にありがとうございました。

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました                  www.nsd.co.jp/share/

http://www.nsd.co.jp/share/


- 8 -

次回の目標とお礼

もっと大きい声を出すことです。それは最初の日は全くと言っていいほど声が出ていな

かったからです。足を引っ張らないことを目標にします。あとは言葉をきちんとすること

です。

この度は、どうもお世話になりました。ご迷惑をおかけするとは思いますが、一生懸命

頑張りたいと思いますので、また来年もご指導のほどよろしくお願いします。

職場から

一人が３日目に休まれたのですが、連絡がなかったことで少し心配しました。もう少し元気が

あるとよいと思われる場面がありました。

毎年、感じることですが、やりたいというよりもやらされているという感じがするのが残念です。

* ２年生 仁万郵便局

行った活動

８月の２２日、２３日、２４日にお世話にな

りました。

窓口業務・配達業務・ポスト開けなどをしま

した。

感想と反省

遅れずに集合できてよかったです。窓口業務

は思っていたより仕事が少なくくてゆったりできましたが、働くということはとても大変

なことだと感じました。

次回の目標

もう少しあいさつを大きな声でする。

仁万郵便局の皆さんへ

短い間でしたがありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

職場から

声が小さいように思いました。人数については2人が適当です。生活態度はまじめでよかったと

思います。
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* ２年生 ビーバード
★行った活動☆

８月２２・２４日にお世話になりました。レジ

打ち・バックヤード・商品だしをさせていただき

ました。

☆感想と反省★

店員の方々にもわからないことなど優しく教え

ていただきとてもお世話になりました。とても明

るい職場で、とても楽しく出来ました。来年もお

願いします。

★次回の目標☆

あいさつをはきはきする。

職場から

自分から進んでレジ打ちなどしてもらいました。非常によいことだと思います。まじめな態度がよ

かったです。これからも頑張ってください。

* ２年生 中島石油
行った活動

８月２２・２３日にお世話になりました。車の窓拭き、

掃除、ガソリンの配達、給油、洗車をしました。

感想と反省

ガソリンスタンドで働くのは、暑くて大変でした。給

油や窓拭きをしました。とてもやりがいのある仕事でし

た。

広島アルミにガソリンを入れにいきました。少しこぼ

してしまいました。すいませんでした。でも頑張って仕

事をしました。仕事の大変さがわかりました。来年も頑

張るのでよろしくお願いします。

次回の目標

来年はもっと元気よくやりたいです。声も出したいです。

職場から

特に事故怪我がなく終了できました。
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*２年生 仁摩保育所
☆行った活動☆

○２２，２３，２４日にお世話になりました。

●子供と遊びました。

○プールで一緒に遊びました。

●子供の着替えを手伝いました。

○夏祭りの手伝いをしました。

●子供を寝かせました。

○ご飯を子供達と一緒に食べました。

★感想と反省★

３日間、ありがとうございました。子供がと

てもかわいくて、楽しかったです。

初日は何をすればいいかわからなくてとまどっていたけど子供達の方から来てくれたの

でなじみやすかったです。２日目からは慣れてきて子供とたくさん遊べました。来年も行

けるのが、楽しです！！！ その時は、またよろしくお願いします。

☆次回の目標☆

名前を覚えて、呼べるようにする。

先生に言われる前に、行動する。

子供達に喜んでもらえるよう、もっと頑張る！！

職場から

園の行事前でもあり、いろいろお手伝いをしてもらいました。

午前中は暑い中、子ども達と一緒に戸外に出てふれあって遊ぶ姿が見られてよかったと思いま

す。日が経つにつれて、生活のリズムもわかり、次は…ということも考えて実習できたようです。

*２年生 ウェルネス大田店
行った活動：

8月２２・２４日にお世話になりました。
仕事内容：商品出し・レジサブ・前出し・掃除・値

札換えなど

感想と反省：

売り手として、

いろいろなこと

がわかってよか

ったです。

職場体験をして、仕事のつらさがよくわかり、毎

日仕事をしている店員の皆さんの大変さがわかりま

した。

職場の人に、いろいろ聞くことが多かったから、今度はその回数を少なくしたいです。
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次回の目標：

今回はいろいろ教えてもらいありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

次回はもっと、元気よくやりたいです。

* ２年生 仁摩診療所
行った活動

８月２２・２３日の２日間お世話になりました。

いろいろな器具の説明や受付の仕事内容を聞かせてもら

いました。

患者さんの名前を呼ばせてもらいました。

薬を袋に入れる仕事をしました。

電気治療の手伝いをさせてもらいました。

感想と反省

私にとって、初めて見たりするものもたくさんありま

した。分かりやすく説明していただいて、とてもうれし

かったです。ありがとうございました。私が一番うれし

かったことは患者さんに話しかけてもらえたことでした。人とのふれあいも大切な仕事だ

と思いました。薬を袋に入れる仕事が楽しかったです。

看護師の仕事は、すごく大変で忙しいというイメージがあったけど、その分やりがいの

ある仕事だということが分かってよかったです。本当にありがとうございました。

次回の目標

今年経験できたことを、いかして次回も頑張りたいと思うので、来年もよろしくお願いし

ます。

職場から

この学習での目標は、わからないことを進んで聞くということでしたが、なかなか自分から行動

を起こすまでには至らなかったようです。こちらがお願いしたことには、臆することなく行動できたこ

とや何も言わなくても患者さんにドアを開けてあがることが出来たことには感心しました。
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*２年生 ガトーサンマリノ
○行った活動●

８月２４日にお世話になりました。

①ケーキにフルーツの飾り付けや、ケーキの上に飾りをつけ

させてもらいました。

②フルーツを切らせてもらいました。

③できたケーキをショーケースに入れさせてもらいました。

④氷を作らせてもらいました。

⑤チョコやブルーベリーソースを塗らせてもらいました。

☆感想と反省★

ケーキの飾り付けや、フルーツが切れてとても楽しかったです。ケーキの飾り付けをす

るときにとても緊張しました。ブルーベリーソースやチョコを塗るとき、丸く塗るのがと

ても難しくて手が震えてしまいました・・・。

氷を作るときに水の加減がとても難しかったです・・・ちゃんと出来ているのか心配で

した・・・。ショーケースにケーキを入れるときにとってもおいしそうしそうでした!!!!
ずっと立っていたので足が痛かったです。職場の皆さんは毎日大変だなぁと思いました。

働いている皆さんがとても明るく、優しく接してくれてとてもうれしかったです。とて

もいい人たちですごく安心しました。いろいろな話も出来てよかったです。

職場の皆さんには大変ご迷惑をおかけしたかもしれませんが、とてもいい体験が出来て

よかったです。初めは一人で不安でしたが、とてもいい雰囲気ですごく安心しました。

今回はありがとうございました!!!!!!!!!!!! 来年もお世話になると思いますが・・・その

ときはよろしくお願いします!!!!

＊次回の目標＊

もう少し元気よく出来たらいいなぁと思います!!
今回うまく出来なかったところが、今度お世話になるときに出来ればいいなぁと思いま

す!!!

職場から

一人だけの実習でしたが、頑張ってやっていました。もうちょっと元気があった方が、若者はよい

と思います。一人だけでしたが、お疲れ様でした。
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* ２年生 大田市立病院
行った活動

８月２２・２３・２４日にお世話になりまし

た。２２・２３日は、２階の外科病棟で体験させ

ていただきました。

２２日は、見学・機械や道具の説明・話を聞き

ました。

２３日は、シーツの取替え・患者さんの足を洗

ったりしました。

２４日の午前は、放射線科で体験させていただ

きました。見学・機械や道具の説明・話を聞きま

した。午後は、リハビリセンターで体験をさせていただきました。

感想と反省

自分が思っていた看護婦さんのイメージとぜんぜん違っていて、患者さんとのコミュニ

ケーションも大事だということがわかりました。

グロテスクな場面もあったりしましたが、普段見学することのできないとても貴重な体

験をすることが出来ました。

初めは、緊張していてなかなか声が出せませんでした。もっと元気よくあいさつや質問

が出来たら良かったんですけど、その質問も思いつかなかったです。反省しています。

看護師さんの仕事が、テレビでよく見るのと違っていて驚きました。それでも、皆さん

楽しそうに仕事をしていたので、尊敬しました。いろいろな、機械や道具があって憶える

のに苦労するなぁ。と思いました。

放射線科は、初めて見るものが多くて楽しかったです。実際に患者さんに管みたいなも

のを入れるのを見せてもらったのは、貴重な経験になりました。でも、見ていて痛かった

です・・。

リハビリセンターは、すごく興味がわくところでした。病院というのは、病気を治すと

ころだと自分で決めていたみたいで、その考えを改められました。患者さんを手助けする

道具がありました。今まで全然そういうのがあるのを知らなかったから、勉強になりまし

た。

大田市立病院の皆さん、本当にありがとうございました。将来の参考になりました！！

出来れば、来年もよろしくお願いします。

次回の目標

元気よく患者さんとのコミュニケーションを大切にする。普段体験できないことばかり

なので、大人になってもこの体験を忘れないようにする。今度は、もっと元気よくあいさ

つや返事・質問が出来るように頑張りたいですッ！！

患者さんと、話す機会があったら積極的に話しかけるように、したいです。
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* ２年生 ペットの美容室 PAPPY
８月２３日・２４日にお世話になりました。

○行った活動○

■カットした（抜けた）犬の毛の掃除。

□犬の爪きり。

■乾かしながら犬の毛を梳かす。

●感想と反省●

犬学の本や、犬に関する本を見せてくださっ

たり、お昼休憩の時にはトリマーの仕事につい

ての事なども教えてくださってとても勉強になりました。

２日目にやった犬の爪切りは犬が暴れてとても爪が切りにくかったです。でも、教えて

もらってなんとか切ることが出来てよかったです。犬の毛の掃除はもう少しテキパキ出来

たらよかったと思いました。

最後に、いろいろな事を教えてくださりありがとうございました。来年もよろしくお願

いします。

○次回の目標○

今年よりもう少しテキパキ動けるように頑張りたいです。

職場から

次回は、もっと何でも話しかけていただきたいと思います。

*２年生 高橋さん宅の農業作業
お世話になった日 ２２、23，24日
仕事内容

・草刈、わらない、野菜の収穫、畑の

耕しなど

感想

・今回の体験で働くということが、大

変で難しいことだと分かりました。

日中は日差しが強く、午後は蒸し暑

くて大変でした。

次回の目標

今回はすぐに疲れてすぐに休んでしまったので、次回は足を引っ張らないようにしたい

と思います。

職場から

暑かったので、日陰の仕事を探すのに苦労しました。蜂に刺されてしまったので、次回は木の

中を点検するように注意を払いたいです。とてもよく仕事をしてくれました。
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*２年生 西部消防署
（行った活動）

８月２３・２４日の２日間お世話になりました。

１日目に『車両点検見学』・『救急蘇生法』

２日目に『放水体験』・『ロープ結索体験』・

『応急処置』

をしました。どれも貴重な体験でした。

（感想と反省）

放水体験をして、水にあんなに圧力があるな

んて思わなかった。一人で持つと支えるので精一杯で動くのは難しいと思う。職場の人は

とても親切でした。貴重な体験をたくさんさせていただきました。来年もよろしくお願い

します。

ロープの体験のときは、いろいろ教えてもらって勉強になりました。職場体験のときは

ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

（次回の目標）

やるときはやる。休むときには休むという『けじめ』をつける。きびきび行動する。

いろいろなことを頑張る。

職場から

女子生徒の体験学習を初めて受け入れましたが、予想以上の行動力と、訓練に対する姿勢の

良さに驚きました。また、大変貴重な体験をしていただけたことと思います。

*２年生 ヘアーサロンのぎ
８月２２日・２３日にお世話になりました。

★行った活動

①カット後のはき掃除

②お客様の案内

③蒸しタオル（使用済）洗い

④ワインディング

★感想と反省

カット後のはき掃除が、楽しかったです。

床に落ちた髪の毛を集めるのがなぜか快感

でした。お客様の案内は、とても緊張しま

したが、なんとかできたのでよかったです。ワインディングは、最初とても難しくて、（も

～、何これ～こんなのできない～）と思っていました。でも、やっているうちに、出来る
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ようになったのでうれしかったです。（ちょっとくずれてましたけど・・・）本当にいろ

いろな事をやらせていただいて、とても勉強になりました。ありがとうございました。来

年もよろしくお願いします（＾０＾）

職場から

一度説明してあげると、後は自分から進んで仕事をしてくれてよかったです。お疲れ様でした。

* ２年生 久利動物病院
行った活動

８月２２日と２４日にお世話になりました。

・８月２２日は、犬＆猫の体温を測ったり、

トリミングの見学、洗車、書類のコピー、

トリミング室の掃除、カレンダーの袋詰め、

タオルをたたむ等をしました。

・２４日は、草抜き＆洗車、ペットホテル

の見学、リボン作り、トリミング室の掃除、

トリミングの見学、判子を書類に押す、タ

オルの毛取りなどをしました。

感想と反省

最初はすごく緊張しましたが、動物病院の方達が優しく接してくれたので、すごく楽し

かったです。

トリミングは初めて見ました。シャンプーだけかと思っていたけど、毛を刈ったり、耳

垢を取ったり、足のつめも切ったりしてたのを見て、びっくりしました。

続いてリボン作りでは、みんな作り方に苦戦していました。とくに、ひらひらの部分が

難しかったです。でも、楽しかったです。

反省

初日のときに院長室のクーラーをつけっ放しにしてしまった事です。使った部屋の管理

をきちんとしようと思いました。

職場の皆さんは、動物に対する接し方がとてもうまかったです。自分達ではたぶん出来

ないと思います。やっぱり仕事は自分達が思っているほど簡単ではない事がわかりました。

迷惑をかけましたが、本当にありがとうございました。来年は、今年の欠点を少しでも

直すように心がけて取り組みます。宜しくお願いします。

次回の目標

身だしなみをきちんとし、使った部屋の電源などをつけっぱなしにしない。

あいさつをきちんとする。

* ２年生 美容室ウエーブ
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行った活動

８月２３日・２４日にお世話になりました。

・店の掃除 ・花の水やり

・タオルを整える ・ロッドまき

感想と反省♪

花の水やりや、掃除などは、なんとかできた

けどロッドまきはとても難しくて覚えるのに時

間がかかりました。

それでも、頑張って覚えて２４日には出来る

ようになりました。何回もやり直ししてやっと出来るようになったのでとてもうれしく思

いました。他には、店の掃除が思ってたより大変でした。あまり、掃除というものはやり

なれないので終わったときはつかれてました。

反省は、もう少しはっきりと大きくあいさつなどが出来たらよかったなと思いました。

しかしその他はきちんと出来たのでよかった思います。これも、指導者の方のおかげです

ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

次回の目標●

次回はもっと役にたてるように頑張りたいです。

あと、あいさつをきちんと出来るようにします。

* ２年生 てぃあら
行った活動

８月２２・２３・２４日の３日間お世話になり

ました。

アイスクリームを作らせていただきました。

焼き鳥を作るのも手伝わしていただきました。

卵を包装させていただきました。

ピアスを磨くことをさせていただきました。

感想と反省

アイスクリームを作るのは初めてのことだっ

たのでちゃんと出来るのか心配だったけど、ちゃんと出来てうれしかったし、とても楽し

かったです。バニラアイスもオレンジのアイスもおいしかったです。

焼き鳥を作るのは初めてで最初は串に刺すのにうまく刺せなくて１本作るのにすごい時

間がかかっていたけどやっているうちにだんだん早く刺せるようになってよかったです。

焼き鳥を作るときにターメリックを鶏肉と混ぜて味付けをしていたので串に鶏肉を刺すと

き手が黄色くなってなかなか色がおちなくて大変でした。

卵を包装するのはうまく出来なくて、大変でした。初めてやることじゃないけど、苦手

なので１パック包装するのにとても時間がかかりました。
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ピアスを磨くのはピアスが小さいのや磨きにくいもあって大変だったけど、磨いた後と

てもキレイになっていてうれしかったです。

アイスクリーム・プリン・白くまなど食べさしていただいてありがとうございました。

とてもおいしかったです。

職場体験ではいろいろなことを体験さしていただいて、たいへんお世話になりました。

とても楽しかったし、勉強にもなりました。ありがとうございました。

次回の目標

またご迷惑をおかけすると思いますが、来年もよろしくお願いします。次はもっと喋れ

るようにしたいです。

職場から

とてもおとなしい生徒さんでした。アイスクリームや、プリンを作りましたが、もっとほかに、お菓

子作りをしたかったのではないかと思い、反省しました。しかし、本人さんは、とても楽しかった。と

言ってくれてホッとしました。ありがとうございました。

* ２年生 むつみ苑
＊行った活動＊

お茶出し・お話し相手・お年寄りの髪乾かし・掃除

・昼食おやつ出し・

＊感想と反省＊

３日間お世話になりました。思ったより大変でした。

だけど、職場の皆さんはいつも明るく元気ですごいな

ぁ！と思いました。なかなか慣れなくて戸惑っている

私たちにお年寄りの方や職場のみなさんが、話しかけたりしてくださってとても助かった

し、うれしかったです。本当にありがとうございました。

＊次回の目標＊

もっと大きな声を出したり、あいさつをきちんと

することが出来ていなかったと思うので、それをち

ゃんとしたいです。あと、身だしなみもきちんとし

ようと思います。来年もお世話になります。今回経

験したことを生かして来年はもっと頑張ろうと思い

ます！！またよろしくお願いします。

職場から

暑い中、前向きに一生懸命頑張られました。研修中に地域ボランティアの受け入れもある職員

の指導の中をおとなしい二人でしたが、笑顔で接することが出来ました。この経験を生かし「福祉

とは」を少しでも学んで将来の選択の手助けになればと思います。ご苦労様でした。
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資料２

３年生の職場体験

* ３年生 さざんかの家
目標

頼まれた仕事を頑張る。頼まれなかった

ら自分から進んで聞く。

行った活動

初日

初めにシール貼り クッキー作り 毛

糸のモップ作り クッキー作り。

初日の感想

明日は、今日よりどんな仕事があるか楽しいです。また、やってみたいと思いました。

２日目の活動

たいそう、部屋の掃除、ごまクッキーやクルミクッキーの天板並べ

お昼休み さつまいもの納豆作り。 パイナップルケーキのカップ入れ モップ作り

２日目の感想

いろいろな仕事をしたので、さざんかの家の人たちと仲良くなれた。クッキー並べが難

しかったけど、うまく出来るようになった。

衛生に気をつけたり、服装もきちんとして仕事をしないといけないので厳しいこともあ

るなと思いました。また、クッキーの形や大きさを一緒にしないと売り物にならないので

大変だと思いました。

○感想

クッキーの並べ方が、だんだん上手になってほめられてうれしかったです。おもしろい

人がいて、いっぱい笑いながら仕事が出来ました。口の中でもごもご言ってよくわからな

いと注意されたので、これからは、はっきりと大きな声で話すようにしたいと思います。

○保護者から

2 年生の時にもお世話になっていたので、今回は少し安心していました。一生懸命に仕
事をしていたと思います。いわれたことはきちんと出来る（？）と思いますがどうだった

でしょうか。職場体験で作ったクッキーやパイナップルケーキを文化祭で販売していたの

で買うことが出来てとても良かったです。

さざんかの家の人たちとも仲良く出来て、皆さんから「さっちゃん」と声をかけられて

私もとてもうれしくなりました。最後になりましたが本当にありがとうございました。
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○職場から

皆とコミュニケーションがとれてよく話など出来ました。なれたことで、仕事への集中

力が欠けるときがありました。いわれたことは素直に聞け、注意したことには「これから

気をつけます。」と答えるなど感心しました。

話しが聞き取りにくいことがあったので、明るくはっきりとはなせると良いと思います。

* ３年生の石見銀山生活文化研究所
★ 今年の目標

・遅刻しない。

・まじめに仕事をする。

・迷惑にならないように心がける！

★行った活動

9：00～ 10：15 倉庫の整理

10：15～ 11：00 値札付け

11：00～ 12：00 商品管理

1：00～ 3：00 商品管理

3：00～ 5：00 値札付け

★感想

いろいろな仕事が出来て楽しかった。大変だったけど！ためになった！

働く事について大変な事だと思った！

保護者から

頑張っていたと思う。いつも消費者の立場から見ている世界が、違う立場から見ること

で楽しさ、つらさがわかったと思います。

職場から

自己紹介をきちんと出来、この１年間の成長がたくさん感じられました。昨年までは、

まだ子どもっぽいところが見受けられましたが、３年生になると、身体も大きく、精神的

にも成長した様子が感じられました。来年は高校生、このまま素直に成長してほしいです

ね。
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* ３年生 ココット
★今年の目標

・ただ仕事をするだけじゃなく、働く

ことについてしっかりと学んで帰る

努力をする

・仕事を手際よくする。遅刻しない。

★１日目の活動

８：３０～ ９：００ 皿洗い 盛り付け

９：００～１０：２０ 野菜の下準備 ジャガイモの皮むき

１０：３０～１３：００ 皿、鍋洗い 皿洗い

１３：４０～１６：００ ライン引き 掃除

感想

作業をやっていてとても足がつらかった。かなだわしで鍋や熱いフライパンを洗ってい

たら手が荒れて痛かった。あまり慣れてないので、すごい大変だった。

★２日目の活動

８：３０～１０：３０ タマネギの皮むき 鍋・皿洗い

１０：４０～１１：３０ 豚肉をひき肉にする タマネギの皮むき

１１：４０～１２：２０ 皿の片付け 鍋・皿洗い

１３：００～１６：００ ライン引き

感想

今日は昨日よりお客がこなかったのであまり忙しくなかったが、大変だった。

かなだわしで洗っていたら手が痛かった。大変だったけどいい経験になった。

○全体を通しての感想

２日だけしか働かなかったがとても忙しく大変だった。働いてお金を稼ぐのは簡単じゃ

ないなぁと思った。仕事の厳しさやいろいろなことについて学べてよかった。

保護者から

２日間仕事の厳しさを知ることが出来たようでした。よい経験が出来うれしく思います。

この経験を今後の生活に役立ててほしいと思います。

職場から

昨年と同様によく働いてくれ良かったと思います。駐車場に働いた跡が残っています。

ひとつの職場にもいろいろなことがあることや外部と接する経験が大切ですね。
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* ３年生 むつみ苑
♪今年の目標♪

・常に、気持ちに余裕を持ってお年寄りの方や、

職場の方と接する。

・お年寄りの方に楽しく過ごしてもらう。

♪活動内容♪

８時３０分頃～ ９時 職場清掃

９時 ～１０時 お茶出し

１０時 ～１１時３０分 お風呂から出られたお年寄りの髪を乾かす。

１１時３０分 ～１２時３０分 昼食

１２時３０分 ～１３時３０分 休憩

１３時３０分 ～１５時３０分 お年寄りの方と一緒に遊んだり、お話をした。

１５時３０分 ～１７時 掃除・反省

♪働いた感想♪

・去年と違い、接する事よりも裏側の仕事（髪を乾かしたり、洗い物をしたりなど）を多

く体験させていただきました。お年寄りの方と話をしたりする事と、両立して裏側の仕事

をするのはとても難しかったです。でも、去年よりも体験内容が増えたので、去年よりも

福祉の仕事の大変さが分かった職場体験になりました。職場の皆さん、２日間ありがとう

ございました。

・今年は、裏側の仕事をいろいろさせてもらいました。予想以上に体力もいるし、それと

お年寄りの方とお話をしたりするのを両立させるのが大変でした。でも何かするたびに、

お年寄りの方に「ありがとう」とお礼を言ってもらえたのが、とてもうれしかったです。

職場の皆さん２日間ありがとうございました。

♪働くということについて♪

・すごく大変で、働くという事は決してあまくないことだと思いました。

・大変だけど、とてもやりがいがあって、大切なことだと思いました。

♪保護者の方から♪

去年と同じ事業所だったので、慣れた様子で出かけて行きました。出来れば、去年とは

違った事業所での体験をさせて欲しかったですね。

２回目ですからよく手伝ってくれました。しかし、２回目だからこそもっと積極的でも

良かったと思います。
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* ３年生 ポプラ仁摩店
((目標★´艸`))。+゜* ***大きな声で、 お客様に喜んでもらえるように接する***
((活動内容★´艸`))。+゜*
９：５０～１０：１０ ⇒ 窓拭き ・ 駐車場のゴミ拾い

１０：１０～１０：３０ ⇒ ジュースの補充

１０：３０～１１：００ ⇒ 品出し

１１：００～１２：００ ⇒ レジ打ち

１２：００～１３：００ ⇒ 休憩

１３：００～１４：００ ⇒ レジ打ち

１４：００～１４：３０ ⇒ 値札貼り

１４：３０～１５：００ ⇒ レジ打ち

１５：００～１５：１５ ⇒ ジュースの補充

１５：１５～１５：３０ ⇒ 店内の掃除

１５：３０～１５：５０ ⇒ 品出し

１５：５０～１６：００ ⇒ レジ打ち

((うれしかったこと★´艸`))。+゜*
お客様にお礼を言われたこと。店員の人に助かると言われたこと。

((良かったこと★´艸`))。+゜*
レジ打ちが去年よりもスムーズに出来たこと。

((反省したこと★´艸`))。+゜*
声が小さかったこと。

((感想★´艸`))。+゜*
毎日この仕事を続けるのは大変だなぁ思いました。毎日続けている人は、やっぱりすご

いなあと思いました。

((保護者からの感想★´艸`))。+゜*
コンビニでの職場体験は本当に大変だと思います。私が買い物へ行った時もテキパキと

対応しないと待っている時間が長く感じますし、ブスっとした態度だと感じ悪いと思いま

すので子供が第 2回目とはいえどれだけ出来たのか心配でした。でも感想を読んでみると
なかなかスムーズに出来たみたいで良かったです。コンビニでのレジ打ちでは、お金を間

違えないようにしなければならないのにそこまで体験をさしていただき事務所の方にお礼

をいいたいです。 ありがとうございました。

((職場から))

意欲的に仕事に取り組んでいて一生懸命でした。お客様からも直接指示を受けていたよ

うで、仕事の大変さ、接客の難しさ等、経験したのではないかと思います。将来、仕事に

ついたときに、少しでも何かの役に立てばと思います。短時間でしたけれど手伝っていた

だいて助かりました。ありがとうございました

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました                  www.nsd.co.jp/share/

http://www.nsd.co.jp/share/


- 24 -

* 3年生 プロフォトセンター パピー
※今年の目標※

積極的に行動する。

※仕事内容（1日目）※
９：００～１２：００

他の職場体験学習生徒の撮影

１２：３０～１４：００ 午前中の撮影の現像

１４：３０～１６：００ 卒業アルバムの手伝い

※反省・感想※

日光の位置やフラッシュなど、撮影にあたって難しいことがたくさんあったけど、他の

職場体験生徒の撮影は、楽しかったです。

※仕事内容（２日目）※

９：００～１２：００ 卒業アルバムの写真（昨年の修学旅行）の仕分け

１３：００～１６：００ ２年生の修学旅行の写真の整理

※反省・感想※

今年の３年生の卒業アルバムの修学旅行の欄の写真を仕分けして、同じ人が何度も出て

こないようにするのは、なかなか難しかったです（自分の写真が少なくかったような気

が....）。今年の卒業アルバムの編集に携われて、よかったです。

※働くということについて※

仕事のは、楽しい事やうれしい事がある反面、大変な事、辛い事等はつきものだと思い

ます。厳しいこともあるけど、一生懸命仕事をするのは、人々や社会の役に立ち、なによ

り自分のためにもなると思いました。この職場体験という機会をもって、働くということ

について深く考えることが出来て、よかったです。これからは、職場体験で学んだことを

充分にいかしていこうと思います。２日間はとても楽しかったです。

※保護者の方から※

日頃の生活の中で、大人の仕事がどんなものか知る機会が少なくいので、貴重な体験に

なったことだろうと思います。

※職場から※

卒業アルバムの編集を手伝ってもらい大変助かりました。礼儀があまりにも良かったの

で、私どもがとまどいました。
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* ３年生 ＪＡ石見銀山仁摩支所
目標

仕事を去年より頑張る。迷惑をかけないように、仕事をたくさんする。

１日の活動

８：３０～ ９：００ 掃除

９：００～１２：００ レジ打ち・配達

１２：００～ １：００ 休憩

１：００～ ５：００ レジ打ち・配達・

値段付け

感想

この日は、人が多く、レジ打ちもたくさんさせ

てもらった。

２日目の活動

８：３０～ ９：００ 掃除

９：００～１２：００ レジ打ち・配達

１２：００～ １：００ 休憩

１：００～ ５：００ レジ打ち・配達・値段付け

感想

この日が最後の体験だったので、いつもより気合を入れて仕事しました。珍しい花も見れ

てとてもよかったです。

※働くということ

働くということは、そんなにあまくないことをしりました。このことは、働いていてわ

かりました。

※職場から

前回は配達で終わってしまったので、今回は店舗の中の仕事をしてもらいましたが、も

う少し元気があれば良かったなと思います。ひとりだったので大変だったと思いますが、

この体験がプラスになってくれれば良いなあと思います。
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* ３年 五人男水産
★今年の目標

・いわれた事を正確に実行する。

・船酔いして、仕事が出来なくならないようにする！

・けがをしない！

１日目の活動

・昼まで海に出て漁をおこなった。

・昼から網を洗った。

※感想

▽魚をすくうのが楽しかった。

△職場の人達が気軽に話しかけて

くれてうれしかった。

▲ボートを運転したけど結構難しかった！！！

２日目の活動

×ずっと網の掃除。（網についた貝を落とした）

※感想

・網の掃除が大変だったけど、逆に楽しくも思ました。

・貝をひたすら叩いて壊したり、削り取るのが大変だった！！

■働くことについて□

・辛かった事もあったけど大切だと思った。難しかったけど働くということがいい事だ

と思った。

・漁師の人は難しい作業を当たり前のようにしていたのですごいと思った！！！！！！

●保護者から

・朝、早かったのですがきちんと職場に行けて、仕事をしたらしいので安心しました。

・仕事の大切さをわかってもらって良かったです。

・この体験が何かの役に立てればと思います。

●職場から

特に大きな成長はなかったのですが、よく頑張ってくれました。
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* ３年生さんのあマート仁魔
★今年の目標

・大きな声であいさつをしながらも、頼まれた仕事をきちんとする。

・明るく笑顔で素早く商品を出す。

☆活動内容

9：30～ 12：00 品出し

13：00～ 14：00 商品加工

14：00～ 15：30 品出し

☆感想

仕事は、きついけどその中にも楽しい仕事もあ

るんだなぁと思いました。

いろいろな仕事をして仕事には楽しみがあると思った。

☆働くいうことについて、どう思いますか。

仕事の内容はきついけれど、それを達成したときのうれしさもあるという事。

仕事は疲れるけど楽しいことや辛いことなどあってよかった。

★保護者の方から

仕事の大変さが理解してもらって良かったと思います。その中から働く良さも見付けて

もらえて良かったです。今回で２回目という事もありはじめみたいな、緊張では無いよう

でした。良い時間をすごさせていただいた、さんのあの職場の方には 感謝しています。

日頃、客の立場として行っている店で、職場体験が出来、販売するための、様々な仕事

の、楽しさ、つらさが解った様で、有意義な日を過ごせたと思います。職場の皆様、あり

がとうございました。

○職場から

お客様に自分達からあいさつが出来た。1年という成長を感じました。
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* ３年生 美容室ウエーブ
●目標(･∀･*)●
・将来のために役に立つことを、学びたい！

●１１月２日・・・活動内容 o(^▽^)o●
・９時スタート。３０分ぐらいまでタオルを干した

り、お店の前の花に水やりをした。

・３０分から４５分まで森田さんの手伝いでお客様のパーマの道具（ロッド＆ゴム）

を渡した。

・１０時ぐらいからウィッグの髪の毛を１０個に分けた。（ロッドを巻きやすいように）

・昼からはずっとウイッグにロッドを巻いてパーマをかけた。

●働いてみて良かった＆うれしかった＆反省 (*^-^)b●
・自分からもう少し何をしたらいいのか、ハッキリ声に出して聞けていれば何もしてい

ない時間が少なくなかったかな？と思います。

・うれしいこともたくさんありました、ウィッグにロッドを巻いて、それがうまく出来

て、森田さんにほめられたことです！

●働くということについて(=^▽^=)●
・働くということは誰かのためであったり、自分のためでもあるということがすごく強

く思いました。

・美容師の場合は、ほかの人との休むときが違うから、人との関係とかがすごく大変に

なってくるなぁ～と思いました。

・でもやっぱり、毎日働くということは大変だと思いました。

♪★●感想●★♪

・去年よりも、やらなきゃいけないことがたくさんあってすごく楽しかったです。

・去年より積極的にいろいろな事が出来てよかったです！

・【目標が将来のために学ぶ】でした。

その目標がちゃんと出来たと思います、もし将来美容師になったとききっと役に立つ

と思いました、本当にいい経験になりました。

●保護者から●

子供のころから美容師にあこがれていて、いざ仕事をしてみて２年生の頃は、自分に

は、合わないのではないかなと言っていました。

３年生になって１日の体験でしたが自分で何をしたらいいのか考えたりそれがうまく

出来た時の喜びが、味わえたのでは、ないでしょうか。

指導していただいた、ウエーブさん本当にありがとうございました。

★職場から

1 年も前に教えた技術を忘れずにすぐに思い出して出来ました。彼女のこの仕事に対
し、大変興味があることを再確認しました。
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* ３年生 仁摩診療所
☆今年の目標

・看護師さんにちゃんと質問をして、許可を取って行動する。

・出来るだけ迷惑をかけないようにする。

①１日目の活動

８：２０～１０：００ 診察の手伝い

１０：００～１０：４０ 超音波で心臓などを見た。

１０：４０～１０：５０ 休憩

１０：５０～１２：００ 診察の手伝い

感想

働いてみてこの日はやることが、あまりなかったけど診察の手伝いが出来てよかった

です。特に、薬を探すのが大変でした。カルテ作りが大変だった。

②２日目の活動

８：２０～１０：４０ 薬局で薬の準備

１０：４０～１０：５０ 休憩

１０：５０～１２：００ はんこ押し、ファイルの中に紙を入れる仕事

９：２０・１０：３０胃カメラを見た

感想

患者さんの薬を準備するのは、大変でしたが、楽しかったです。

胃カメラの見学という貴重な見学が出来てよかった。心電図も見れてよかった。

③働くということ

働くということは、とても大変ということが改めてわかりました。

保護者から

２度目の職場体験は、去年よりは落ち着いて行けてたようです。

職場から

不安と緊張での 2日間の体験お疲れ様でした。今回は 2回目だったので「何か体験し
たいこと、目標はないですか。」と尋ねたところ「特にありません」といわれ、昨年よ

りも活気が無く残念でした。今後、社会に出られたときは意欲的に頑張ってください。
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*３年生 西部消防署
■目標■

今年は、２年目なので去年習ったことを思い出

して迷惑をかけないように精一杯努力し頑張りた

いです！！

１日目の活動

トレーニング 車体の説明 煙体験 ホース巻

消化訓練等

〇感想〇

消防署の方の筋肉がとてもすごいと思った。いろいろ詳しく説明をいただいて良い体験

が出来たので良かった！けんすいを軽々やるのですごかったです。なかなか出来ない体験

でした！！役立てたいです

２日目の活動

トレーニング 消火器訓練 救急訓練 しおさい施設訪問 等

〇感想〇

２日目も普段体験できないようなことばかり学べてとてもよかったです。救急法や消化

訓練などを学ぶことが出来たのでこれから役立てていきたい。

救急法は自分が患者ということになって体験しました。すこし怖かったです。でも思っ

たより楽しく出来たのでよかったです。

□働くと言う事について□

人の命はとても大切だと思いました。大変だけど家族のためや人のために働くという事

は本当に大変だと思いました。人の命がかかっている仕事だということをおもいしらされ

ました！！消防士のひとには頑張ってほしいです。

職場から

昨年と比べ全体的に落ち着きと余裕が感じられました。体験学習 2年目としては十分な
体験が出来なかったかと思います。2 年目は、施設器具等が充実している大田消防署での
体験学習が望ましいのかもしれません。

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました                  www.nsd.co.jp/share/

http://www.nsd.co.jp/share/


- 31 -

* ３年生 中島石油
☆目標☆

なるべく迷惑をかけずにすみやかにする。 礼儀正しく迷惑をかけないようにする。

1日目
9：00～ 9：40 窓拭き

9：40～ 10：00 洗車

10：00～ 10：10 窓拭き

10：10～ 10：30 配達

10：30～ 11：30 自転車のパンク直しや窓拭き

11：30～ 12：00 窓拭き

12：00～ 13：00 昼食

13：00～ 13：30 窓拭き

13：30～ 15：00 洗車

２日目

9：00～ 9：10 掃除

9：10 ～ 10：30 車の窓拭き、給油

10：30～ 10：40 両替

10：40～ 11：30 車の窓拭き、洗車

11：30～ 12：00 お客さん待ち

12：00～ 12：45 昼食

12：45～ 15：15 洗車、給油、窓拭き

働くということ

・とても大変だけどやりがいがあること。

・楽でもつらいこと。

感想

・今日は、昨年以上にちゃんと出来ました。

・お客さんにありがとうといわれてうれしかった。

保護者の方から

・洗車が大変だったようです。ガソリンをこぼしたりいろいろあったようですがとても

いい経験になったようです。

・楽しく仕事が出来て親として「ホット」しています。何年か先必ず仕事をする時がく

ると思いますが、この事をよい経験として頑張ってほしいです。

職場から

今回は、前年に続き 2回目になります。職業的にはサービス業ですので言葉遣いの指導
や、実際に給油作業の体験、自転車パンク修理、オイル交換等の体験もしていただきまし

た。事故怪我等無く無事に終了させていただきました。今後の進路のお役に少しでも参考

にしていただければと思います。
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* ３年生 松江石油
Ж目標Ж

気を抜かずにいいことをどんどん学ぶ。窓を頑張ってふく！

ж１日目ж

Å仕事内容Å

・ ８：００～１７：００ 給油しに来た車の窓ふき

車の窓ふきで使ったタオルの洗濯

・１０：３０～１１：４５ ガソリンスタンドのまわりのみぞ掃除

・ ９：００～１０：０２ 小道具作り

・ １：４２～ １：４６ ピットの片付け

Å今日、働いてみて、感想Å

・職場の人たちに親切にしてくれて仕事が楽しかったし、働きやすかったです。それ

と、お客様に気軽に話しかけてもらってうれしかったです。でも、声が小さかった

のでもっと声を出さないといけないと思いました。

ж２日目ж

Å仕事内容Å

・ ８：００～１７：００ 給油しにきた車の窓ふき

車の窓ふきで使ったタオルの洗濯

洗車の手伝い

・１４：３０～１５：００ ピットの掃除

Å働くということについて、どう思ったかÅ

・働くことは～日々学ぶこと

人と接すること

自分やその事業所に目標を立てること

考えること

社会に貢献すること

Å２日間働いてみての感想Å

・お客様にいい思をしてもらうために日々

どうしたらいいか考えて行動していくこと

が大事だと思いました。事業所のみさなさ

んには、大変お世話になって感謝していま

す。仕事の大変さや仕事の楽しをいろいろ学ぶことが出来ました。この２日間をあ

わせて将来に役立つといいと思いました。

Å保護者からÅ

・初日は、「腰が痛い、足が痛い」と働くことの大変さを痛感したことでしょう。体

を動かして働くしんどさや、人のかかわり方、喜び、ありがたさ・・・たくさんの

ことを感じただろうと思います。指導してくださった先生や、スタンドのスタッフ
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の皆さんや一緒に体験したメンバー、たくさんのつながりを大切に感謝しながら、

この学習を未来につなげてほしいものです。

・実際に仕事をされている場所で実施に体験させていただいて、何かとご面倒をおか

けした職場のかたがたに、まず感謝します。

★職場から

2 人の元気の良さは、社員も見習うべきでとても良かったと思います。普段の生活で
体験しないことや出会うことのない人たちとのコミュニケーションもあり生徒さんも勉

強になったことと思います。2人の良さを今後に生かしてほしいと思います。

* ３年 ヘアーサロンのぎ
目標(*^-^*)

・分からない事があったら聞いて、自分から進んで仕事をする。

活動内容(*^-^*)
・【１日目】

９時⇒窓拭き＆ガラス拭き １０時半⇒お客さんの髪を染めた

１１時半⇒昼休憩 １時⇒野木さんの髪を染めた

・【２日目】

９時⇒ガラス拭き １０時⇒ウィッグでパーマの練習

１２時半⇒昼休憩 ２時⇒ウィッグを洗った ３時⇒お茶休憩

感想(*^-^*)
・実際にお客さんの髪を染めさせていただいて、とてもうれしかったです。いろいろ

な事を体験していろいろな事を教えてもらいました。

働く事とは(*^-^*)
・自分のためでもあるけど、人のためでもある。

２日間の感想(*^-^*)
・野木さんには本当にお世話になりました。いろいろな話をして、いろいろな事を教

えていただいて、２日間本当に楽しかったです。今まで以上に、「将来美容系の仕事

に就きたいなぁ！」って思うようになりました。もらったウィッグはずっと大切に

もっときます！

保護者のから(*^-^*)
・昨年に引き続き、野木さんにはお世話になり、ありがとうございました。２日間で

はありましたが、いろいろな体験をさせてもらった様で本人も喜んでいました。反

面、お客様相手の仕事の大変さを感じていた様でした。

職場から

去年以上に丁寧に仕事をこなしてくれました。手先が器用なので上手に巻いたりしてい

ました。お客さんのヘアダイを手伝ったりする機会がありましたので手伝ってもらいまし

たがなかなか上手でした。
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* ３年生 仁万郵便局
∮ 目標（・∀・。） ∮

・初心を忘れず、去年の経験を活かし仕事をする。

・返事やあいさつが相手に伝わるようにする。

∮（σ・Д・）σ１日目（１１/１）活動内容 ∮

・ ８：３０～朝礼 誤配達防止標語を読んだ

・ 午前～窓口、ゆうパックの広告の入れ替え。

・ 郵便物を分ける（市内・外、県内・外）

・ Ｍさん郵便物の取り集め

・ 午後～窓口、Ｋさん郵便物の取り集め

∮ （σ・Д・）σ２日目（１１/２）活動内容 ∮

・ ８：３０～朝礼 誤配達防止標語を読んだ

・ 午前～窓口、郵便物の仕分け

・ Ｍさん郵便物の配達 ・ Ｋさん郵便物の取り集め

・ 午後～窓口

・ Ｋさん郵便物の配達

∮ （σ・Д・）σ働いてみてうれしかった事・良かった事 ∮

・ 配達の届け先の方にお礼を言われたこと。

・ 仕事を任せてもらえたとき。

∮ （σ・Д・）σ働いてみて反省したこと ∮

・ 作業をしているとき、お客さんにあいさつが出来なかった。

・ 機械の作業がなかなかうまく出来なかった。

∮ （σ・Д・）σ働くことについて思ったこと ∮

・ とても楽しかったけど、毎日やるとなると大変だと思った。

・ １つのものでもいろいろな人の手を通っていることが分かった。

∮ （σ・Д・）σ感想 ∮

・ 去年よりも、証紙の発行がうまく出来たのはよかったです。

・ たくさん手紙があって大変だったけど、楽しかったです。

・ 配達のとき、一軒一軒配るお宅や、順番、次の配達先を分かってて、すごいと思い

ました。

・ 接客する時のあいさつや第一印象は、とても大切だと思った。

・ 郵便局の方には、とてもお世話になりました。分からない所も何度も教えてもらっ

たりして迷惑もかけましたが、とても貴重な体験が出来ました。ありがとうございま

した。

∮ （σ・Д・）σ保護者の方の感想（コメント） ∮
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・ ２日間の職場体験を通じて、働くことの大変さや責任感など感じた事と思います。

学校と違って、上下の関係やお客様との接し方など難しさを感じとったことでしょう。

・ 去年今年と、働くということを多少なりとも経験できた事でしょう。今後も、社会

生活の中できっと役に立つと思います。

職場から

去年よりとても積極的でした。来年度は、郵便局の仕組みも変化する予定です。どのよ

うに協力できるかわかりませんが、精一杯協力していこうと考えています。

* ３年生 かめや
◆目標◆

去年より、てきぱき出来る様にする。

去年より、接客をてきぱき出来るようにする。

１日目

４：００～ ５：００ ちらし寿司などを作った。

５：００～ ６：００ いろいろした。

６：００～ ７：００ 準備等

７：００～ ９：００ 大田に行ってお店の準備

９：００～１０：００ 営業

１０：００～１０：３０ お昼ごはん

１０：３０～１６：００ 営業

１６：００～１７：００ 片付け

感想

お客さんがとてもたくさん来たので、忙しかった。でも楽しかった。

２日目

６：００～ ７：００ ちらし寿司作りなどいろいろ

７：００～ ９：００ 準備

９：００～１４：００ 販売

１４：００～１５：００ 片付け

感想

２日目は仁摩でやったので、知ってる人が結構来ていた。焼き鳥がすごく売れてすご

く大変だった。

全体を通しての感想

２日間すごく大変だったけどとてもいい経験が出来ました。役に立てたかは分かりませ

んが、とても楽しかったです。

職場から

昨年に比べ、お客様への対応や、あいさつなど、大きな声で頑張っていたので良かった

と思います。初日など朝 4時から職場体験をしてもらってとても頑張ってくれたと思いま
す。終了したときは、本人もとても疲れたといっていました。でも、去年と仕事の内容が

全然違っていたのと、本人も文化祭の手伝いが出来て良かったと行っていたので、とても

良い経験になったのではないでしょうか。これからも、この体験を忘れずに頑張ってくだ

さい。

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました                  www.nsd.co.jp/share/

http://www.nsd.co.jp/share/


- 36 -

* ３年生 山内石油
今年の目標

去年のことを思い出してしっかり仕事をす

る。

今年の活動

1日目
９：００～ ９：３０ 洗車機の掃除

９：３０～１２：００

お客さんの車の窓拭き・洗車後の拭き掃除

１２：００～１２：４５ 休憩・昼食

１２：４５～１６：００ お客さんの車の窓拭き・洗車後の拭き掃除

2日目
９：００～ ９：３０ ガソリンスタンドの車の掃除

９：３０～１２：００ お客さんの車の窓拭き・洗車後の拭き掃除

１２：００～１２：４５ 昼食・休憩

１２：４５～１６：００ お客さんの車の窓拭き・洗車後の拭き掃除 たまに給油

感想

洗車するとき洗えないタイヤをブラシでみがいて疲れた。

車の仕組みとかを教わった。

お客様を待つのが大変だった。

吸殻と洗車機を洗って疲れました。

忙しいときはお客さんがどんどん来られるので疲れました。

給油は○ℓピッタリにするのが難しかったです。

働くことについて思ったこと

お客さんや一緒に働く方とコミュニケーションをとることが大切だと思いました。

保護者の方から

「働くこと」の大切さ大変さうれしさなど感じてくれたら親としてうれしいです。

お世話になった事務所の方に迷惑をかけなかったかとか気なりますが...
家庭では教えられないいろいろなことを学んだのではないかと思います。

２日間とても貴重な体験が出来たことと思います。事業所の方にはとても感謝します。

ありがとうございました。

職場から

去年に比べて、自分の方から動けるようになりました。まだ、話す声が小さかったり、

おとなしい部分もありましたが、自分のやりたいことがいえたし、前年に比べると成長し

たように思ます。
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* ３年生久利動物病院
▼▲今年の目標▼▲

・去年の体験を活かし、今年はとまどらないよ

うにする。

・去年の体験を活かし、言われた事だけではな

く自分からどんどん動く。

１、おこなった活動

午前中は、ペットホテルの掃除や診察の見学

午後は、診察の見学と、トリミングの見学

２、働いてみて、うれしかったことなど。

家で飼ってる犬の気になるところを質問して、解決したのでよかった。

獣医の仕事は、つらいこともあるし、大変だと思った。その事を痛感したので、辛かっ

た。言われた事は出来たと思うし、自分から積極的に働きにいけたと思います。

保護者の方から

今回の職場体験は、１日だったけどとても忙しい１日だったようで、ほとんどが見てい

る事のようでした。その中で、動物の死と直面してびっくりしたことと、少しｼｮｯｸだった

ようでした。人も動物も同じように生きているので命というものを大事にしていってほし

いと思います。

家では動物を飼ったことがないのでよい経験をさせてもらったと思います。職場の皆様

には昨年に続き、お世話になりましてありがとうございました。

昨年に続いて、２度目ということで、仕事の内容や病院の方達とも顔見知りとなり、楽

しく活動できた様子でした。たまたま、犬の死に立ち会うこともあり、貴重な体験をさせ

てもらえたと思います。また、行き帰りに交通機関を使うこともいい体験になったようで

す。

職場から

当日は忙しくて指導などが出来なくて申し訳なかったと思いますが、仕事は内科的なも

のや外科的なもの、美容等見てもらえたと思います。
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* ３年生 ガトー・サンマリノ
◆目標◆

＊相手に聞こえるような声であいさつや返事をする。

＊話をよく聞いて返事をしっかりする。

◆活動内容◆

[１日目] 9:00~ 12:00 袋作り・シール貼り・ケーキ飾り付け

1:00~ 3:30 クッキーの袋詰め・焼き菓子の袋詰め

＊去年と働いてる人が違ったので、少し不安だったけどお話も少し出来たから、楽し

かった。指導も、しっかりとしてもらえたので、とても勉強になった。

＊初日だったので少し緊張したけど、従業員の人とも話が出来たし、作業の方も楽し

く出来ました。

[２日目] 9:00~ 12:00 箱作り・ケーキ飾り付け・皿洗い

1:00~ 3:30 皿洗い・クッキーの袋詰め・焼き菓子の袋詰め

＊お客さんに「ありがとう」と笑顔で言われて、とてもうれしかったです。職場の人

は、この笑顔を支えに働いているんだなぁと実感しました。

ケーキは見た目も大切だから、とても神経を使いました。失敗して、お店の人に直

されたりしたけど、とても良い体験をさせてもらいました。

私が働くのは、後何年先になるかわからないけど、この２日間体験したことを忘

れずに、将来生かしていきたいです。

＊２日間働いてみて、仕事の大変さがわかりました。失敗してしまった所もあったけ

ど、従業員の方が大丈夫！！といつも言ってくださったりして、安心して仕事が出

来ました。いろいろ迷惑をかけたけど、自分の中でとてもいい経験になったと思い

ます。将来この体験で学んだことを生かして、頑張りたいと思います。

◆保護者から◆

＊職場体験をして、まず、約束の時間に遅れないように汽車の時間を調べて、自分た

ちの足で行って帰ってきたことは、良かったと思います。

１日のほとんどが立ちっぱなしだったことや、お客さんとの接客など、大変だっ

たと思いますが、よい体験をさせてもらったと思います。

職場の皆様には、昨年に続いてお世話になりありがとうございました。

＊仕事の内容をあまり詳しく聞いていないので、よくわかりませんが、店で接客する

日、後で箱おりなどする日があったようです。 ２日間楽しく体験できたようです。

接客ではもちろん、従業員の人に対するあいさつ、返事などきちんと出来ていた

かが、一番気になるところです。時間を守ることや、あいさつなど、実際の仕事以

外にある大事なことが少しでもわかった体験であったかなと思います。職場の方の

感想を直に聞いてみたいですね。

◆職場から◆

昨年よりもなれた感じがあり二人とも頑張っていました。将来、何がしたいのか。何に

なりたいのか。この職場体験で。少しでも参考になればこちらとしても良かったと思いま

す。

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました                  www.nsd.co.jp/share/

http://www.nsd.co.jp/share/


- 39 -

* ３年生 ウェルネス大田店
★目標

◇自分から進んで働き、笑顔で接する。

◆明るいあいさつを心がける。

☆活動内容

８：３０～ ９：００ 清掃

９：００～１２：００

レジ補助・商品整頓・品出し

１２：００～ １：００ 休憩

１：００～ ５：００

レジ補助・商品整頓・掃除

★今日働いてみて、感想。

・レジの補助が難しかったです。商品に合う大きさの袋・その商品にあったレジ袋の

種類を、その場で商品を見て判断しないといけないので大変でした。またお店の方

に迷惑をかけてしまいました。

・今回は店の外の掃除など、結構裏での仕事もありました。しかし、そういう仕事が

大切なんだなと思いました。レジの補助のとき、お客様に「ありがとう」と言われ

てうれしかったです。

☆働くということについてどう思ったか？

・大変だけれど、生きていくためなのでしょうがないもの。

・人のため、自分のためになるもの。

★保護者の声

・店長さんが変わったそうで、お店の雰囲気がガラッと変わったようでした。

受け入れてくださった事業所の方々には、お礼申し上げます。私の働いております

職場も毎年受け入れておりますが、流れがちな毎日に、程よい緊張感をもたらして

くれるし、今から何にでもなれる若い中学生を見ると、羨ましく思って、清々しい

気持ちになります。

我が子も含めて、温かいエールを送りたいと思います。

・２年間を通しての職場体験がどんな力となっているのか今はまだわかりませんが、

進路を見つける時の参考になるのだと思います。社会のルールを身につけるよい経

験の場だったと考えます。大変職場の方々にはお世話になりました。

★職場から

もっと元気があればよかったと思います。今回は短い期間しかなく、なれるのが大変だ

ったと思います。ご苦労様でした。
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* ３年生の森林組合
★今年の目標

・仕事の特性を理解して、わからない事は

聴く

今年の活動。

９時頃、矢追谷へ行って、森の測量をし

た。測量というのは、森の面積をとり、森

の木がどれぐらいあるのか調べる作業をし

た。１２時３０分ごろ、昼休みをして、２時頃から、大田の森林組合へいって、図った

森の面積を図にとり、どんなグラフになるかチェックした。５時頃帰宅

今日、働いてみて、うれしかったこと、よかったこと

地球環境が悪化してる中、森について学んだり、森に関わったから自分がボランティ

アできたなーと思って楽しかったし、世間のためにもなったと思う。

保護者から一言。

貴重な 1日が体験できて、子供達にいい経験になったと思います。

* ３年 ヘアーギャラリーＭ
☆目標★

大きな声で明るく接客して、お客様に笑顔で

帰ってもらえるように頑張る!!!!

【１日目の活動内容】

・ ９時～

掃除をしたり、鏡をふいたり洗濯をした。

ロッドの入っている、ケースを洗ったり、

ブラシをきれいにしたりした。

・１０時～ タオルをたたんだり、シャンプー台をきれいにしたりパーマをされる

お客様のタオルなどを準備した。

・１１時～ ウイッグを使ってロッドを巻かせてもらった。

・１２時～ 昼休憩

・１３時～ カットをされたお客様の後片付け。 洗濯物を干したりした。

・１４時～ 模様替えの手伝いをした。植木を外に出して水をあげたり、中にシート

をひいたりした。

・１６時～ ３０分ぐらいに、やっと模様替えが終わり１日目が終わりました。
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【２日目の活動内容】

・ ９時～ 最初の日と同様に、掃除をしたりした。

・１０時～ パーマ・毛染めをされる方の準備。 カットの準備をした。

・１１時～ 毛染めをした後のカップや、くしを洗った。シャンプー台をきれいにした。

・１２時～ 昼休憩

・１３時～ 昼からはたくさん毛染めをされる方が多かったので、洗濯物が多かった。

・１４時～ 毛染め用のくしやカップを洗った。

・１５時～ 洗濯物を取り込んで、タオルなどをたたんだ。

・１６時～ 最後の職場体験が終わりました。

【１日目の感想】

今年は去年したというのもあり、洗濯とかラクに出来ました。ロッドも任せてもらいま

した、やり方なども優しく教えていただきました。

【２日目の感想】

２日目には最初の日よりたくさんのお客様がこられました。とても忙しかったですか、

やりがいのある仕事で、笑顔の耐えない職場でした。去年と比べたら今年は少しでもすす

んで出来たかなぁと思います。去年・今年と、とてもお世話になりました。ありがとうご

ざいました。

【働くということについて】

今年も職場体験へ行かせてもらって改めて【働く】といことはとても大変なことだなぁ

と実感しました。お客様のカットや毛染め、パーマをされているところを見ていてやっぱ

りやりがいがある仕事だなぁと思いました。

【保護者の方から】

自分が将来なりたい仕事だけあって毎日楽しそうに出かけて行きました。去年は掃除や

洗濯だったのが今年はロッドを巻かせてもらったと、うれしそうでした。

お店の方ともお昼を食べながらいろいろ話が出来たようで勉強になったようです。お店

の方には進路指導もしていただき大変お世話になりました。ありがとうございました。

* ３年生 大田市立病院
★☆目標☆★

(*^^)v 去年やったことを思い出して、てきぱき動けるようにしたいです。

去年以上に頑張りたいです。

(^)o(^) いろいろな人と話せるようにしたいです。

★☆活動内容☆★

１日目 ８：３０～ ９：３０ 病院内を案内してもらった

９：３０～１２：１５ 患者さんの身の回りのお世話

（血圧を測る、体を拭く、お話をする、昼食を運ぶ）

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました                  www.nsd.co.jp/share/

http://www.nsd.co.jp/share/


- 42 -

１３：００～１４：３０ 患者さんの身の回りのお世話

（車椅子で散歩、洗髪、爪きり、足浴）

２日目 ９：００～１０：３０ 画像診断の見学

１０：３０～１１：００ 臨床検査の見学

１１：００～１２：００ 薬局の見学

１３：００～１４：００ 作業療法

１４：００～１５：００ 理学療法

★☆１日目の感想☆★

( ^)o(^)耳の遠いお年寄りの患者さんが多くて大変だった。
知らない患者さんに「頑張ってね」と言われてうれしかった。

(*^^)v 髪を洗ってあげたら「ありがとう」と何回も言って喜んでくださったのがうれ
しかった。

患者さんから話しかけてくれたのでとても楽しかったです。

★☆働くということについて思ったこと☆★

( ^)o(^)大変そうだし、つらそうだけど楽しそう。
(*^^)vとても大変だし疲れるけど、やりがいのあることだと思いました。

★☆２日間を通しての感想☆★

( ^)o(^)働くというより見学のほうが多かったですが、病院の知らないところが見れて
よかった。

(*^^)v 患者さんに「ありがとう」と言われたりすると、不思議と疲れが取れた感じが
したし、うれしかったです。自分から、もっとお話が出来たら良かったなと思いました。

職場体験の場所を病院にしてよかったと思っています。とてもやりがいがありました。

★☆保護者から☆★

昨年と同じ場所だったせいか、今年は余裕のある表情が見られました。昨年のような「疲

れた」という言葉ではなく、患者さんから「ありがとう」と言われ、うれしかったことを

話してくれ、（あぁ、いい体験をしてくれたなぁ）とこちらもうれしくなりました。これ

から先、どのような職業につくのか、悩んだり迷ったりするでしょうが、職場体験で得た

ことを思い出し、役立ててほしいと思います。

お忙しい中受け入れてくださった事業所の方々に感謝したいと思います。

職場体験を通して働くということの大変さが少し分かったようです。とてもいい体験に

なり、そして勉強になったと思います。事業所の皆さん、ありがとうございました。
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５，平成１８年度職場体験を終えて反省と次年度の課題

2年生の取り組みに対し職場から 優 可 不

生徒の仕事は熱心だったでしょうか 11 3 0

あいさつはじめ話ぷりは良かったでしょうか 10 5 0

服装は良かったでしょうか 15 0 0

出勤時間など決められた時間に遅れることはなかったでしょうか 15 0 0

人数は適当か 12 2 1

ご迷惑をおかけしたことはなかったでしょうか 14 1

来年も協力いただけるか 11 4 0
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３年生の取り組みに対し職場から 優 可 不

生徒の仕事は熱心だったでしょうか 15 6 0

あいさつはじめ話ぷりは良かったでしょうか 15 6 0

服装は良かったでしょうか 20 1 0

出勤時間など決められた時間に遅れることはなかったでしょうか 20 1 0

昨年に比べて良かったことはあったでしょうか 13 5 0

ご迷惑をおかけしたことはなかったでしょうか 21 0

生
徒
の
仕
事
は
熱
心
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か

挨
拶
は
じ
め
話
ぷ
り
は
良
か
っ
た

.. .

服
装
は
良
か
っ
た
で
し
ょ
うか

出
勤
時
間
な
ど
決
め
ら
れ
た
時

...

昨
年
に
比
べ
て
良
か
っ
た
こ
と
は

...

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
は
な

... 優

可

不

0

5

10

15

20

25

3年生の活動

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました                  www.nsd.co.jp/share/

http://www.nsd.co.jp/share/


- 45 -

今年の２年生の職場からの反省について振り返ると、仕事の丁寧さと気配りの優れてい

る点が強調されていた。しかし、一方で不十分だった反省の多くは、「もう少し大きな声

が出ればいい。」「元気がほしい。」そういった内容が多い回答をいただいた。

大きな声が出せないことのデメリットを、皆が感じて、考え、変化を求めていかないと、

一朝一夕には改善できることではない。これからの家庭生活や学校生活の中で、大きな声

であいさつをすることや、はっきりとした言葉で会話をすることを心がけていく必要を感

じさせられる反省となった。

一方、３年生の反省では、学校のねらい「１年間の成長」を多くの職場、事業所の方が

感じてくださった。また大変たくさんの事業所で、「仕事に対する意欲の高さ」「将来の

自分の仕事」という考えを具体的に持って職場に入っている生徒が多いことを感じる反省

があり、昨年に比べて、取り組みの意識の高揚を感じることが出来た。これもキャリア教

育の地域指定から、特に保護者の意識も高く、3 年生の保護者から、職場体験学習に向け
ての、本当に真剣なご意見もいただけた、そうした学校だけでなく地域家庭の意識の高ま

りがこの職場の声を形にした一番の力と考える。

次年度に向けて

今年の２年生が体験させていただいた職場からの声の中に

「自分達で体験にくるというより、学校にやらされている感じがする。」

と言う反省があった。

これは、職場体験学習の導入やその意味について、もう一度、学校・地域・家庭・事業

所で考えてみなくてはならない警鐘だと思う。

今年、形になった問題はこれ以外にも

① 2年生 3日 3年生 2日の日程設定では深まりがないのではないか。
②職場の定休日が曜日指定で決まっている場合にその職場の訪問を学校としてどのよ

うに取り扱うか。（特に、夏休み以外に行う場合の学校の出席の扱い）

③旧大田市の職場に、体験学習にいく学校・校種・地域が増加し職場に多大な負担を

かけている。

④個人情報を扱う職場の体験活動には限界がある。

⑤道具を使う職場に対して、道具のご負担をいただいている場面に対し学校は補うこ

とが出来ていない。（個人的にも請求しづらい面がある。）

⑥成功している地域では、その時期を地域を挙げた職場体験ウイークにして、地域中

で盛り上げている。もっと広報活動を進めるべきで、地域で見守る姿勢を作る努力を

すべきではないか。

⑦体験学習にはあまりふさわしくない職種については、生徒の希望とはいいながら体

験を避けるべきで、また逆に、受け入れ希望の多い職場には生徒を多く配置するコン

トロールが必要ではないか。

と言った問題が見えてきた。
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次年度の方向として次のような対策を形にしていきたい。

① 2年生 3日 3年生 2日の日程設定では深まりがないのではないか。

来年度は 2年生 2日～ 3日 3年生 原則 3日に拡充したい。

②職場の定休日が曜日指定で決まっている場合にその職場の訪問を学校としてどのよ

うに取り扱うか。（特に、夏休み以外に行う場合の学校の出席の扱い）

3 年生について 定休日のはいる生徒は土曜や日曜にもう１日手伝わ

させていただくようお願いしてみる。

③旧大田市の職場に、体験学習にいく学校・校種・地域が増加し職場に多大な負担を

かけている。

原則仁摩町内の職場に頼る方向で新 2年生から職場を選定する。

④個人情報を扱う職場の体験活動には限界がある。またほかの職場の要望もある。

郵便局の受け入れが、来年度困難になる可能性があるのと、診療所が

長期体験にふさわしくないようである。その一方で地崎写真館には是非、

３年生で 1～ 2名体験に参加させるよう方向付ける。また五人男水産は 8
月以外は望ましくないようです。

⑤道具を使う職場に対して、道具のご負担をいただいている場面に対し学校は補うこ

とが出来ていない。（個人的にも請求しづらい面がある。）

学校を通して請求という形も必要だと考える。特に体験実習（パンケ

ーキ、理美容等）
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⑥成功している地域では、その時期を地域を挙げた職場体験ウイークにして、地域中

で盛り上げている。もっと広報活動を進めるべきで、地域で見守る姿勢を作る努力を

すべきではないか。

広報活動、ポスターや道路ののぼり旗など考えられるよう、働きかけ

も必要と考える。（大田市、仁摩中学校職場体験学習推進委員会等）

⑦体験学習にはあまりふさわしくない職種については、生徒の希望とはいいながら体

験を避けるべきで、また逆に、受け入れ希望の多い職場には生徒を多く配置するコン

トロールが必要ではないか。

２年生が体験させていただいた職場からの声の中にあった

「自分達で体験にくるというより、学校にやらされている感じがする。」

と言う反省と相反する面もあるが、大田市職場体験学習実行委員会でも大

田市商工会代表の方から、もっと職種を制限して体験（接客業中心とか）

させた方がいい成果があるのではないかという声も上がっていた。実施す

る学校や保護者のねらいとして一度検討すべき課題になると思う。

【校長から】

本校の職場体験学習は、２．３年生で併せて５日間実施しています。そして一人が２年

間を通じて同じ職場で体験学習を行います。こういうスタイルをとっている学校はあまり

ないのではないかと思っています。これは本校がキャリア教育に力を入れてきた積み重ね

から結論づけた、職場体験学習の現段階でのベターな実施方法です。

２年間を通じて同じ職場で体験を実施することにより、生徒たちの成長の様子が学校だ

けでなく、職場や地域の方からも認識していただけるという成果があります。さらに、生

徒自身も自らの成長を実感でき、自己有用感を抱くことが出来ます。これらの効果は大き

いと思っております。

しかし、課題もあります。「きていただいても、中学生にやらせることはあまりありま

せん。」といわれる職場もあります。職種によっては中学生にはやらせられないこともた

くさんあります。それは当然のことです。学校としては協力いただける事業所の確保が難

しく、それでも無理を言ってお願いしているところもあります。有意義な体験となる職場

の確保が、まず第１の課題です。それには、こまめに事業所に足を運ぶ以外にはないと考

えます。学校がいかに情熱を傾けているかが問われていると思います。

何より、本校では、この素晴らしい体験活動も「地域の力によって生徒を育てる。」と

いう基本的なスタイルで進めていきたいという思いを持っております。

大田市、そして仁摩町の職場の皆さん。来年度もよろしくお願いいたします。
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