
令和元年度中学校職場体験学習に関するアンケートのまとめ 

 

飯田市教育委員会 

 

アンケート回答数    １８８事業所（依頼先事業所：２５９事業所） 

（業種別） 

医療・介護・福祉施設 70/91 サービス業 9/11 報道機関 3/4 

歯科医 3/5 旅館業 2/5 自衛隊 1/1 

保険薬局 2/3 製造業（食品等） 5/6 消防署 2/2 

幼稚園・保育園 27/33 製造業（精密機械等） 11/13 図書館 2/3 

理美容業 3/6 製造業（製袋・縫製・皮革） 1/2 官公庁 4/5 

飲食業  5/9 製造業（伝統工芸） 0/2 動物園・公園 1/2 

小売・販売業 22/37 自動車販売、整備 6/9 農 園 1/1 

卸売業 1/1 建設工事業 5/6 教育機関 2/2 

 

Ｑ１ 飯田市教育委員会による、職場体験のための職場開拓支援策に関連してお伺いします。 

Ａ 教育委員会との連絡調整において、問題・課題に感じたことはありますか？  

① 連絡の行き違いが多かった。 0 0％ 

② 特に問題はなかった。 182 97％ 

③ その他 6 3％ 

（意見） 

〔医療・介護・福祉施設等〕 

・事前通知により、準備をすすめられ良かったと思います。 

・他の実習生の受け入れも重なるので、できるだけ早めに人数等の連絡をいただけるとありがたいです。 

（今年並みで問題ありませんでした。） 

〔幼稚園・保育園〕 

・教育委員会からの依頼通知が届くより前に中学校から連絡がくることがありました。 

〔小売り・販売業〕 

・一校ですが職場体験に来られるのか来られないかの行き違いがありましたので、学校との連絡を密にしていた

だければと思います。 

・当初「希望はありませんでした」との通知をいただいていました。中学校から「職場体験の打ち合わせを」と

ＴＥＬが来たので確認したところ通知の誤りで実際は希望されている生徒さんがいることを知りました。 

〔サービス業〕 

・今年度は 1 回あたり 3 名以上を要望しましたが、1 名での参加となりました。次年度以降は事前調整段階にお

いて、日程に加え人数の調整もお願いします。 

〔自動車販売・整備〕 

・打ち合わせは良かったと思います。 

〔自衛隊〕 

・担当の方に視察いただけた事は、当方としても非常に効果がありますので、次回以降も是非、お越しいただき

たいと思います。 

〔動物園・公園〕 

・依頼通知がなかなかこない時期があった気がします。 

〔教育機関〕 

・教育委員会からの依頼通知より前に、中学校からの依頼の連絡が来て戸惑うことがあった。 

・依頼通知はできるだけ早目に頂けると、有難く存じます。 



Ｂ 学校（教職員）との連絡調整において、問題・課題に感じたことはありますか？ 

① 連絡の行き違いが多かった。 3 ２％ 

② 特に問題はなかった。 177 94％ 

③ その他 8 ４％ 

 （意見） 

〔医療・介護・福祉施設〕 

・体験学習当日の集合時間の連絡が、学校が休みなので先生が不在なのかと思い出来なかった。お盆明けすぐで

あった為、連絡先の休業日をしっかり知りたかった。 

・担当の先生からは丁寧な連絡のやり取りをさせて頂き、実際に事業所へ出向いて下さりとてもありがたく思い

ます。生徒さんからの実習前に来る予定であった電話での打ち合わせが無く、当日を迎えましたので職員の間

でもどのようにすればいいか？と対応に少しとまどいがありました。 

・生徒が夏休み中ということで、先生との打ち合わせでしたが問題なかったと思います。 

・担当の先生との連絡が出来、来られる生徒さんの事前情報をいただいたために、職員と生徒さんとの関係が上

手に構築できた。 

・FAX での連絡調整だったのでとてもスムーズだった。電話をかけることも社会教育の１つではあるが、不在の

時も多く、また TEL まちで他の仕事ができない時があるので、工夫していただければと思います。 

・事前に連絡・打合せがあり良かったです。 

・先生から 1名の生徒に少し問題がありますと話があったが、思ったより問題が分からず、利用者がいるため職

員がついて対応させていただいた。 

・学校側から事前に連絡をいただき、生徒さんからの TEL、先生の訪問→当日を予定通り迎えられています。 

・丁寧な連絡、説明等頂き、事前の打ち合わせができました。 

・職員の方も生徒さんも連絡をきちんとくれて、詳細を決めた上で体験学習の受け入れが出来たのでよかった。 

・どの中学校も学校側からと生徒さんから丁寧な連絡を頂き、事前の打ち合わせが出来ました。 

・それぞれの学校の担当教諭が事前に打ち合わせに施設を訪れてくれ、体験学習の見学にも来てくれフォローが

なされています。 

・丁寧でよかった。 

・学校と個人両者より問い合わせがあり、連絡など伝えやすかった。 

・支援の必要な生徒さん（学校生活において支援をしている生徒さん）については、前もって情報をいただきた

いと思うのでよろしくお願いします。 

・途中で具合が悪くなり早退した生徒さんがいましたが、すぐに学校→家庭と連絡がつながり安心しました。 

・担当の先生から連絡をいただき、本人からも連絡をいただき、事務の打ち合わせをしっかりでき、スムーズな

受け入れができました。 

〔歯科医〕 

・しっかりと事前の打ち合わせができた。 

・担当の先生が何度も（2日も）来られ、感心しました。 

〔幼稚園・保育園〕 

・実習日程に当園の行事が重なり、中 1日実習をお受けすることができませんでした。担当の先生が生徒にどの

ようにお話されたかわかりませんが、実習中に「何故実習できないのか、教えてほしい」と生徒に質問され、

生徒の実習の態度が他校に比べ意欲的とは受け止められませんでした。（実習の希望に応えられなかったから

でしょうか。）○○中だけ、実習の感想が届いておりません。残念な思いがあります。 

・どの中学校からも丁寧な連絡をいただき事前の打ち合わせが出来ました。 

・どの中学校もきちんと連絡があり、また、先生方も熱心な方ばかりで、とても良かったです。 

・中学校からは、連絡をいただき、事前に打ち合わせもできました。 

〔理美容業〕 

・のぼり旗の設置を先生に依頼されたが当日まで何の連絡もなく、当日先生に尋ねたところ今年から市からのポ

ールの貸し出しがなくなったので中止になったと言われました。設置場所を用意したのですが、こういったや



り取りは大切だと思います。 

〔飲食業〕 

・職場体験内容を教育委員会に提出していますが、各学校の担当教員から確認の電話等あるのですが、その方法

にいらだちを感じます。（マニュアルでもあるのか、どの教員も同じ言い回しをします。）すでに分かってい

る事をいちいち確認して時間を無駄に消費する意味が分かりません。その後全く同じ内容の確認の電話等が生

徒からあるのですが、生徒からの確認は職場体験の一環として理解できます。生徒の確認内容を担当教員が確

認することではだめなのでしょうか？ 

・どの学校からもキチンと先生、生徒さんから連絡が来て事前の打ち合わせが出来た。 

〔小売・販売業〕 

・糖尿病であるので、インスリン注射をしたいと、当日生徒さんより伝えられて驚いてしまった。適切な治療を

受けていると思うので、大丈夫かとは思ったが、事前に先生より伝えて頂けているとよかったと感じました。 

・丁寧な連絡、事前の打ち合わせを実施していただきました。 

・学校・生徒さんともとても丁寧な連絡をいただきました。事前打ち合わせも問題なくできました。 

・教員、生徒より通知、連絡を頂き事前の打ち合わせが出来た。 

・事前の打ち合わせをしっかり行って頂いたため助かりました。誠にありがとうございました。 

・2校の中学校とも丁寧に連絡・通知をいただき、事前の打ち合わせができました。 

〔旅館業〕 

・どの中学校からも丁寧な連絡、通知をいただき事前の打ち合わせが出来ました。 

〔製造業（食品等）〕 

・どの中学校も、職員・生徒さん共丁寧な打ち合わせが出来ました。 

〔製造業（精密機械等）〕 

・約束していた事前打ち合わせの日に教職員の方が来社されず、学校に連絡したところ休校であった。1 週間後

に突然の来社があった。（体調不良で休まれていたとのこと。） 

・時間までに来なかった生徒の確認をお願いしたところ、30 分遅刻してこられました。こちらから学校に連絡し

ないと状況がわからないかもしれませんが、その理由が思いもつかないような理由でびっくりしました。 

・安全面の配慮から学校の上履き持参でお願いしたかったのですが、先生にはお見えになった時にお願いしまし

たが、この中学は生徒からの電話確認はなく、先生が伝え忘れたのか、聞いてなかったのか、持ってこなかっ

たので、急遽先生に上履きを届けてもらいました。 

・生徒の方からの事前確認電話は、原稿を読んでいる形式的なものに感じます。 

・先生方のアポなしで来社されるのはやめて頂きたく、連絡してから来て頂くと助かります。 

〔自動車販売・整備〕 

・打ち合わせは良かったと思います。 

〔建設工事業〕 

・中学からは、生徒との電話のやり取りで、時間・服装等を伝えるように指示があった。だが、お互い書面で確

認できる形の方がよいと思い、そのように対応した。電話のやり取りに慣れていない生徒に、電話のみのやり

取りは 不安を感じる。来年以降も、当社は 電話＋書面のやり取りにする予定。 

〔自衛隊〕 

・中学校側の日程上、3 校（竜峡・竜東・緑ヶ丘）が同時に来所することとなりましたが、当方の受け入れキャ

パシティーを考慮すると、次回以降は細部日程調整が必要だと感じています。 

〔消防署〕 

・各中学校とも、早めの連絡・調整をいただき、計画、準備することができた。 

・実習希望生徒等が決まりましたら、学校からの連絡（依頼分）を早めに頂けると準備や対応がスムーズにでき

ますので、なるべく早くお願いします。 

〔教育機関〕 

・事前も丁寧な連絡や通知をいただき、事後のお礼状等もきちんと指導されていらっしゃる学校が多くて、大切

な事業に関わらせていただいていることを嬉しく感じました。 



・打ち合わせ、職員訪問等。お約束の日時と違う時があった。 

・○○中学校様よりお礼状の際に、“後日職場体験学習新聞を送付させていただきます”とあり、楽しみにして

いるが、まだ届かないので心待ちにしています。 

 

 

Ｑ２ 小中学生の職場見学や職場体験等について、貴社におけるお考えをお伺いします。 

（メリット） 

Ａ 貴社にとって、メリットと感じることはどのようなことですか？（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※割合は、回答事業所 188 に対してのもの 
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⑨その他

⑧メリットは感じない

⑦地域貢献の取組として信頼度が上がる

⑥子どもの考え方に触れることができる

⑤従業員の家庭教育の見直しにつながる

④社内の雰囲気が良くなる

③従業員が刺激され、緊張感が出てくる

②後継者・担い手が育つきっかけになる

①当社の仕事に関心を持ってくれる

職場体験等のメリット

 

（意見） 

〔医療・介護・福祉施設〕 

・学校によってなのか個人的な問題なのか、生徒さんの福祉体験に対する心構えややる気が違っていてその差が

ありすぎました。やる気がある子たちは利用者様や職員にもいい刺激になり見習うところさえ出てきていまし

た。 

・普段若い世代の方とふれあう機会が少ないため、利用者様の表情はよく、笑顔があふれます。 

・職場体験を通して、福祉への関心を少しでも持って頂けたら嬉しく思います。 

・利用者様と交流することで、利用者様の喜び・活力へつながる。 

・学生さんが感じる印象を聞かせて頂き、見えなくなっている問題点を教えてもらおうという気持ちがあります。 

・施設って楽しい所だと感じてもらえればうれしいと思います。 

・施設の利用者さんがとても楽しそうに交流されていました。 「子供達が来てくれて楽しかった。」「子供達か

ら元気をもらえた。」と、とても喜んでいました。 

・子供さんとのかかわりで利用者さんが喜んでくれました。 

① 子どもたちが当社の仕事に関心を持ってくれる。 172 91％ 

② 未来の後継者・担い手が育つきっかけになる。 122 65％ 

③ 従業員が刺激され、緊張感が出てくる。 71 38％ 

④ 社内の雰囲気が良くなる。 58 31％ 

⑤ 従業員の家庭教育の見直しにつながる。 18 10％ 

⑥ 最近の子どもたちの考え方に触れることができる。 118 63％ 

⑦ ＣＳＲ・地域貢献の取組として、地域や取引先からの信頼度が上がる。 61 32％ 

⑧ メリットは感じない。 1 1％ 

⑨ その他 6 3％ 



・小さな施設で、元気な利用者さんが多くて想像していた雰囲気と違ったと最初話してくれた中学生でしたが、

学んだ事や経験した事を手紙にして返してくださり、利用者さんと感心しながら読ませていただきました。 

・中学生がとても真面目にとりくんでくれたこともあり、こちらとしてもとても刺激となりました。 

・福祉に対しての興味・関心を持ってもらえると思う。又、お年寄りと同居の学生さんがとても少ないことを知

ると共に、お年寄りへの関心、対応の仕方を少しでも知ってもらえることは、とても良い事だと思う。 

・福祉の仕事は「きつい」「きたない」「安い」という印象が強いと思うが、実は人と人との「結い」「お互い様」

ということを、ちょっとだけ理解してもらえた気がしている。 

・利用者の方々がとても喜んで下さる。若さをもらえる、と楽しんで下さっている。 

・御利用者さん方が、孫やひ孫のような子供達と接して喜ばれる。 

・知的障がいとか、自閉症とか、よくわからなくても知ろう、仲良くなろうという気持ちが伝わってきたし、職

員の思いも積極的に知っていこうとして良い感じでした。 

・運動会に参加してくれ、利用者さんも喜ばれ盛り上がった。 

・職員と同じ事をやっても、中学生がやってくれると利用者様はより楽しそうでした。独居の方が多いので、子

供とのふれあいはとてもありがたかったです。 

・将来の夢につながる事への期待は難しいと考えています。ただ、このよう仕事がある事や高齢者の身体の状態

や認知症という病気や症状を知り、生活支援の在り方や今後の人生において、高齢者や弱い立場の人と関わる

機会があった時に「役に立てる何か」を思い出してもらえれば嬉しいと思っています。そのような意味で、ど

のようなメリットがあるのかは考えず、いつかどこかでお役に立てれば有難く思っています。 

・施設で暮らしている皆さんが、とても喜んでいた。 

・一緒にレクレーションに参加してくれて、楽しく過ごしていた。 

・何よりも、施設利用のお年寄りにとって、子どもたちとの触れ合いは大きな刺激となっていて、とても喜んで

くれます。 

・介護現場を体感していただけることが何より嬉しく思います。 

・職員の緊張感や責任感が普段より発揮されます。 

・ご利用の皆様の喜びや目の輝きが感じられました。 

・特に介護の手が不足している今、将来の後継者となっていただきたいです。 

・施設内の雰囲気が大変明るくなり、ありがたいです。 

・核家族化されてきていて、お年寄りと接する機会が少なくなっている学生さん達に福祉体験の場がある事は良

い事です。 

・あいさつやマナーは良かったです。初めての場所で戸惑うことも多かったと思いますが、優しい笑顔で子ども

達に寄り添ってくれました。 

・実習に来て下さると職員も日頃の自分たちの言動の見直しをすることができます。また利用者様もいつもと違

う顔を見て、お孫さん、ひ孫さんとお話をしているようにとても楽しそうに話かけておられます。 

・入居者の方が中学生（孫・ひ孫世代）と触れ合い交流が出来ることを楽しみにしている。 

・幣法人に直接のメリットはないかもしれませんが、飯田市にとってのメリットになればと考えています。 

・施設利用者様が、とても喜んでくれました。生徒さんも笑顔で利用者様に対応してくれ、よい関係が築けてい

ました。 

・施設へ通う子たちは、コミュニケーション（人との関わり）が苦手な子が多いのですが、一緒に関わって遊ん

でくれるうちに慣れて遊べる子もいました。子供たちのことを「かわいい」と言って関わってくれることが嬉

しかったです。 

〔歯科医〕 

・歯科衛生士が全国、全県下的にも不足している状況で、中学生から興味を持って頂けたらと思っています。 

〔幼稚園・保育園〕 

・担当職員（クラス内の）の意識が高まり、学びとなります。 

・保育士不足が問題となっている今、小、中学生の頃に小さな子どもたちと関わる楽しさ、保育士の仕事に興味

を持ってもらえる良い機会であると感じます。 



・お兄さん・お姉さんと関わることが、子どもの育ちにつながっていきます。かわいがってもらえて、ニコニコ

笑顔の子ども達です。 

・保育教諭とは違う関わりに新しい遊びの発見ができて、子どもたちが喜んでいました。 

・保育教諭の仕事は、子どもと遊んでいればよいと思っていた生徒の方が多かったのですが、それだけではない

ことを感じて学んでくれました。 

・将来保育士になりたいという夢を持って職場体験に来てくれて、「夢へ一歩近づけた気がします。」という感想

をいただきました。とてもうれしく思いました。 

・すんなり園児の輪の中に入ることができ、たくさん遊んでくれました。子ども達も大喜びでした。 

・中学生が保育園時代を思い出し、子ども達と同じ目線の高さになり、ふれあう姿が見られた。その時の表情が

とても良かった。 

・中学生の中には「中学校へ行くのはおもしろくない、つまらない…」と話す生徒もいたが、「しっかり勉強を

して保育士になりたい！」と感想もあり、嬉しかった。 

・中学生が来てくれる事で、子ども達は大喜びで遊んでもらったり等の関わりができてありがたいです。（関わ

りの幅が広がる） 

・最近の子ども達の様子を知ることができます。 

・園児も楽しみにしながら生徒さんとの交流が出来ました。 

・特技を披露してくれ子どもたちも刺激をうけました。 

（例）ダンスを見せてくれました→真似して今でもやっています。ピアノの発表をしてくれました。 

・保育士不足の折、草取り、窓ふきなど環境整備をしてもらえてとてもありがたかった。園児とのふれあいの中

で、何かを感じ将来保育士をめざしたいと思ってもらえたら嬉しく思う。 

・今年は１名でしたがしっかりと園児と関わって頂きよかった。保育人材不足の今、こういった形で保育士の仕

事を知ってもらえてありがたいです。 

〔飲食業〕 

・中学生らしい元気さ、若さがあり従業員とのやりとりもスムーズでした。 

〔小売・販売業〕 

・お店の名前を覚えてくれる。 

・将来利用してくれるとうれしい。 

・担当になった職員はもちろん他の職員も新鮮な気持ちで１日を過ごすことができました。 

・お客様としてご来店いただいたとき、店の従業員が苦労している点など理解していただくようになりとてもあ

りがたい。 

・地元として協力することが必要だと思います。 

・従業員にとっても人に仕事を教える難しさや作業がうまくいった時の楽しさを学べる機会。 

・子供達の生の声を聞ける良い機会と考える。 

・女の子は関心をもってくれました。 

〔サービス業〕 

・当社の仕事＝エネルギー問題・地球温暖化の現状を知る機会になる。 

〔製造業（食品等）〕 

・生徒さんから「家族が好んで食べています。」という言葉をいただくと嬉しく感じます。 

・子供達の状況を管理し、また提出物への記入を行うことにより、子供達の教育担当者も、スキルを高められる

と考え、また期待をしていましたが、担当者同士の引き継ぎが上手くなされず、提出物などへの記載も不十分

な点が多々有、生徒さん達、及び学校側に対して、失礼な対応が有ったかと、反省をしております。 

〔製造業（精密機械等）〕 

・中学生くらいだと、働くということの大変さを知ってもらえる良い機会だと思います。 

・社員では思いつかない意外性のある質問をしてくださることがあり、大変勉強になっております。 

〔自動車販売・整備〕 

・生活の中で、必要性の高い車に興味を持ってもらいたい。 



・若い子の車離れを言われているので少しでも興味がある子には関心を持ってもらえる様に又、学校生活とは違

う環境を感じてもらうことを重点に行いました。 

〔建設工事業〕 

・従業員のお子さんが職場体験をし、お礼の手紙の中に将来父親と同じ仕事をしたいと感想の手紙をいただき、

とても嬉しく思いました。 

〔報道機関〕 

・上記回答のようなメリットを期待して、受け入れさせていただいておりますが、消極的で関心があるのかない

のかよく分からない生徒さんが多く、手ごたえはありません。残念ながら。 

〔自衛隊〕 

・自衛隊を目にする機会が少ない土地であり、防衛省自衛隊としても中学生に体験、理解してもらう必要性を非

常に強く感じているので、この機会は重要であるととらえています。 

〔消防署〕 

・職場体験を通して、防災意識を高めていただき、将来地域防災の担い手になってくれることを期待します。 

・将来の仕事にしたいと考えている生徒がいたことは、自分たちの励みにもなる。 

・体験を通して、地域防災の担い手となってもらいたい。 

・中学生の消防に対するイメージ、想いを知ることのできる良い機会ととらえている。 

〔図書館〕 

・図書館を利用してくれる。 

〔動物園・公園〕 

・職場体験後にも関わる機会があり、動物園のことをよく知ってもらえたのかなと思います。 

〔教育機関〕 

・未来の子育ての担い手として、子育ての大変さや、楽しさ、やりがい等を感じてもらえる。 

・自分が大切に育てられてきたこと、大切にされていること等、周りの人に対する感謝の気持ちを感じることが

できる。 

・飯田市の子育て支援策について、興味関心を持つきっかけとなる。 

・利用者さんにとって(お子さんも、保護者の方も)とても良い刺激となり、とても良い交流の場となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（デメリット） 

Ｂ 貴社にとって、デメリットと感じることはどのようなことですか？（複数回答可） 

① 生徒・学校の都合に合わせなければならない。 34 18％ 

② 指導する担当者をつけなければならない。 66 35％ 

③ お客様が不快にならないよう気を使う。 26 14％ 

④ 児童・生徒の安全面に気を使う。 91 48％ 

⑤ 受入れプログラム作成など事前準備が大変である。 23 12％ 

⑥ デメリットは感じない 65 35％ 

⑦ その他 10 5％ 

※割合は、回答事業所 188 に対してのもの 

0 20 40 60 80 100

⑦その他

⑥デメリットは感じない

⑤受入れプログラム等事前準備が大変

④児童・生徒の安全面に気を使う

③お客様が不快にならないよう気を使う

②担当者をつけなければならない

①生徒・学校に合わせなければならない

職場体験のデメリット

 

（意見） 

〔医療・介護・福祉施設等〕 

・利用者様と話をするきっかけを作ってあとは本人に任せていましたが、進んで話す生徒さんは利用者様が大変

喜んで話が弾んでいました。話をしようとしない生徒さんは利用者様も困っていて職員が間に入らせていただ

きましたがそれ以上話そうとしませんでした。利用者様のほうが気を使っていらっしゃいました。 

・職員体制の中で時間帯によっては、生徒さんを利用者さんとお 2 人（又は何名か）にしてしまうことがあり、

申し訳ないと感じました。 

・安全面に気をつけています。利用者さんとのコミュニケーションがとれるまでには時間もかかるので、1 日実

習を 3 日間は良いかと思います。 

・利用者様と生徒さん双方が不快な思いをしないよう気をつけている。 

・デメリットとは違うかも知れませんが…体験学習の時間は長くなってしまいますが、私共の業務に合わせて頂

くと、学生さんへの説明・お客さん（利用者様）の受け入れ体制の準備、最終日の反省会などが円滑に行きま

す。 

・入浴日が重なってしまい、職員の業務の中での対応が大変な時がある。 

・プライバシーについて気を使います。 

・体調を崩す生徒さんがいましたが、他の生徒さんからのアドバイスがあり、大丈夫でした。前もって持病、そ

れに対する対応方法等のお知らせがあれば良かったのかもしれません。 

・大変ではありませんが、福祉体験の日程に合わせて行事の内容等も計画しました。 

・今回は少数だったので、あまりデメリットは感じませんでしたが、外での作業ということもあり、夏時期は健

康・体調面で気を使います。 

・事前準備は大変だが、全職員が知恵を出し合って楽しかった。 



・3 についてはデイサービスのため一番気を使う。デメリットの部分も少しあるが、メリットにすることが大切

と思う。 

・4 は特段デメリットとは思わないですが、気を使います。 

・5 は FAX での質疑応答であると負担感がありません。（TEL はいない時もあるので） 

・夏の暑い時期は熱中症対策のため、こまめな水分補給を促しました。お弁当は冷蔵庫内で保管しました。 

・メンバーさんによっては強度行動障がいの方がいて、すべての行動が発信であると受けとり、支援しています

が、はじめてみる行動にびっくりされる方もいます。なので、事前のミーティングでお知らせして理解しても

らうようにしています。伝えそびれるとつらい思いをしてしまいますので、すごく配慮が必要となります。で

も皆と変わらない気持ちをもって生活されていることを知ってもらいたい気持ちでいっぱいです。 

・以前に体験中に体調を崩した生徒さんが居たので、体調面・安全面には気をつかいます。 

・身体介護が多い為、体験学習に適するケースが少ない。重度の身体介護には利用者様の問題や、中学生にはシ

ョッキングな場面があり同行できない等で、訪問数が少なくて残念です。 

・人員体制の問題により、十分に福祉の仕事を伝えることができていないかもしれません。受け入れ自体は確か

にエネルギーが必要ですが、第３者に入ってもらえる事で自己を振り返る意味で必要と考えるのでデミッリッ

トは感じません。ただ、中学生のモチベーションに関して感じることがあります。消極的な生徒に出会うとこ

の学習が本当に必要なのか…とも考えさせられます。 

・大変とまではいきませんが、子どもたちに興味をもってもらえるような内容やプログラムを考えること。しっ

かり生徒さんから反応がかえってくる内容もあり、よかったです。 

・子どもたちにも個性があり、利用者にも個性があり、子どもたち側の戸惑いはきっと大きいのでしょうが、そ

れもこの事業の目的のひとつ。 

・特にデメリットは感じません。（生徒さんの体調・安全には終始注意しています。） 

・生徒さんの安全面で気を使いますが、デメリットはさほど感じることはありません。 

・気になる生徒さんがみえる時がありますが、私たちの勉強になると思っております。 

・デメリットは感じないが、何をしてもらえば良いか考えるのに労力を必要とした。 

・人生の先輩方と過ごして頂きますので、最低限失礼のないように接して頂けるようお話をさせて頂いておりま

す。安全面に関しまして、利用者様と同様、大切な生徒さんをお預かりさせて頂いておりますので事故のない

よう気をつけております。3・4 共に負担ということではありません。 

・発達障害がある生徒さんがいた場合、詳細まで教えてくれなくてもいいが、障害等のことを大まかでいいので

伝えといて頂けると、その生徒さんに合わせた対応ができるので、教えて頂けると嬉しい。（受け入れること

に関しては問題ない。） 

・限られた人員で複数の業務を同時進行する時間帯に、利用者様への対応（移動の付き添い、要望への対応など）

を優先すると生徒さんへの指導ができなくなる時があった。何をすれば良いか生徒さんが手を持て余してしま

う時があった。 

・多少の負担はありますが、理解した上で受け入れをしています。 

・このところ夏はとても暑いので、熱中症など体調面を心配します。 

〔歯科医〕 

・手間はかかりますが、仕事の内容も、生徒さんに少しでもわかっていただけたらと思っております。 

〔幼稚園・保育園〕 

・デメリットとまではいきませんが、園児の安全面で特に気をつかいます。また、守秘義務については話をしま

すが、守られているか心配です。 

・大切なお子さんをお預かりしているので気は使います。それと、評価するにあたり、その日に記入してお渡し

するのは難しいです。（保育中書けなくて…） 

・乳幼児をお預かりする施設なので、入所児と体験生（特に、配慮が必要な生徒さん）に目を配らなければいけ

ない場合に気をつかうことがあります。 

・年間計画を作成する中で、前年度の時期にあわせ計画を立てるので、中学校の行事の見直し等で、時期が変更

する場合は受け入れが困難になる場合があるかもしれない。 



・安全面には特に気を使いますが、職員の学びにつながります。 

・今年も熱中症対策・対応に配慮しました。環境整備の手伝いも日陰や時間・水分補給をこまめに取り、短時間

の中行ってもらいました。 

・職場体験と同じ時期に、中学校で「ふるさと体験」という取り組みがあり、同じように中学生が体験にみえる

ので、意味合いや体験内容の違いを把握するのが難しい面がありました。 

・デメリットは感じませんが、子ども達と接する中での安全に対する意識は必ず伝えるようにしました。 

〔理美容業〕 

・安全面ではないが、立ち仕事なので体調に気をつかいます。 

〔飲食業〕 

・デメリットではないですが、事故など安全面には気を使います。 

〔小売・販売業〕 

・お客様対応が主になり、業務上手伝ってもらえる仕事が限られてしまい、何日も受け入れる事ができない職場

が多く、希望日に添えないことがあります。色々な仕事がありますので、どのようなことを主にやりたいかを

伝えていただけると良いかと思います。 

・デメリットではないのですが体験していただけることを探すことが大変です。 

・体験学習時に、お客様と接する機会が多々ある。一般の方々にも、中学生の生徒さんが体験学習をしている旨、

アナウンスを特化して欲しい。 

・現在、長野県内の店舗が飯田市内の飯田店のみのため、今回のように受け入れ時期をずらして頂けますと、受

け入れの際にしっかりと対応させて頂けるためありがたいです。今回このような対応をして頂き誠にありがと

うございました。 

・デメリットまでとは言えませんが教える時間は多少かかるので。 

・ひととおり当社の業務に触れてもらうようにしているが、それぞれ担当をつけたり大変なことでもある。 

・5 について、負担とは感じなかったが、事前に本部との打ち合わせが必要だった。 

〔卸売業〕 

・指導する者も日頃の行動を思い返し、指導に役立て見直しが実行できた。 

〔サービス業〕 

・受け入れにあたっては生徒さんが 3 名以上の場合という条件をつけさせていただきたい。 

〔旅館業〕 

・暑い時期の為、体調面に気を使いました。 

・すべての項目に対して一定程の負担はありますが、理解した上で受入れをしています。 

・夏の暑い時期だと、熱中症など体力的な心配をします。 

〔製造業（食品）〕 

・当社の繁忙期と重なる為、時期をずらせれば良いが。 

・危険な所はありませんが、何かあったらいけないと思います。 

・床がぬれていたり、クリームが落ちている時があるとすべりやすいので、ころばない様にけがをしない様にと

思う。 

〔製造業（精密機械等）〕 

・生徒さんの安全面には気を使いますが、負担とは感じたことがありません。 

〔自動車販売・整備〕 

・デメリットはあるが、地域貢献・将来の事を考えれば、この活動は必要である。 

・あえて回答番号を上げましたが、職場体験を理解した上で行ってますので、こういった質問をする事は良くな

いと思います。 

〔建設工事業〕 

・極力安全な作業をしてもらうが、刃物等危険物もありますので気を使います。保険や保障があいまいなのでし

っかり明示してもらいたいです。 

・外での作業の為、夏の暑い時期だと体力的な面で心配です。 



・実際の仕事を手伝うことが難しい業種なので、担当者が張り付きになったり、受け入れプログラムを作成する

時間を取られたりと、大変な面も多い。しかし、なかなか中学生の目に触れることのない業種なので、将来の

選択肢の一つとして、１００人に一人でも この業種に就職してくれる可能性があるとすればデメリットは感

じないと思う。 

〔報道機関〕 

・放送関連の場合、当日の取材対象の決定などで、指導にとまどう場合あり。（時間・内容など） 

〔消防署〕 

・災害出動の対応をしながら指導する担当者をつけなければいけない。 

・災害が発生した場合は、担当者を残すことができない場合もあり、思いどおりの学習ができないこともある。 

・屋外での学習、危険を伴う訓練もあり体調管理、安全管理に配意が必要となる。 

〔図書館〕 

・様々な性格の生徒がいるのはわかりますが、学校側から指導の仕方まで細かく指示を受けた時は負担を感じる

ところもありました。 

〔官公庁〕 

・主に正規職員が担当者として対応していますが、各部門とも業務をやりくりしながらの対応となるため、負担

感はあります。又、受入決定時と実際の受入時では、各部門の状況に変化があり、体験内容の選定に苦慮する

ケースもあります。 

・専門行政を行う官庁につき、平素の内業を行うことが難しい。 

・建設現場での工事監督臨場などが体験の中心となるため、建設現場との調整及び現場までの移動に時間がかか

る。 

〔動物園・公園〕 

・デメリットとまではいきませんが、安全面には気をつかいます。 

〔教育機関〕 

・職場体験が入るにあたり事業の計画を変更したり、安全面や、利用者とのかかわり等でも配慮が多くあるが、

それ以上に学びの場としての意義が多くあると思うので大切にしていきたいと感じている。 

・ほかの町村からもくるので受け入れる学校数が多く、各校時間や日数、指導について違うので、それぞれに対

応することが大変である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｑ３ よりよい体験学習のために、貴社が工夫されたことについてお答えください。（複数回答可） 

工夫されたこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※割合は、回答事業所 188 に対してのもの 

0 20 40 60 80 100 120 140

⑨その他

⑧悪いときは叱り、良いときは褒めた

⑦生徒に自発的に考えさせる場面を与えた

⑥担当者との反省会を実施した

⑤オリエンテーションを実施した

④朝礼や会議に参加させた

③体験学習の担当者を決めた

②受入れプログラムを作成した

①社内への周知を図った

工夫されたこと

 

 

〔医療・介護・福祉〕 

・行事にも積極的に参加していただき 3 日目では自分の考えで職員に聞きながら動いてくれました。 

・施設には作業班が 4 つあり、それぞれの作業班の体験をして頂いた。 

・視覚障害に関する体験を行った。（アイマスク、点字） 

・利用者との関わりを持ってもらう。 

・利用者が病気や障害で施設入所していても楽しく生活していることを知ってほしい。 

・施設の様子や日々気をつけている事を生徒さんに伝え、朝礼の時には自己紹介、体験してみたい事を話してい

ただきました。また帰りには反省等を話していただきました。お礼も含め、しっかりした言葉が聞かれました。

利用者さんからもお礼や激励の言葉が数々聞かれました。いい交流ができたと思います。 

・できるだけ一人一人が個々で利用者さんと関われる場面を作り、体験してもらいました。 

・いろんな福祉用具も体験していただきました。 

・4 名の受け入れのため、職員内での受け入れの周知を行った。 

・オリエンテーション、全体担当と現場での担当等確認し実施した。 

・受け入れ前に、利用者共にメリットとなるよう行事を組んで対応した。 

・特に工夫という事ではないですが、こちらの研修記録用紙（受入用）にも感じた事を記入して頂き、日々の変

化がわかりました。 

・⑧について、悪いことは何もありませんでした。とてもしっかりした生徒さんでしたので、そのまま感じたま

ま声をかけさせていただきました。 

① 体験学習の実施について社内への周知を図った。 124 66％ 

② 受入れプログラムを作成した。 62 33％ 

③ 体験学習の担当者を決めた。 125 66％ 

④ 朝礼や会議に参加させた。 80 43％ 

⑤ 会社概要・社内案内、安全確認等のオリエンテーションを実施した。 76 40％ 

⑥ 担当者との反省会を実施した。 47 25％ 

⑦ 生徒に自発的に考えさせる場面を与えた。 65 35％ 

⑧ 悪いときは叱り、良いときは褒めてあげた。 51 27％ 

⑨ その他 6 3％ 



・中学生にしか出来ない得意技を披露してもらった。 

・朝のミーティングに参加していただき、緊張されたと思われましたが、自己紹介をしていただいたことにより、

職員間との距離もはじめからなく、スムーズな受け入れができたと思いました。 

・伝えることが苦手なメンバーさんだけど、行動すべてが発信であること、うまく伝えられずあれ？何やってん

の！と思える事も、困っているんだなとどうしたの？何を困ってるのかな？と思ってあげられることの大切さ。

世の中にはいろんな人がいるけど、メンバーさんを知って仲良くなると、きっと見方が変わる事。将来自分の

ために必ずなること。障がいをもっていても気持ちは一緒だし一生けんめい生活している人がいると理解して、

出会ったらあたたかく見守ってほしい事 などです。 

・出来るだけ多くの仕事を幅広く体験してもらいました。 

・「福祉」とは、「人を幸せ」にすることだと感想のお礼文をくれた生徒さんにたいへん感動しました。さっそく

上司に報告、社内のみの回覧誌の「ちょっと良いい話し」に載せ、学校にも感謝を伝えることができました。 

・最終日、3 時に手作りおやつを生徒にお願いしました。自分で作り方を調べ、ホットケーキミックスでどら焼

きを作ってくれました。 

・毎回事前に課題を伝えます。内容は問わず得意なことを発表してもらっています。個々で発表/チームで取り組

んでくれる/担当先生も参加してくださった・・など、それぞれ工夫して発表してくださっています。その力に

接すると、受け身よりも自分たちで考える場（機会）を設けた方が恥ずかしいと言いながらも楽しいのかな・・

と感じています。こちら側も、促す工夫の重要性を学んでいます。 

・事前に、生徒さんたちがレクなどを考えてきてくださり、積極さもあり、よかったと思います。 

・人数の多い学校の生徒さん、リーダーシップをとる子がいて、うまくまとめてくれました。 

・子どもたちに得意なことを利用者の前で披露してもらっています。短い時間内で、自分をアピールすることの

難しさを感じるようです。 

・高齢者と関わることで、相手の立場を思うことや自身の健康などを見つめ直す時間となればと思い、指導や助

言を行っています。 

・ボランティア活動に参加して頂いたり、グループホームでしていること（作業等含め）の多くを体験して頂き

ました。 

・体験最終日に学生より、「何故この仕事をしているのか？」「この仕事の魅力」等のインタビューを受けました。

私自身、仕事について振り返る事が出来て、大変良い経験でした。 

・自分の進路について、話を聞かせてくれて、話ができました。 

・当事業所の理念や実習時の態度、また個人情報に関するお話を最初に話させて頂いております。利用者様にも

自由に過ごして頂いており、生徒さんにも自身で考えてもらい過ごして頂いております。 

・利用者との接点がもてるように工夫 

・ご利用者様とのレクレーションについて、内容の企画から当日の進行まで行っていただいています。 

・デイサービスの仕事のみではなく、幣法人の成り立ちと飯田市においての必要性、行政や地域との関り、デイ

サービス以外の法人事業等を説明しています。 

・ご利用者様から、満蒙開拓の話や帰国後の話を聞ける機会を設けています。 

・子どもたちの降園後、各クラスごと毎日反省会をしました。 

・子どもたちと関わること以外の職員の仕事（環境整備等）もしてもらえ、日常の職員の業務に触れてもらえた

かなと思います。 

〔歯科医〕 

・3 日間でしたが・・・鼎小学校の検診も参加し、歯科の受付から診療まで一連の流れを観ていただきました。 

〔幼稚園・保育園〕 

・せっかく参加してくれたので、子どもの前に立って絵本や紙芝居を読む体験など幼稚園の様々な仕事をして頂

きました。 

・保育環境を整える仕事（洗たくもの干し、オモチャの消毒）などの体験や午睡中の呼吸確認など安心安全を守

るための仕事なども感じてもらえるようにしました。また、1～3 才のクラスに入ってもらい、それぞれの年齢

の子どもたちの様子をみてもらえたのではないかと思います。 



・事例とは関係ない立場から 

特別な準備や対応はそれほど考えていない。園児や保護者等によくない影響がある場合や安全面から必要が生

じた場合は、なくなるように対応するが、そうでなかったら特別な対応はしない。普段のままの中で体験して

もらうように考えている。 

・職場体験に臨む意識、姿勢があまりにも低い生徒・時には、注意をしたり指導をしました。（例えば、挨拶を

きちんとしない。はき掃除を頼んだ時に片手でほうきを持ちなぞる程度ではいている。なかなか自ら子どもと

関わろうとする姿がみられないなど） 

・子ども達にとっても、学生さんにとっても、日常関わることのない年齢の方と過ごすことは、得るものがたく

さんあると感じます。兄弟が少なかったり、核家族化している現代なので、こういう機会は大切だと思います。 

・8 叱るのではなく、認めていく 

・保育士になりたいなーと、将来のなりたいものの選択にひとつに保育士が加わればいいなと思っています。 

・その日のふりかえりを大事にして翌日に活かしてもらえる様、担当担任や園長も含めた反省会を設けました。 

・子どもたちと触れ合ってもらうだけでなく、掃除や製作を手伝ってもらい、いろいろな体験をしてもらいまし

た。 

・良い姿は認め評価のことばは掛けた。 

・保育士が何を願って子どもに向き合っているか。子ども達の育ちに向けて、なんでも援助するのではなく時に

は見守り、本人の気づきを待つことなど実際の現場を見ながら話ができました。 

〔飲食業〕 

・来て頂いた生徒さん全員に寿司を握る体験をしてもらい、みんなに喜んでもらいました。 

・指示を待つのではなく、自主的に能動的に行動できるようにしています。 

〔小売・販売業〕 

・職場が金融店舗の為、コンプライアンス上見せる・同行する等が出来ない業務が多く、単純な作業をしてもら

う場面が多くなってしまう。 

・当社の組織を理解させるなかで社会の仕組みをわかってもらえるよう意識した。 

・3 日間は長いので日ごとに違う仕事をしてもらうようにしました。 

・体験学習を実施するにあたり、担当責任者を配置しスムーズな作業が出来る様にしている。 

・できるだけ多くの仕事をはば広く体験してもらった。 

・日本の伝統文化について、パソコンで調べたり、DVD などで見て勉強してもらった。 

〔卸売業〕 

・社内の朝礼の雰囲気を感じ取って貰えた。（一体感） 

〔サービス業〕 

・生徒に環境学習講師として一年生向けにレクチャーする機会を与えた。はじめは人前で話す事に不安を示して

いたが、話すポイントを一緒に考え事前準備をした。家に帰ってからも練習をしてくれたようで、当日は上手

に話す事ができた。チャレンジする事の大切さを学んでもらえたと思う。 

〔旅館業〕 

・多くの仕事を体験してもらいました。 

・出来るだけ多くの仕事を幅広く体験してもらいました。 

〔製造業（食品等）〕 

・1 か所だけでなく、多くの職場で体験してもらうようにしました。 

・インタビューの時間を設けた学校では、「仕事の基本はあいさつ」というお話を社長よりさせていただきまし

た。 

・なるべく多くの作業を体験してもらった。 

・仕事の事ではない話などをして作業にあきない様に心がけた。 

〔製造業（精密機械等）〕 

・挨拶の大切さをお話ししました。 

・マナーチェックシートで体験前と体験後の比較を行い、気づきを記入して頂きました。 



・細かいことが好きな生徒は、楽しそうに時計の分解組立をしていただけますが、苦手な子は日に日に疲れが見

えるようになり、返事もできなくなる子もいました。最後にお礼も言えず帰って行きました。 

・日ごとに体験してもらう職種を変更し、様々な職種を経験できるようにしている。（電子機器組立、機械加工、

システム開発） 

・受入プログラムについて現場からも改善案が出てくるようになった。 

〔自動車販売・整備〕 

・あらかじめプログラムを作ってほしい。教育委員会の考える職場体験学習の方針にそったプログラムがあると

良い。 

〔建設工事業〕 

・建設業の場合、工事現場が屋外のため、天候に左右されてしまうので、雨天の場合の体験内容の変更を事前に

社内で準備をした。 

〔自衛隊〕 

・「体験」ではあるものの、知識なく実働させるだけでは学習効果を得ることが難しいと考え、導入の意味を込

めて事前に「ワークブック」を作成、配布しました。 

〔消防署〕 

・ハザードマップを見て、自分が住んでいる地域について確認した。 

・中学生でもできる災害対応について体験してもらいました。 

・救急講習での資格取得や地域及び家庭内での防災について考えて行動する訓練を実施している。 

・３日間あるので、多くの分野が体験できるよう計画している。 

〔動物園・公園〕 

・毎朝、夕にミーティングをし、その日の目標や反省を聞きました。 

〔教育機関〕 

・仕事内容だけではなく、お弁当の準備や送迎等、お家の方に協力してもらっていること、そこに自分ができる

こと等に目を向けてもらい、“大人になるという事のための今できる準備”について考えてもらいました。 

 

 

Ｑ4 職場見学や職場体験の際に起きたエピソードなどがありましたらお書きください。 

〔医療・介護・福祉施設〕 

・中学生の皆さんが帰る時、涙を流して別れを惜しんでいる利用者さんがいらっしゃいました。 

・最終日の PM には何か利用者さんの前で披露をしていただくようにしていますが、校歌斉唱やリコーダー演奏

などしていただき、大変利用者さんも喜ばれました。納涼大会（行事）等の飾りつけをつくって下さりありが

たかったです。 

・体験初日に体調が悪い生徒がおり、学校に問い合わせをした。医務室で休んで頂いた。 

・3 日間の体験で、日に日に利用者様と話せるようになっていきました。 

・最終日、お礼の手紙を書いて渡してくれた子がいました。楽しかったこと、こういう仕事がいいなと思ったこ

とが書いてあり、うれしかったです。 

・校歌を皆さんの前で歌って頂き、とても喜んでもらえました。 

・運動会、夏まつり等の行事に一緒に参加し盛り上げてくれました。運動会で仮装したり、夏まつりでは風船わ

り等、嫌な顔もせず頑張ってくれた事は利用者さんも感じ、お互い楽しむことができたと思います。感謝です。 

・10 月に来る学生に、来年の干支を書いてもらい、利用者に色をつけてもらう事を毎年行っていて、職員一同、

どんな絵を描いてくれるか楽しみです。 

・短大の研修生と時期が重なり、少しケアが足りない点もありましたが、本人も刺激となったのか、とても頑張

ってくれたように思います。 

・介護の仕事につきたいが、どう勉強し、学校へ行ったら良いのかを生徒さんに聞かれた。 

・高齢者に指導を受けながら巻き寿司作りを体験してもらった。最後の日は自分の得意技をしていただき、利用

者さん達が心から楽しんでおられた。 



・体験中、運動会の行事に参加してもらい盛り上げてくれた。 

・2 日間予定していましたが、緊張の為お腹が痛くなり、体験することが出来なくなりました。次回、挑戦して

頂きたいと思います。 

・サンマを焼く火をおこすことを手伝ってもらうなど、イベントの多い時は喜んで参加していただけました。 

・挨拶が出来ない生徒さんや、利用者さんに話しかけられても返事をされない生徒さんがいました。緊張されて

いるかと思いますが、挨拶はして欲しいと思います。話しかけられたら うなずくだけでもいいのでして頂け

るといいかなとおもいました。 

・高陵、飯田西、旭ケ丘の生徒さんたちはみなさんきちんとあいさつも出来、質問する場面も多くみられ、目的

意識を持って取り組んでいました。 

・丁度ハロウィンの飾りをご利用者様に、何をどう作っていただくか、と迷っていた時でした。生徒さんが折り

紙で手早くリース・オバケ・カボチャ…と作って下さって、そのアイデアをそのまま使わせていただきました。

利用者様達も、彼女に親しみを感じて接しておられました。 

・緊張されていたのでしょう。体験途中に体調が悪くなりご自宅までお送りしたことがありました。 

・認知症の方との関わりにとまどわれる事も多かった。 

・御利用者のひ孫（外孫）が来てくれ、一緒に写真をとり、ちょうど誕生日会をしたので、一緒にお祝いをして

もらいました。 

・職員に働く姿勢等のインタビューがあり、後日お礼文の中にその中の一つ言った話を深く考えるようになった

ということばがあり、嬉しく思いました。 

・入居者さんとのレクリエーションでは、ご自分で考えて積極的にかかわろうと特技を披露して下さり、入居者

さんを喜ばせて下さいました。 

・挨拶や礼儀がしっかりできていました。夏祭りや運動会など行事に参加してもらう事が多いのですが、自発的

に考え次にやる事を考え動いてくれる場面も多かったです。 

・職員が間に入ってメンバーさんの事を伝えると、すごく興味を持って、いい表情で聞いてくれています。ちょ

っと自分から…というのはむずかしいようですが、メンバーさんから話かけられると、しっかりと受け止めて

くれています。 

・メンバーさんとのやりとりそして受けとめ方をミミーティングの時に記録してもらって発表してもらいました

が、こうしたいと思ったようなので○○するとうれしいようでした、しっかり語ってくれました。良いかかわ

りだなぁと思います。 

・今年は運動会を室内ではなく、運動公園で行いました。事前に連絡してあったので、先生も様子を見に来てく

れました。 

・初日は緊張していた様で、利用者さんに話かける事ができませんでしたが、最終日は自ら話かけている姿が見

られました。 

・訪問介護のようすを少しでも理解してくれて良かった。 

・各々の特技を披露することにより、一段と距離感が縮まり交流の距離感もなくなった気がします。 

・利用者様がやれるレクリエーションを事前に考えて来て頂きましたが、それぞれの生徒さんが家でも練習をし、

準備をして一生懸命皆さんを楽しませて下さり、とても嬉しかったです。 

・ちょうど室内運動会の時に来所して頂き、男子生徒さんが 2 名いつもとちがう活気ある雰囲気で若いころの自

身（利用者）と重なる為、良い効果がみられておりました。 

・日頃、うとうとされていることの多い方が、中学生の姿を見ただけで笑顔になり、ほとんど起きておられまし

た。 

・中学生に折り紙を教えてもらい真剣に折っておられる姿は、日常の生活の中では目にすることはなく、こんな

集中力のある方だったのだと知りました。 

・いつも職場体験に合わせて、レクや行事を計画しています。活気が出て、とても楽しくできます。利用者さん

が普段できない経験ができ、とても喜んでくださいます。 

・初日の緊張の中での挨拶と、最終日の挨拶の差を嬉しく感じています。家庭や学校等で味わえないものを体験

できていることを、そしてとても疲れることを子どもたちの言葉から感じます。 



・入居者の皆さんが、とても喜ばれました。 

・レクレーションが「誕生日・茶話会」で、フリードリンク（コーヒー・紅茶など）のオーダーを覚えて、2 日

目から積極的にすすんで実施してくれました。 

・中学生が来てくれると職員も身が引き締まり、利用者様も喜んでくれます。家族のように、一緒にレクなどで

関わる姿もありました。（五目並べなど） 

・生徒さんが得意とするもの（手品・サッカーなど）を披露していただきました。 

・バレーボール部に所属している女子生徒さん（2 名）同士でした。お二人で相談され、特技とするプレーを実

演（発表）して下さいました。これは生徒さんの自主的なことであり、大変にご利用者・職員も楽しませて下

さり、関心致しました。 

・体験学習で 2 日目・3 日目の事です。（旭ヶ丘 女子 1 名） 

ご利用者たちの前で、素晴らしい歌声で”パプリカ”をうたい、踊り、”もみじ”や他の歌もアンコールに答

えて下さり、ご利用者・スタッフ我を忘れて聞きほれていました。マイクも音楽もない中、とっても楽しそう

に、勇気いっぱい元気な発表をして下さいました。頑張りのある生き生きとした中学生に出会えた事に言い表

せない喜びと感激を頂きました。 

・家の都合で早い時間帯に来てくれたが、どうしたら良いのか、自ら相談をかけてくれて体験する工夫をした事

は、生徒さんにとって良い体験になったし、えらいなーと嬉しく思います。 

・以前ですが、体験当日の朝、父兄より電話があり、場所がわからないとの事。送迎時間の忙しい中で、簡単に

説明したが、理解出来ない様子で、「今日は休みます」と言って一方的に切られた。事前に場所の確認をして

欲しかった。流行の穴あきズボンをはいて来て、お年寄りに世話をやかれていた。 

・生徒さんのとなりに座っていた利用者様が手が空いていた時間があり、近くの本棚からパズルを取り出し「パ

ズル一緒にやりませんか？」と生徒さんから声をかけて下さっていた事がありました。私達大人でも勇気のい

る事を、その生徒さんも慣れない中で勇気を出して下さり本当に嬉しい気持ちになりました。 

・ショートステイの方で少し難しい方がいらっしゃったが、生徒さんがゆっくり丁寧に対応してくれたので、利

用されている方も大変喜ばれていました。 

・最初はにぎやかく、まとまりがあるのか不明でしたが、入居者向けのレクリエーションを提案した所、自分の

得意なことを生かしながら案を自主的に出し合ってとりくんで下さいました。 

〔歯科医〕 

・歯科の業界では、歯科衛生士不足が深刻です。この職場体験を行うことで、少しでも衛生士の仕事に興味を持

っていただけたら幸いです。 

・しっかりとやったことをメモし、まじめな生徒さんでした。要所要所、素晴らしい質問もしていただけました。 

〔幼稚園・保育園〕 

・どの生徒さんもまじめに、いっしょうけんめいに取り組んでいました。保育士の動きをみて、まねてやろうと

する、ほほえましい姿もありました。 

・将来の夢とは異なる生徒さんが来られる場合もありますが、その生徒さんが保育教諭の仕事にも魅力を感じて

もらえ、視野を広げてもらえたことが職員の喜びとなりました。 

・体験期間中、担当の先生が、生徒の様子を見に来ましたが、生徒さんがとても安心した表情をしていたのが印

象的でした。緊張感の中で、少しほっとした時間だったのでしょう。 

・東中の場合は、当園から近いこともあるかと思いますが、生徒が直接打ち合わせに来てくれたので、事前にオ

リエンテーションや園内の見学ができ、生徒自身も事前の心構えができてよかったと思いました。 

・子ども達と一緒に元気に遊ぶ生徒には、3 歳以上の園児も喜んで関わり、お互いに楽しく遊ぶ姿がみられまし

た。遊びだけでなく、丁寧に子どもに関わって良い所を褒めてくれたり、いけないことはきちんと指導してく

れる姿もあり、保育士としての役割を実践しようとする積極的な姿勢が感じられました。 

・事前に生徒さんの様子を伺っていたので、担当クラスを決めるのに参考になりました。 

・どの生徒さんも日に日に慣れて、子ども達と一緒になって遊んでくれます。その時に園児と同じように眠って

しまったかわいらしい生徒さんもいました。 

・卒園生が数名体験に参加しており、職員も成長を楽しみに受け入れをすることができた。 



・乳児クラスにて体験した生徒の表情がとても優しくいきいきとしており、乳児も安心して関わることができ保

育という仕事についていい印象を持ってもらうことができたと思う。 

・保育園での仕事に興味を持ち、「サマーボランティアにもきたい」という生徒さんもいた。 

・あいさつや笑顔もあり、見ていて気持ちよかったです。 

・「保育園ではやる事がたくさんあるんですね」との感想があり、目に見える部分だけでなく、裏でもやってい

る仕事を見てもらえ、保育士の仕事を少しわかってもらえた気がしました。 

・どの生徒さんも気持ちのよいあいさつや受け答えができる姿勢に好感が持てました。 

・将来の選択肢の 1 つとして保育士に関心をよせて下さる生徒さんは「○○先生」と呼ばれる事に喜びややる気

が出た等、子どもとの関わり合いの中で感じるものがあったようです。 

・あいさつがきちんとできていて、関心しました。また、子どもたちと仲よくなろうと、自分から声をかけ一緒

にあそび、積極的な姿にも関心しました。 

・絵の具あそびを教えてくれました。園全体でやってみました。 

・ダンスを見せてくれました。 

・プールで泳ぎをみせてくれました。 

・保育の仕事に触れる中で、生徒さん自身が「”やりがい”のある仕事をみつけ、一生懸命働く大人になりたい。」

と思ってもらえた事は嬉しかったです。 

・子ども達と元気に遊び、わからない時は自ら聞いてくるなどの姿が意欲的で嬉しかったです。 

〔理美容業〕 

・1 日目はハンドマッサージの練習ばかりで、たぶんつまらなかったと思います。お家の方にハンドマッサージ

をしてあげてきてほしいと宿題を出したところ、お家の方がとても喜んでくれたと 2 日目はいい顔でお客様へ

ハンドマッサージの提供ができました。お客様も喜んで頂きとてもよかったです。 

〔飲食業〕 

・今回の生徒さんは自分から動いてくれて、助かりました。 

〔小売・販売業〕 

・生徒の一人が体験中に体調を崩されてしまったのは残念でした。 

・年金友の会のマレットゴルフに参加して、会員の皆様は楽しそうに指導してくれました。 

・とても礼儀正しい生徒さんでした。受け入れ生徒さん１人であったため１日中緊張されていたと思います。 

・緊張しているようで声が小さく、「元気で‼」と指導しました。 

・お客様から「実習生？頑張ってね」と声を掛けられたことが嬉しかったそうです。 

・私は店長となって 3 年ほどになりますが、今回の生徒さんたちは今までで一番よかったです。非常に真面目で

こちらの想定よりも早く作業が終わりました。 

・中学生らしい、さわやかなあいさつができていました。 

・質問事項の中になぜこの仕事に決めたのかという項目があり自分自身が昔何を考えて行動したかを再度考える

良い機会になりました。 

・男子の職場であると思い込んでいたが、女子生徒が体験していただきメカニックを受け入れる選択肢が広がり

ました。 

・実際に着物を着る体験をしてもらった。 

〔卸売業〕 

・2 日目になると仕事になれ、集中して仕事をする事が出来た。 

〔サービス業〕 

・初日に馬のいるところでは騒いだり、走ったりしてはいけないと言っておいたが、それを忘れて走ってしまう

子が何人かいました。 

・お客様より声をかけて頂き嬉しい気分になったとの声もあった。 

・生徒からのアンケート（聞き取り）があり、職員を募ってランチ会を開催。働く事について同僚の考えや、過

去のおもしろエピソードを知る機会にもなり、とても良い会になった。 

 



〔旅館業〕 

・期間中、先生が生徒の様子を見にきますが、業務時間外になり、翌日来ていただきました。 

・体験期間中、先生が生徒の様子を見に来ますが、できれば午前にしてほしいです。 

・どの中学校も挨拶がきちんと出来ていて積極的な生徒さんが多く関心しました。 

・体調が悪く熱が出た時は休んで欲しいです。 

〔製造業（食品等）〕 

・先生が生徒さんの様子を見に来た時、丁度お休み時間中でお帰りいただき、再度来ていただいたことがありま

した。打ち合わせを気を付けて行いたいと思いました。 

・この作業をしたら楽しんでやってくれるだろうと思う作業をなるべくやってもらっていますが、楽しいのか面

倒なのか良くわからない。 

〔製造業（精密機械等） 

・生産の関係で体験内容が変更になりましたが、これも職場体験（生産計画の突然の変更）と捉えてもらい、快

く変更を受け入れてもらい、他の体験を行いました。 

・先生がお見えになるのは、3 日間のうち 1 回にしていただきたい。また、様子を見に来られる場合は、事前に

電話で日時をご連絡いただきたい。 

・緊張はするかと思いますが、中学生らしく元気あいさつができる子が少なく残念です。 

・ご家庭の都合ではあるが職場体験開始時間の 2 時間近く前に来る生徒がいた為、対応に苦慮した。 

・学校での授業と異なり、休憩時間が少ない中での製造作業は、生徒の方にとって、まだきびしい感じがします。

（集中力のある生徒の方は大丈夫でしたが） 

〔自動車販売、整備〕 

・挨拶もしっかり出来ており、ハキハキしておりました。 

・「とりあえず行くところもないので来ました。」という生徒がいました。受け入れ側の会社としては少し残念な

気もしますが、将来の仕事が決まってない事も、普通なのだと思います。その事を踏まえてできるだけ意味のあ

る職体に企画してほしいものです。 

・実際にオイル交換、タイヤ交換、車両点検、カーオーディオの取付を一緒にやりましたが、作業をすると覚え

が早く、本人も楽しそうに笑顔でやっていたのが印象的でした。 

〔建設工事業〕 

・たいしたことではないかもしれませんが、しっかりとした挨拶ができていてよかったです。 

大人の方が見習わなくてはいけないところでした。 

・設計担当の社員（男性７人）への質問タイムを設け、どんなことでもいいから 中学生が聞きたいことに大人

が真剣に答えるというのを３０分くらいかけ実施した。仕事の３０分を大人７人が提供するということは、大

変なことであるということを事前に説明し、こどもたちも 真剣に質問し、答えを受け止めていた。見ず知ら

ずの大人に対峙し、話をするのは 大変だったと思う。こどもたちのレポートの中でも 印象的な出来事として、

取り上げられていた。 

〔自衛隊〕 

・一部の学校で緊張感からかめまいを訴える生徒がいました。また、最終日の屋外における体験で熱中症となる

生徒が出てしまいました。日程や気候・天候には配慮していたものの、根絶できないことを反省しています。 

〔消防署〕 

・昼食時間前（10 時頃）の休憩時間に弁当を食べている生徒がいました。昼食の時間は設けていますので、決め

られた時間に食事をするようにしてもらいたい。 

〔図書館〕 

・様子を見にこられた先生に体験中の生徒が本を借りるよう促し、先生が利用カードを作り、自分の仕事に関係

する本を借りて下さったことがありがたかった。 

〔官公庁〕 

・美術館や博物館に関心のない生徒が来ても、何に興味を持っているかわかりづらいので困る。 

 



〔動物園・公園〕 

・中学校 2 つの期間が重なる日程があり、当社では 1 名ずつの受け入れを行ったが、初対面同士の生徒なのにも

かかわらず、仲良く協力して作業をしている様子がみられました。 

〔農園〕 

・中学生の皆さんは、どの作業にも積極的に取り組んでくれました。私どもではこの時期は市田柿の加工準備の

時期に当たり、各所の清掃作業や消毒作業が多くあります。それらの作業を大人と同等にやってのけてくれま

した。大変に助かりました。また、子どもさんからのアンケートは実に内容が充実していてよい印象を受けま

した。 

〔教育機関〕 

・職場体験の実施について、施設の行事カレンダーに掲載したところ、中学生と一緒に過ごせることを楽しみに

来館する利用者さんが多くいらっしゃいました。 

・利用者さんに寄り添い接してくれたので、お姉さんとの時間がとても楽しくて楽しくて、お別れするのが嫌で、

「帰るのイヤ！」と泣けてしまう子もいました。 

・職場体験が終わった後に、「おねえさん いる？」と言いながら来館してくるお子さんもいました。 

 

 

Ｑ5 その他、ご意見・ご要望等がありましたらお書きください。 

〔医療・介護・福祉施設〕 

・連続で 1 日実習を 3 日間という体験は貴重と思います。 

・職員の話をしっかり聞く事ができ、元気に挨拶もできていました。送迎時に、ご家族にも明るい挨拶ができて

いて嬉しかったです。 

・体験人数を 1 日最高 6 人までにしていただきたいです。 

・今回は人数も少なかったこともあり特にございません。また来年度もよろしくお願いします。 

・今後も多くの学生さんに来ていただきたいと思います。体験希望の方を多くしていただきたいと思います。お

願いします。 

・中学生は素直で前向きで輝いていました。最初は緊張していましたが、次第に慣れて新鮮な空気を運んできて

くれて、事業所の内部が活性化してとてもありがたかったです。 

・昼食を利用者さん、職員と同じメニューで一緒に摂って頂いています。アレルギー食味を持つ生徒さんが学習

に来られる場合は学校からの最初の依頼を頂くときに連絡を頂けると助かります。（調理場にて対応させて頂

いておりますので） 

・企業側にとりましても良い緊張感がありますし、中学生が運んで来てくれるさわやかな風でお客様（デイサー

ビス）も我々職員も元気をいただいています。来年もお待ちしております。 

・中学生でこのような関わりにきて知って頂くことはすごくうれしい事です。メンバーさんも職員もうれしいで

す。そして何よりも、障がいがあっても困ったことは職員と一緒に解決しながら、自分らしくせいいっぱい生

きていること、誰よりも感受性があるメンバーさんを知ってもらい、理解が少しでも進んで、人生が豊かにな

ってくれたらうれしいなと思います。ありがとうございました。 

・地域の中学校ですので来年もぜひ受け入れたいです。 

・体験学習ご苦労さまでした。整骨、デイサービスの体験をしていただきました。 

・福祉体験の場合、高齢者や医療、福祉の仕事に興味のない、あまり好きではないと思われる生徒さんがいます。

患者、利用者の方に不快な思いをさせてはいけないため、その点で気を使います。将来のことを考えれば必要

な体験かもしれませんが、職場体験で興味のある分野に行くだけでは駄目でしょうか。 

・体験学習は成長期にとても良いことだと思います。今の生徒さんは、高齢の家族と一緒に生活をしている子供

が減少しているとつくづく感じる時があります。 

・スタッフの一員としても、大変助かっています。 

・これからも体験学習の場として、利活用してください。 

・指導（説明・交流等含め）の機会を頂き、大変勉強になりました。ありがとうございました。 



・当院は重度の患者さんがほとんどで、反応も少ないので中学生にとっては難しいコミュニケーションであった

と思われます。 

・あいさつや服装については、直接生徒さんに声掛けをしています。 

・福祉・職場体験の事前学習の必要を感じています。 

・高齢者が相手で、大きな声でゆっくり話す様に言ったがなかなか難しい様子でした。あいさつ、返事はしっか

りお願いしたいと思います。 

・体験という事で高齢者福祉に全く興味がない生徒さんの中には「行かされている」。午後になると早く帰りた

いという雰囲気が伝わってくる時がありました。3 日間は長かったと思います。 

・地元の中学生が、事務所の存在を知ってくれることは、福祉理解を深めるとても良い機会だと思います。これ

からの生活の中で、どこかで困っている人がいたら温かな目と手でフォローしてくれると嬉しいです。 

・緊張感をもって実習に臨んで下さる生徒さんが多い中、ダラっとした態度で緊張感を全く感じられない生徒さ

んがいらっしゃることが残念に思います。最低限の挨拶や態度等、ご指導頂けると大変ありがたく思います。

貴重な機会を頂き、ありがとうございます。今後もよろしくお願い致します。 

・学びの場として当事業所へお越しいただきありがとうございました。またの機会がありましたら宜しくお願い

いたします。 

・来年もぜひおねがいします。 

・どの生徒さんも明るく、一生けん命体験されていました。学校内の学習とちがった学びがあったと思います。 

・年々指示待ちの生徒さんが増えている印象があります。もう少し学ぶ気持ちがあっても良いかなと思います。 

〔歯科医〕 

・歯科ももう少し体験する医院があればと思います。 

〔保険薬局〕 

・薬に対する知識、興味につながればとの想いもあり、職場体験事業に参加させて頂いております。少しでも地

域の役に立つことができれば幸いです。 

〔幼稚園・保育園〕 

・中学生職場体験から、中高生のサマーチャレンジボランティアを経て、短大、大学へ進学し保育の道へ進んで

くれる方がいました。そして、実習に来られて、職場体験できましたというお話しを伺い、将来の職業に繋が

っていることに嬉しく思います。 

・保育園の子ども達と積極的にかかわって遊んでもらえたことで子ども達も喜び、良い体験ができました。あり

がとうございました。 

・個人差はありますが、学校で礼儀等よく指導の上、生徒さんを送り出してくださっていることが分かり、気持

ちよく受け入れることができました。 

・生徒自身の問題かもしれませんが、中学校により、職場体験に向けての事前学習の仕方が違うのではないかと

感じられました。体験とはいっても、社会に出て働く体験をさせてもらうのだという心構え、また、体験する

職場のおおよその仕事内容をわかった上で、それでも体験したいと思った生徒が来て欲しいと感じました。 

・1 人でもよく来てくれてこちらとしてもうれしいです。これからもよろしくお願いします。 

・事前の学校でのご指導が良く、それぞれに一生懸命な姿が見られました。又、当園の卒園生もおり、より楽し

い交わりができたこと感謝でした。 

・毎日おやつの提供（手作り）がありますので、生徒さんの食物アレルギーの有無が事前に分かるとありがたい

です。 

・学校によっては、インタビューの時間をリクエストされますが、どんな職員に答えて欲しいかをリクエストし

てもらえると、より参考にしてもらえるのでは、と思います。 

・人見知りということもあったようで、挨拶ができにくい生徒さんもいましたが、最終日は笑顔も見られた。礼

儀については事前に学校でも指導していると思われますが、職場体験中も挨拶をすることを伝えていった。 

・遠いところからひとりで電車にのってきた生徒さんもいて関心しました。 

・将来保育士になりたいという生徒さん（特に男性）がいると、こちらもうれしくなります。男性も、子どもの

ことに大いに関心をもってもらえる時代になったんだなーと。 



・将来、是非保育士になりたいと思ってくれる事を望みます。 

・職場実習のたびに、担当の先生と生徒さんに同じ内容の説明を 2 回させていただいています。時間も 1 回につ

き 10 分～15 分くらいかかる場合があります。5 校でしたので 10 回ということになります。丁度保護者より

緊急の連絡が入ったのと重なり、後日苦情を言ってこられました。何か工夫できたらありがたいのですが。 

・基本のあいさつ、返事ができない生徒もいる。又、中にはやる気が感じられない子どもさんもいて、何の為に

来てくれたのか？とギモンに感じる事もある。 

〔理美容業〕 

・そうじがきちんとできる学校、あいさつができる学校などあり、良い所はほめ、できない所は注意しています。 

〔小売・販売業〕 

・専門支所のため金融業務が主な仕事になります。せっかく体験に来ていただいても生徒さんに体験してもらえ

ることが限られてしまいます。また、連続〇日間の体験と言っていただいても１日が限度になってしまうため

申し訳ない気がします。 

・あいさつや礼儀に関してとてもしっかりしていたのですばらしいと感じました。 

・今後も職場体験に協力させて頂きたいと考えておりますので宜しくお願い致します。 

・4 日～5 日あると受け入れにくいので、全校３日間ぐらいだと受け入れやすいです。 

・お礼の手紙を書いて頂いてうれしく読ませてもらっています。 

・スポーツ（部活）をされており、礼儀正しくて良かった。あいさつ等 

・朝礼やそうじもいっしょに参加していただき仕事以外の経営理念や会社の目的を知ってもらえる良い機会だと

思いました。 

・当店ではありませんが、他の職場体験時にスマートフォンを使用し、SNS に投稿する事例があったそうです。

職場は個人情報、企業内秘密もあるため、体験中はそういった事のないように事前にご指導いただければあり

がたいです。 

・中学生の年令で進路がまだ定まらない段階で、この職場体験が生かされたかどうかわからない。割り当てられ

た職場ではなく、本人が興味がある職場で体験することができたらいいと思います。 

〔サービス業〕 

・お礼の手紙をいただいておりますが、一定の形式にこだわらず、生徒さんの率直な感想をお聞かせいただける

と次回への参考ともなりますのでよろしくお願いいたします。 

・日程については、会社内の業務ではなく、外回りの仕事等や内容にもよるので、企業側に決めさせて頂くとあ

りがたいです。 

・体験してくれた生徒さんは、パティシエになるという明確な夢があり、立派だなぁと感心しました。明確な夢

のある子に、近い職種の体験をさせてあげたいな。とも思いました。 

・今後も出来る限り、ご協力させていただきます。 

〔旅館業〕 

・挨拶や礼儀は大切です。事前指導をしっかりとお願いしたいです。 

・職場体験学習が 5 日間は長いので、せめて 3 日間にして欲しいです。 

〔製造業（食品等）〕 

・職場体験終了後、生徒の皆さんから御礼の手紙を各学校より都度頂いておりますが、その内容は大きく 3 のパ

ターンになります。1：学校が用意した御礼文の一部内容を変更したもの、2：学校の担当教諭がワープロで作

成したもの、3：生徒個々が思ったこと、感じた事を書いたもの、ですが、2 は御礼文として、論外ですが、や

はり、3 の生徒が個々に感じた思いが込められた御礼文は、今の子供達の考えが解ることにより社員も感激し、

また参考になる場合も多々有ります。学校により指導が異なることは仕方有りませんが、出来れば生徒が感じ

たままの御礼文をいただけたらと思います。 

・将来お菓子やさん、パテシエになりたい皆さん歓迎です。おいしさばかりでなく、衛生面に特に気をつけなく

てはならない事がとても大切な仕事です。 

・職場体験に来た生徒さんが希望して来ているのか、自分の希望した会社ではない会社に来ているのかがわかっ

た方が良いかも知れません。 



〔製造業（精密機械等）〕 

・今後も継続して受け入れをしたいと思いますので宜しくお願い致します。 

・来年度も受け入れますので、よろしくお願いします。 

・同一週で複数校の受け入れは大変であり、同一週であれば同日の方が受け入れしやすい。 

・５日間の受入は職場の負担が大きく、日程調整が困難な場合がございます。可能であれば、最長でも３日程度

の職場体験学習としていただけますと幸いです。 

・生徒さん（男の子）を希望します。 

・体験学習後のお礼の手紙は、ありがたく、うれしいのですが、中学生の文章ではないと思います。例文がある

ようですが、もっと自由で良いと思います。 

〔自動車販売、整備〕 

・礼状を頂きますが、内容の指導もされているかと思いますが、本人の本当の気持ち等が聞ければと思います。 

・人手不足となる業種ですので、少しでも興味を持ってもらえたらと思います。 

・中学２年生で特に何の仕事を目指したいか決まっていない時期に、とりあえず行って見た会社で将来の仕事の

参考にする大切なタイミングです。もっと訪問した会社で何を体験するかプログラムを作る必要があると思い

ます。今の方法では互いに不幸と思います。 

・体験実習は学生にとって貴重な体験になると思います。できる限りご協力したいと思っております。 

〔建設工事業〕 

・こちらとしても、大変 有意義な３日間を過ごすことができた。全体として、土木設計を行う部署で 職場体験

を担当した。先ず、図面の見方 書き方を指導した。次に、測量部署と山に入り 実際の測量機器で計測体験を

した。次に、ドローン測量を見学し、最新の測量機器の見学をした。最後に、施工が終わった現場に 計画図

を持ち込み、図面と実際の道路の出来上がりを確認した。以上により、大系的な体験ができたと思う。 

天候に恵まれ 満足に予定したプログラムをこなすことができた。当社として、体験に避ける日数は ３日がち

ょうどよく、それ以下でも 以上でも大変だと思う。 

〔報道機関〕 

・デメリットの方が上回っておりますが、生徒さん方が通常の授業では得られない気持ちを体験していただけれ

ば幸いと思い、受け入れております。もっとあいさつなど人に接する際の礼儀とか出向く企業や職種に関する

知識等について事前学習で身に付けてから来ていただきたいと思います。 

〔消防〕 

・学校からの履歴書に顔写真があると、申し送り等しやすいので、お願いしたいと思います。 

〔図書館〕 

・あいさつや返事はしっかりできるように学校でも事前に指導してほしいと思いました。また、あいさつ、返事、

次の指示をあおぐといったことを学校でどこまで指導しているのか知りたいです。エプロンを着用してもらう

のですが、ひもを結べない子が多くておどろきました。 

〔官公庁〕 

・防災官庁につき、防災体制設置、災害対応などで「直前での受け入れ中止」・「途中で中止」する場合がござい

ます。ご理解ください。 

〔動物園・公園〕 

・もう少し元気がある生徒さんが多いといいと思います。 

〔教育機関〕 

・職場体験を推進してくださっている飯田市の思いに対する、学校側の受け止めの温度差を少し感じることもあ

りました。挨拶、取り組み姿勢だけではなく、事前打ち合わせ、依頼文、履歴書、打ち合わせ連絡、御礼文等、

本当に社会人になる時ほどに丁寧に取り組んでいる学校、“下書きかな？” “あれ、指導されていないかな？”

と思ってしまう事もある学校等様々でありました。学校の役割なのか、家庭の役割なのかというと、微妙な部

分もあるかと思いますが、せっかくの機会ですので、大切に活用してくれたら嬉しいなと感じました。 

 


