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４５回生 

高校生就業体験事業 

記 録 集 
 

 

※看護医療・健康類型は 12 月実施予定です。 

兵庫県立尼崎小田高等学校 

進路指導部 
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４５回生普通科（４～８組：一部２組）「高校生就業体験」について 
本校では、平成２２年度より県教育委員 

会の「高校生就業体験事業」の一環として、２年生の普通科を中心としまして、毎年、「就業体験」を実

施しております。本年度は、①「企業（工場等）見学」、②「幼稚園実習&ボランティア」、③「ロボット

セミナー」（尼崎経営者協会主催）、④「高校生看護体験（５日間）：尼崎中央病院」、⑤「一日医療スタ

ッフ体験」（兵庫県民医連主催、理学療法士協会主催）のいずれかの体験をさせていただきました。また、

就職公務員希望者は、県庁や尼崎市内事業所で５日間のインターンシップに参加させていただきました。 
これも、ひとえに、各事業所、県庁、県警、幼稚園、病院、歯科医院、薬局、兵庫県民医連、県理学療法

士協会、尼崎市経営者協会その他、この事業を支えていただいた関係者の皆様のおかげと、感謝申し上げま

す。生徒たちの感想文を持って、お礼に代えさせていただきます。誠にありがとうございました。 
 

●「企業見学先」一覧（教員の引率有り）※移動は自転車が基本。交通費は自己負担です。 

 企業名 担当者 所在地 受け入れ日（日程順） 人数・担当 

１ 

 

（株）特発三協製作所 

精密薄板ばねメーカー 

「第２回メイドイン尼崎

グランプリ」受賞 

業務部長 

馬場 真一 様 

尼崎市下坂部３丁目６－１ 

（０６－４９６０－４３００） 

８月 １日（火） 

１０：００ 

  ～１２：００ 

 

１０名 

 

【佐藤】 

２ 

 

コープこうべ 

尼崎近松店 

「創立９５年愛と協

同の精神」 

店長  

山田 和史様 

尼崎市上坂部３－１１－１ 

（０６－６４９６－０２２７） 

８月 ３日（木） 

１０：３０ 

～１２：００ 

 

１９名 

【三橋 

・木下】 

３ （株）日興商会  

事務用品・ＯＡ機器、印刷  

「尼崎創業７０周年」 

生産企画部  

長沢 武史 様 

尼崎市西長洲町 2－2－18 

（０６―６４８２―３３０１） 

８月 ４日（金） 

１０：００ 

～１２：００ 

 

 

１２名 

 

【大澤】 

４ 尼崎信用金庫 

長洲支店 

杭瀬支店 

の２店舗で実施 

「あましん」 

長洲支店  

村田 和也 

支店長 様 

 

杭瀬支店 

安座間 眞直 

支店長 様 

長洲支店：長洲本通３丁目６番１号 

(０６－６４８１－７８７１) 

 

２店舗とも 

８月８日（火） 

１０：００～１２：００ 

８月９日（水） 

１０：００～１２：００ 

体験合計 

２０名 

長洲支店 

５名ずつ 

杭瀬支店 

５名ずつ 

【石井・池田・

飯田・木下】 

杭瀬支店：尼崎市杭瀬本町 2-1-1  

（０６－６４０１－０３３１) 

５ ヤンマー株式会社 

エンジン部分 

「世界が注目する高

性能を実現する一貫

生産体制」 

総務部 

領家 美咲 様 

尼崎市長洲東通１－１－１ 

（０６―６４８９－８００２） 

８月１０日（木） 

１０：００ 

～１１：３０ 

 

２３名 

 

【西口・村上】 

６ 住友精密工業（株） 

航空宇宙油機事業等 

「日本初の国産ジェ

ット旅客機ＭＲＪの

脚部製造」 

総務人事部 

河野（かわの）  

正道 様 

尼崎市扶桑町 1番 10号 

（０６―６４８９―５８１２） 

８月２３日（水） 

１０：００ 

～１２：００ 

 

 

 

２６名 

 

【難波・後藤】 

７ 

 

（株）トーホー 

「ネームプレート、ラベル、

サイン、表記の総合メーカー 

製造本部長 

佐藤 孝義 様 

尼崎市西長洲２丁目５番２

５号 

（０６－６４０１－０２６２） 

８月２４日（木） 

１３：００ 

～１５：００ 

９名 

 

【池田】 

８ レンゴー株式会社 

段ボール製造 

「日本初の段ボール

開発」 

尼崎工場  

総務部長  

前川 二郎 様 

尼崎市杭瀬南新町１－４－

１ 

（０６－６４８８－２５６１） 

８月２５日（金） 

１０：３０ 

～１２：００ 

 

 ９名 

 

【古川】 
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●ロボットセミナー&発表会：２日とも参加（引率有り） 
 
●一日保育実習&ボランティア（引率無し） 
 受入先 所在地 受入日 人数・担当 

 

１０ 

 

はまようちえん（保育ボランテ

ィアを経験したい人） 

代表 小寺 由起 園長 

尼崎市浜２−２−１３ 

(０６―６４９９―４９

１９) 

８月１日（火）～ ４日（金） 

  ７日（月）～１０日（木） 

    ※１１日（金）はなし 

 ２１日（月）～２５日（金） 

いずれかのうち、午前か午後 

 

４６名 

 

【学年・池田】 

 
●三日 看護体験（１日も休んではいけません）（引率無し） 
 受入先 所在地 受入日 人数・担当 

１１ 尼崎中央病院（看護師） 

 

尼崎市１丁目１２番１号 

（０６-６４９９-９２６８） 

８月１日（火） 

・２日（水）・３日（木） 

９：００～１６：００ 

４名 

 

【学年・池田】 

 
●一日 看護師体験（引率無し）        
 受入先 所在地 受入日 人数・担当 

１２ 尼崎医療生協病院（看護師） 

 

尼崎市南武庫之荘 12-16-1 

（０６-６４３６-１７０１） 

７月２５，２６，２７ 

８月２，３，４のうち一日 

 ５名 

【池田】 

 
●一日 薬剤師・歯科衛生士体験（引率無し） 
 受入先 所在地 受入日 人数・担当 

１３ いちご薬局（薬剤師） 

 

尼崎市武庫之荘１１－１２－１４ 

０６－６４８０－８２００ 

７月３１日、８月１,７，

８日のうち一日 

１３：００～１６：００ 

２名 

【池田】 

１４ 生協歯科  （歯科衛生士） 尼崎市稲葉荘 4丁目 6番 27号 ７月２８日（金） 応募無し 

１５ 戸ノ内歯科 （歯科衛生士） 尼崎市戸ノ内町 3-29-7 ７月３１日（月） １名 

【池田】 

 

●一日 理学療法士体験（引率有り） 

 受入先 所在地 受入日 人数・担当 

１６ 兵庫県立リハビリテーション

中央病院（理学療法士） 

 

神戸市西区曙町１０７０ 

０７８－９２７－２７２７ 

７月２３日（日） 

１３：００～ 

※６月２５日メール締め切り 

７名 

 

【大澤】 

 

●インターンシップ（引率無し）５日間   

・事業所インターンシップ：(株)ビーワン（２名）、シェ・ノグチ（１名） 

・県庁インターンシップ ：県教育委員会事務局（１名）、県警察本部（１名） 

い。 
 
 
 

 受入先 所在地 受入日 人数・担当 

 

９ 

 

・１日目：ロボットセミナー 

(株)ロボットテクニカルセン

ター（西宮） 

・１日目 

JR尼崎駅北側「キューズモール前」

バスで移動します。 

西宮市朝凪町１－５０  

JFE西宮工場内 

・１日目 

７月２５日（火） 

１４：００～１７：００ 

 

５名 

 

１日目 

【難波】 

 

２日目 

【続木】 

・２日目：発表会 

尼崎商工会議所ビル７階「７０

２教室 

・２日目 

尼崎市昭和通３－９６ 

・２日目 

８月２９日（火） 

１４：００～１６：００ 
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参加生徒の感想 

①【特発三協製作所 様】 

◆今回の就業体験では様々なことを見て学びま

した。驚いたことは、この会社は、大分昔に設立

されたということです。また、「三協」とう会社

名の由来が、三人兄弟で最初経営していたという

ことにも感心しました。すごいと感じたことは、

過去安倍首相などが訪問していたことや、「第１

４回関西 IT 百選賞」等の賞を取っているという

ことでした。改めて、とてもいい会社だと思いま

した。また、会社の代表が、お若いということに

も驚きました。それでいて、自分の考え方がしっ

かりしていて、それを分かりやすく伝えられてす

ごいと思いました。 
世間では、工業地帯などあまりよいイメージで

ない尼崎ですが、こういった日本の発展に深くか

かわっている良い工場もあるということを、もっ

と多くの人に知ってもらいたいです。これからも

長く頑張ってほしいと思いました。（４組男子） 
 
◆身近な場所になった特発三協製作所ですが、今までどのような工場なのかまったく知りませんでした。ばね工

場で、日本ではトップレベルのシェアを誇っていますが、なかなか知る機会がありませんでした。尼崎にはたく

さんの工場があると思いますが、同じように素晴らしい製品を生み出していながら、あまり認知されていない企

業や工場が多くあるんだろうなと思いました。行き前は、工場ということで、男性ばかりかと思っていましたが、

女性の従業員の方も多くいらっしゃり、平均年齢が、３６．４歳ということにもとても驚きました。代表の片谷

さんも、思っていたよりもずっと若く、私たちにもフレンドリーに様々な話をしてくださり、工場へのイメージ

が大きく変わりました。地域貢献や社員交流が深いというのも予想とは違い、温かい企業だと感じました。片谷

さんの話には、会社ではなく、これからの私たちに役立つような話場ばかりで、とてもためになりました。 
（７組女子） 
 

 

②【コープこうべ尼崎近松店 様】 

◆小さいころから行き慣れたお店だったので、どんな人がど

んな所で働き、どのように商品を製造しているかというとこ

ろにとても興味があり、真剣に臨みました、包装や魚やお肉

をさばくところを実際に見て、こんなふうになっているんだ

と感動するばかりで、冷凍庫に入らせていただいた時も、閉

じ込められない工夫について学び、なるほどと思いました。 
職員の方々のコープに就職した過程を聞き、やりがいやつ

らい体験のことを耳にした時は、働くことが楽しいことだけ

ではないということを痛感し、改めて今後の進学、就職に対

し意識を変えるきっかけになりました。最後には、外国産の

お肉と兵庫のお肉の食べ比べをさせていただき、調理法によ

っては、外国産のお肉もおいしくなるのだということを教わ

りました。今回の体験は、今後にも役立てます。（４組女子） 
 
◆コープこうべ尼崎近松店は、店全体の雰囲気がとても良く、一人ひとりが個々で働きたいと思って働いている

んだなというものが、見学をさせていただいて感じました。 

 コープこうべのみなさんにお話をしていただいた、やりがいやきっかけなどはそれぞれで、一人ひとりいろん

な状況からの入社でしたので、とても参考になりました。また、農産の藤本チーフのお話では、「失敗」という

ものが、その仕事を辞めたくなるほど重いものなんだと考えさせられました。 
 尼崎近松店は、私が小さいころから通っている店舗でした。最近はやはり他のスーパーに行くので打撃を受け

たと聞いて、残念でした。ですが、畜産の服部チーフがおっしゃっていた、「まだ満足していない」という言葉
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に感動したし、嬉しかったです。今日の経験を生かして、大学卒業後の就職活動をよいものにしたいです。（４

組女子） 
 
◆なぜ、この企業を選択したかというと、自分の家の近くにコ

ープがあって、そこで働いている人がみんな明るい雰囲気で、

いい職場だと思ったので選びました。実際に訪れて、バックヤ

ードや作業場の風景を見て、いつも食卓に並ぶ食事は、皆の見

えないところで働いてくれている人のおかげで成り立っている

んだなと思いました。 
案内の後は、各担当のチーフさんからのお話をしていただき

ました。特に印象に残ったのは、畜産の服部チーフのお話です。

服部さんが社会に出て大切にしていたのは、メモをとることで

す。メモをとることで、話し手からの印象がよくなるし、職場

でのコミュニケーションでの話題になるので、大事にしたよう

です。自分は、社会に出たら仕事ができたらいいと思っていま

したが、職場でのコミュニケーションも大事だということが分かりました。（６組男子） 
 
 
③【株式会社日興商会 様】 

◆初めは印刷と聞いていたので、印刷をするだけだと思っていました。だけど、印刷に使うインクや切り取りや

出荷までの包装などをしていて、とてもビックリしました。服が汚くなっているところの人と、全くきれいで汚

れていない所があり、「なぜ、ここの人たちは服が汚れているんですか？」と聞くと、「ここは、糊（のり）を使

っているからね。糊で汚れが引っ付いたりするんだよ。」と、とても優しく教えて下さったので、とても他の質

問も聞きやすかったです。次に質問したのは、「１日中働いている場所は、同じですか？」と聞きました。紙を

切るだけの作業場があったので、正直アルバイトなどを雇ったりした方が効率がよいんじゃないかと思ったから

です。だけど、「働いているところが厳しくなったら、厳しいところに振り分けるよ。」と言われたので、日興商

会に働いている人たちは、どこに行っても同じくらい作業が出来るんだなと思います。（６組男子） 
 
 
◆会社の中を見て回ることは初めての経験で、始めはとても緊張したけど、担当の方が詳しく丁寧に説明して下

さり、集中していろいろなところを見て回ることが出来たし、楽しかった。様々な工程で、いろいろな人が働い

ていて、発送される印刷物は協力して作られていることが分かった。とても性能のよい機械がたくさん用いられ

ていて、その機械を使う人の安全にも配慮がされていてすごいと思った。印刷された紙が機械の中を通ると、ミ

シンがついたり、二等分されたりと変化していくのを見るのが面白かった。いろいろな紙を見るのが好きなので、

たくさんの種類、大きさの紙が見られて楽しめた。会社で働いている人たちは忙しそうで、働くことは大変そう

だと思った。最初にコミュニケーション力が大切とお話しされて、集団の中では特に大切だと私も思ったので、

もっと意識して頑張りたいと思った。（７組女子） 
 
 
 
④【尼崎信用金庫 長洲支店 様】 

◆家に帰り、親に尼信のことを話していると、住宅ローン、尼信でしてるよ！と言われ、驚きました。今回尼信

の中を見たり、金庫の中を少し見たり、１００万円を見せてもらったりして、とても良い経験になりました。人

生で初めて札束を実際に見て、触って思ったことは、ずっしりとしてすごく重みを感じました。銀行の方は、あ

んなものを毎日見られるなんていいなあーと思いましたが、その分責任も重いのだろうと思いました。尼信の人

は、一つのミスも許されないと言っていましたが、確かに私たちのお金が消えたら困ります。銀行で働いている

人は本当にすごいと思います。お客様にあいさつもしました。強盗をしにくいようにという予防の意味もあると

初めて知りました。家の近くに尼信があるのは知っている程度でしたが、就業体験をして、こんなことをしてい

るんだとかいろいろ気付けたり体験できて勉強になりました。（４組女子） 
 
◆私は、銀行という職業に興味があったので、尼崎信用金庫に行きました。体験前日に尼信について調べると、

私が想像していた内容とは異なる内容もあって驚きました。地域の人たちのためのプロジェクトなどもしていま

した。地域の人と触れあえるのは信用金庫の良いところだと思いました。私が体験した内容は、お金の数え方を
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教えてもらいました。なかなか上手にできなくて悔しかったです。その時に本物の１００万円と１０００万円を

持ったので、ドキドキが止まりませんでした。いつか自分のお金として持てたらよいなと思いました。そして、

金庫のカギを開けさせてもらいました。複雑な構造になっていて少しでもずれると開かないようになっていまし

た。尼信の人に色々聞いた中で「自分が商品」と言っていて、すごくかっこいいし、やりがいのある仕事だなと

思いました。体験できてよかったです。（６組女子） 
 
④【尼崎信用金庫 杭瀬支店 様】 

◆今回の就業体験で、尼崎信用金庫の仕事内容や普段は入ることも見ることもできないテラー（銀行の窓口）側

からの店内の様子を知ることができて、とても面白かったです。私は将来働くなら、金融機関系の会社で働きた

いなと思っています。なので、大学は必ず行っておいた方がいいとか、簿記などの資格は早めに取っておいた方

がよい、などのアドバイスを教えていただけて、参考になりました。銀行の職種の中で、１番大変そうだけど、

やってみたいと思ったのは、テラーでした。実際に応対するのは、いわば接客業と同じなので、精神的にも疲れ

る仕事だと思うけど、だからこそ、やり遂げたいという気持ちが湧いてくると思います。どんな仕事でも、やり

がいがなかったら、やる気も達成感も生まれないので、それを感じられるテラーの仕事がとてもうらやましいで

す。将来の仕事は、金融関係に関わらず、テラーのような仕事のような、多少しんどくても、頑張ろうと思える

ような、そんな仕事に就きたいです。貴重な体験ができて楽しかったです。ありがとうございました。（５組女

子） 
 
◆尼崎信用金庫は、ただどんなことをするのだろうと興味本位で行きました。融資と預金の関係や金利の関わり

など、難しい仕組みでしたが、支店長さんが分かりやすく教えてくださったので、理解して就職してみたいと少

しだけ思いました。 
１番惹かれたところは、信金の仕組みではなく、地域貢献です。詳しくは、商店街の活気づけのための活動や、

植樹活動、小学生の見守り等のボランティアをしているところです。近年このような活動をする企業は少ないの

で、素晴らしいと感じたからです。だから、尼崎の人の多くが尼崎信用金庫を利用するのかなと思いました。 
 私は、もともと将来の夢は決まっていたのですが、就業体験をしてみて、他の職業もいろいろ調べて本当に自

分がしたいことを探そうと思いました。そのような気持ちになれたので、この就業体験はとても良いものになり

ました。（８組女子） 
 
⑤【ヤンマー株式会社 様】 

◆今日はヤンマー株式会社へ就業体験として行くことになりました。担当者の方によると、ヤンマー株式会社は、

今でこそ農業用の機械を製造している会社といったイメージが定着しているのですが、もともとは、エンジンを

製造する会社だったらしいです。実際に案内していただき、初期のディーゼルエンジンを見せてもらいました。

その縦の長さは約２メートルほど。「鉄の塊のようだ」と、見た瞬間に思いました。その巨大なエンジンは、今

にも黒い煙を吐いて動き出しそうなインパクトがありました。初期の頃はそんなエンジンだったのですが、それ

から百年ほどの年月が経ち、今では、約３０センチのエンジンを一年に、二千～三千個、主に機械によって自動

的に生産しているとのことでした。僕は、この就業体験を通して、技術面もそうなのですが、何より従業員の方

が自身の仕事に誇りを持っていることが、強く印象に残りました。（７組男子） 
 
◆５Ｓ３Ｔとあるように、当たり前であるが、どの場所も整理・整頓されており、特に小型の部品はそれぞれの

カゴに分けられ、定置とされていた。加工する工程では、機械のみでとても効率がよく早かった。でも組立をす

る工程では、何人かの人が自分の手で作業をしていて驚いた。資料館にあった、ドイツから贈られたという世界

最古のディーゼルエンジンは、稼働すると音も大きく迫力もあったが、昔のものということもあり、大きさの割

に効率も悪く、今の時代に用いられているエンジンは素晴らしいものだと思った。大型エンジンを製造する区画

は、騒音が大きく、仕事の厳しさを知ることが出来た。環境にも配慮されているという話があり、工場の周囲の

道の脇や工場の内にもたくさんの緑があり、配慮されていることが、目に見えてされていた。表彰状などもあり、

技術が優れていることが分かり、その賞を取った時の部分は、素人が見ても素晴らしいと分かるほどだった。 
（７組男子） 
 
◆まず新人は基礎を学ぶためにテクニカルトレーニングスクールというもので、知識や技術を身につけます。な

ので、新入社員にも安心・安全に働くことが出来ると感じました。また、ヤンマーが作った製品が壊れてしまう

と人命に関わるものを作っているので、その開発・作製にかける想いが大きいと思いました。だからこそ、誇り

を持って仕事が出来るのだろうと思いました。 
 ヤンマーは２４時間、３６５日無休でサポートをしていると知って、そこまでこだわってやっているヤンマー
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は、さすがプロだなと思い、自分もプロになるために、何かこだわっていきたいと思いました。僕は将来、エン

ジン開発に関わる仕事がしたいので、今回ヤンマーのエンジン事業本部に見学に行けてよかったです。エンジン

の作られる過程を間近に見られたことにより、もっと勉強をしてやりたいことができるようになろうと思いまし

た。（８組女子） 
 
 

⑥【住友精密工業株式会社 様】 

◆私は尼崎市内に、航空・宇宙に関する部品を作っている大きな会社があることを知りませんでしたが、この就

業体験を通して、普段見ることができない作業工程を見学できて、この会社について知り、貴重な体験をするこ

とができて良かったです。 
 私が一番印象に残ったのは、流れ作業ではなく、一人ひとりが一つ一つ手作業で部品を作っていることです。

また、河野さんがこの会社には、専門学校や専門の学科卒業者だけでなく、普通科の人々も働いていると話して

いたことです。どんな人でも、自分の頑張り次第で自分の力を伸ばせると聞いて、私自身もこれから先、たくさ

んの苦労があっても、あきらめずに頑張っていこうという気持ちをもらいました。 
 私は飛行機に乗ったことがなくて、初めて脚と呼ばれる部品を見ることができたので、胴体よりもはるかに細

い脚が支えているのかと思うと感動しました。修学旅行に行く時、飛行機に注目してみようと思いました。一人

ひとりの従業員さんに感謝の気持ちを忘れずに思いながら、飛行機に乗りたいです。（４組女子） 
 
◆この就業体験を行って思ったことは、皆さん一人ひとりがやりがいを持って、作業に取り組んでいると思いま

した。そして、コミュニケーションが大切で、４人で仕事を進めるならば、一人が完璧でも達成できないとおっ

しゃっていました。そこから、仕事というのは、一人で何でもやっているのではなく、皆で支え合って働いてい

るのだと思いました。このことは、社会に出たときだけでなく、僕たち学生なら学校生活や部活でも同じだと思

いました。なので、しっかりと今の内からそのことを頭に置きながら、行動したいと思います。そして、何より

も長く働けるために、安全にするように心がけていたので、しっかり周りを見て行動する力や、何でも率先して

行うように心がけたいです。社会に出て活躍するためには、今、高校生の自分達がやるべきことと結びついてい

るので、頑張りたいです。（５組男子） 
 
◆今回、住友精密工業さんに行かせてもらって、工場に対するイメージも変わりました。自分は、あれほど整理

整頓ができていて、とても自分が見ても分かりやすく、安全を求めて働いている工場は、あんまりないと思いま

した。やっぱり、総務人事部の河野さんも仕事をやっていく中で一番大切なことは、安全性とおっしゃっておら

れました。そして、どの従業員に聞いても、安心・安全を追求していると思います。 
 それと、仕事をする上で、コミュニケーションをする大切さも分かりました。工場の中を見学した際、プロペ

ラなどの細かい部品をあんな間近で見せてもらって、率直に感想を言うと、見ただけでとても軽量で丈夫さが伝

わりました。そして、驚いたのが、工場内に体を動かせる敷地があることです。昼休みになったら、そこで体を

動かしたり、クラブチームもあるそうなので興味も持ちました。（６組男子） 
 
◆住友精密工業といわれて、名前は聞いたことがあるけど、何を作っているかは知らない人が多いと思います。

私もその一人でしたが、会社に見学に行かせてもらうと、驚くことが沢山ありました。特に、飛行機の車輪の国

内生産率が１００％だということです。車輪ってどこの企業でも作っていそうですが、軽くて丈夫な車輪を作る

のは、かなりの技術が必要なのだと初めて気付きました。 
そして、そんな大事な部品を作るときには事故がつきもの

なので、社員の方の安全を第一に考えていると教えてもらい

ました。確かに、工場内を見学させてもらう時にも、入口に

全身が写る鏡があり、服装をチェックできるようになってい

ました。他の場所でも、絶対にヘルメット着用などがセロハ

ンテープで貼ってあったりして、すごく徹底していることが

伝わりました。（８組男子） 
 
 
⑦【株式会社トーホー 様】 

◆株式会社トーホーへ伺い、製造本部長の佐藤さんに、仕事

について教えていただきました。トーホーでは、普通のネー

ムプレートとは違う、エッチングプレートの受注生産をして
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いるそうです。エッチングとは、化学反応によって凹凸をつけ、文字や絵の表現をする技術です。仕事場の見学

をさせていただきましたが、主にデスクワークと作業に分かれていました。場所によっては異臭のする所もあり、

大変だと思いました。佐藤さんは、責任は負うが、指示はしないと仰っていました。そのため、働いている人は、

個々の考えで行動し、作業に取り組んでいました。一つの間違いでどうなるかわからない、だから自分のため、

同じ場所で働く仲間のためにも必死にする。仕事は大変だ。社会人になると毎日が戦いの日々。毎日を同じよう

に過ごすために、明るく楽しく仕事をする。今日教えていただいたことを活かし、社会人に向けて頑張ります。

（５組男子） 
 
◆今回の就業体験では「株式会社トーホー」さんにお邪魔させていただき、実際に現場の人たちが仕事をしてい

る様子を見学させていただきました。トーホーさんは、主に金属のネームプレートを製造し、新幹線の表記や車

内案内版などに使われおり、トーホーの製品が自分の身近にあるんだなとあとこの会社の活躍を知ることができ

ました。トーホーには、実際に作業場で製品を作っている人たちと、パソコンで製品のイメージ図を作成する人

たちがいることも分かりました。この二つのチームが協力して仕事を行っているので、良い製品を作ることがで

きるのだなと思いました。「チームワークがよく、明るい職場を築くことが大切なのだ」と、担当者の方が行っ

ていました。社会に出ても、学校で学んだことが活かされる、ということを教わることができました。 
 
 
⑧【レンゴー株式会社 尼崎工場 様】 

◆工場の中は湿度が高くとても暑かったです。ヘルメットや耳栓をして、ヘッドホンもしていたので、汗がいっ

ぱい出ました。冬はまだましかもしれませんが、夏とかは熱中症になりそうなくらいです。工場の中にはあまり

人はいなくて、制御室の中に何人かいるくらいでした。中はクーラーが効いていたので、仕事はしやすそうでし

た。 
 ダンボール原紙は古紙などで作られていて、最初に古紙のかたまりを見ました。この工場は環境に優しく、古

紙から出たごみも、それを燃やして、その熱で電気を作っていました。僕もこういう環境に優しい会社で働きた

いと思いました。会社で作っているダンボール原紙なども見せてくれました。ダンボールなどの構造も詳しく教

えてくれました。こういう工場に見学に来たのは初めてだったので、いい経験になりました。こういう経験がで

きて良かったです。（６組男子） 
◆最初行くと決まった時は、「どんな会社だろう？」「何を作り、何をしているのだろう？」と何も分からなかっ

たけれど、事前に調べたときに、ダンボールを日本で初めて作ったと聞き、驚きとともに、すごい会社だなと思

いました。当日、少し迷って会社に到着したのですが、笑顔で迎え入れていただきました。すぐに工場の紹介映

像を見せていただき、質問しようとしていたことが全て内容に入っていて、少し焦りました。その後、工場見学

でした。すごく音が大きいので、耳栓をして、骨振動で伝わるインカムをつけさせてもらって見学したのですが、

インカムを付けられてとても嬉しかったです。工場は使う電力・水を再び自分達で使っていて、会社のモットー

でもある「Less is more」のとおり、CO2の排出もすごく少ないです。環境を守ることを大切にしている会社で、

すごいと思いました。 
（８組男子） 
 

 

⑨【ロボットセミナー（尼

崎商工会議所主催）】 

◆僕がこのロボットテク

ニカルセンターに行き思

ったことは、ロボットが

あんな風に精密な動きを

するのを見てカッコイイ

ということです。アニメ

やマンガに出てくるよう

な人型のロボットではあ

りませんが、人間には出

来ない動きをするのは、やっぱり僕をワクワクさせてくれました。ですが、そんな僕の心をつかんだ産業用ロボ

は、人型ロボのボディの一部分だそうです。さらにそこの社長さんが外国人にアンケートを取ったら、約半分が

ロボットの動きを気持ち悪いと答えたそうです。そんな外国では、よい印象を持たれていないために、ロボット

を工場に導入するのに反対する意見が外国ではあるそうです。日本は、全世界で８２％（１９９７年時）のシェ
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アを誇り、ロボットが使われる頻度も世界でもトップクラスだそうです。僕はもっと外国の人々にロボットの良

さを知ってほしいと思いました。（８組男子） 
 
 
⑩【はまようちえん 様】 

◆蚊にいっぱい刺され、この時期は日差しがとても暑くてバテバテでした。そんな中、毎日働く先生たちに「厳

しさとは何か」と聞いてみると、「正解ないんだよね。寒さや暑さ、体力面とか色々あると思う。だけど、その

厳しさを前向きに、視点を変えたらいいと思う。子どもたちの笑顔や成長を見て、この仕事にやりがいを感じる。」

と言っていました。その素敵な言葉を聞いて、本当にかっこいいなと思いました。（５組女子） 
 
◆私たちが帰る前に職員室にいた先生方に質問をさせてもらったことを聞くことができました。私はやっぱりピ

アノが上手に弾けて、子どもの面倒見がいい人じゃないとなれないと思っていたけど、「幼稚園の先生という仕

事を楽しんで出来て、自分の生活や考えを前向きな視点に変えられることができる人」と聞いて、これからの自

分が困った時などに、プラス思考の人間になりたいと思います。（５組女子） 
◆始めに、二人の男の子が来て、いきなり相撲をしてきて、その後、鬼ごっこをしました。セミを持って追いか

けてきたり、肩車をさせられたり、とても大変でした。でも、かくれんぼで、男の子二人がケンカで砂のかけ合

いになって、一人の子が泣いた時に、私が声をかけると泣きやんでくれたので、とても嬉しかったです。プール

に４人くらいの子が入っていたので、声をかけると、ホースで頭から全身にかけられて、ビショビショになりま

した。みな本当にかわいくて癒されました。（５組女子） 
 
◆普段みんながしている遊びを知って、一緒に遊んだり可愛くて、癒しでした。大変だったことは、子どもたち

が使っていた絵の具の板を洗ったり、日が照りつけている中での草抜きです。幼稚園の先生方は裏でとても大変

なのに、笑顔で子どもと接しているのを見て、子どもは元気の源なんだなあと感じました。はまようちえんでは、

元気な子が多くて、相手をするのが大変だったけど、名前を呼ばれたり、遊ぼうって言われたりするのが、とて

も嬉しかったです。（６組女子） 
 
◆やっぱり自分が大きくなった分、小さい子への接し方も変わったなと思ったし、前（中学校）よりもこの体験

のことを、もっとちゃんと「仕事」として見ることができました。やっぱり可愛い小さい子に接するのはリラッ

クスできる部分はあるけど、先生へのインタビューであったように、大事な時期ということで、可愛くても、ヤ

ンチャの子でも、ちゃんと教育的な面で言うべきことは言わないといけないし、大人でも通じることだけど、問

題の本質の部分を理解してあげて、解決の手助けをしてあげる思いやりには、体力がとてもいりました。でも、

自分が小さい時に先生に温かく優しくしてもらった大事さを自分自身で、次の世代の子どもたちにも分かっても

らう重要な仕事だと思いました。人と人はずっと仲良しでいるためには、小さい時の教育が大事だということを

今回に体験で知ることができて、良かったです。（６組女子） 
 
◆幼稚園の先生の仕事が大変なのは、以前から知っていました。だけど、それは思ったより過酷でしんどかった

です。朝のセミがミンミン鳴いている時間に、外の砂場で、大きなシャベルで砂起こしをして、子どもたちがこ

けても大丈夫なように、砂をふかふかにしました。汗もダラダラで大変だったけど、その様子を見た園児の子が

何人か手伝ってくれて、助かったと同時に涙が出そうになりました。大変だけど、やっぱり子どもと触れ合える

子の職業はいいなと思いました。（７組女子） 
 
◆はまようちえんは、私が卒園した幼稚園で、すごく大好きな場所です。園舎は当時と変わってしまっていたけ

ど、園長先生や給食の先生は当時の先生で、すごく懐かしくなりました。私が幼稚園児だった時には、知らなか

った先生方の裏側のお仕事を少しだけど知ることができました。例えば、土が固まってしまった砂場を、園児た

ちが遊びやすいようにほぐしてあげたり、高い遊具の下の砂をほぐして柔らかくすることによって、もし落ちて

しまっても、ふかふかの砂の上に落ちるようにするなどです。この作業を手伝うことによって、先生方のこのよ

うなサポートがあったからこそ、私たちは安全に楽しく遊ぶことができていたのだと分かりました。（７組女子） 
 
◆私は、はま幼稚園に年中の間だけ通っていたので、懐かしいなと感じました。園長先生が覚えて下さっていた

ので、嬉しかったです。幼稚園での仕事は、園児たちのお世話が多いのかと思っていましたが、それに加えて部

屋や園児の使用した道具の掃除などがありました。裏方の仕事もこなされていて、簡単に真似できることではな

いなと思いました。明るい先生方でも悩む時期はあったらしく、「自分に力がないと感じたときに、この仕事は

本当に自分に向いているのかと考えてしまった」とおっしゃっていました。どんな職業でもこの壁にぶつかって
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しまうと思うので、私もその悩みに負けてしまわないような人になろうと思います。（５組女子） 
 
◆先生に一番大切なことを聞いたら、「子どもたちの成長していることや課題を見つけていくことだ」と仰って

いたので、やっぱり、一人ひとりをしっかり見つめることは、大切な仕事なんだなと思いました。小さい子ども

は自分の思っていることを素直に伝えることは苦手だと思うので、そこを自分で考えて子どもの成長を近くで見

守っていけるのは、すごく素敵な仕事だなと思いました。（４組女子） 
 
◆私は中学の時の職業体験でも、別の場所ですが、幼稚園へ行きました。その時は一緒に歌ったり遊んだり、給

食や着替えの世話をしたりして、教室の掃除をするという内容で、全てが楽しいと思うことしかありませんでし

た。でも今回は、ほとんどが雑草抜きをしていて、雨上がりだったので蚊も多く、本当に大変でした。小さい子

がかわいい、癒される、そういった思いだけでは、続けられない。園児たちが快適に過ごせるようにという理由

はあるにしても、雑用という重労働に、耐えられる強い意志がないと現実的には厳しい仕事だなと、身を持って

感じさせられました。（６組女子） 
 
◆今回、就業体験に行って印象に残ったのは、先生の方々が、常に素敵な笑顔でお仕事をされていたということ

です。子どもたちがいいことをしたら、すぐにほめてあげて、いけないことをしたら、しっかり目を見つめて「い

けないんだよ。」と教えてあげる、まっすぐに向き合うところが、大事なんだなと思いました。（４組女子） 
 
◆幼稚園の先生といえば、女性に人気で、子どもたちと触れ合えたりして楽しそうというイメージを持っていま

した。でも楽しいだけではやっていけないということがよく分かりました。これはどの職業でも同じだと思いま

す。今日は主に掃除をしました。外回り、本棚、窓ガラス、色々なところをしました。この仕事は正直しんどか

ったです。でも、子どもたちがこんなにも生き生きして楽しそうにしているのは、なぜだろうと考えたとき、先

生方のこういう掃除であったり、裏の支えがあってこそだと思います。本当に今日は、幼稚園の先生が本当にす

ごい職業だと分かりました。私も人の役に立てるようになりたいです。（６組女子） 
 
◆半日でも大変で疲れたなと思ったのに、毎日仕事している先生方はすごいなと思いました。子どもがけんかし

た時も、二人の言い分を聞き、どっちもの悪いところを指摘し、すごく怒ったりすることもなく、その場をおさ

めたところを見て、さすがだな、すごいなと思いました。警戒して、あんまり子どもが寄って来てくれないかな

と思ったんですが、意外に話しかけてきてくれたので、嬉しかったです。（６組女子） 
  
 
⑪【尼崎中央病院様：３日間お世話になりました】 

◆今回の看護体験をして、とても貴重で楽しかったです。一番印

象深かったのは、患者の食事や飲み物です。患者の病気の状態や

体力などによって、硬さや形などを変えていることを知り驚きま

した。実際、スープ状になった料理を食べてみて、味は美味しか

ったのですが、食感が少し気持ち悪かったです。お茶も、ドロド

ロの「とろみ茶」というものにして飲みやすくしているそうです。

それを飲んでみて、逆に飲み込みにくかったです。他の体験では、

血圧を測ったり、ナースコールを押したり、ストレッチャーに乗

ったり点検したりなど、とても普段できない貴重な体験をしまし

た。ナースコールでは、患者さんのベッドから看護師さんのスタ

ッフルームにつながっていて、すごいなと思いました。 
 看護師さんはとても大変できつい仕事だとわかっていましたが、今回の体験でさらに現実を知ることができて

よかったです。（５組女子） 
 
◆私は、看護師になりたいと思い看護体験に参加したのですが、他の医療職の方からお話を聞いてみると、看護

師以外の職業にも少し興味を持つようになり、将来の選択肢が増え、改めて自分がどんな職業に就きたいか考え

させられました。３日間の看護体験で、さまざまなお話を聞いたり、体験をさせてもらったりして、看護師さん

に自分がイメージしていたことと、現実とが違うことを知り、看護師さんの厳しさを実感することができた。 
病棟体験で患者さんとお話しさせてもらったのですが、患者さんにとって一番うれしいのは、「元気ですか？」

と一言どんなことでもいいから声をかけてくれること、というのを聞いて、困っている人や、元気のない人に少

しでも元気になるような声かけができる看護師になりたいなと思いました。（６組女子） 
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⑫【尼崎医療生協病院 様】 

◆今回、尼崎医療生協病院で、看護師体験として、DVD を見たり、車いす・手洗い体験、病院内見学、看護師

さんとのお話などをさせていただきました。まず、DVD を見て感じたことは、新人ナースの教育がしっかりし

ていることと、患者に対する優しさです。新人は初めは先輩と回り、レポートも夜遅くまで付き添ってくれるそ

うです。また、患者のことを常に考えて、誕生日にしてあげられることはないかと病院中で考えている姿を見て、

とても温かい病院だと感じました。車いす体験で実際に乗ってみて、歩行者にはわからないくらいの差かも、乗

ったら怖いと知りました。看護師との話では、高校時代の勉強から、専門学校の学生時代の生活、病院に勤め始

めたころから現在まで細かく聞くことができました。この病院では、新人には夜勤はやらせず、基本から教えて

くれると言っていたので、とても良いと思いました。本当にいい体験でした。ありがとうございました。 
（５組女子） 
 
◆一日だけでしたが、たくさんのことを体験することができました。体験の他、看護師の方からお話を聞けて、

見学だけでは学べないことを学ぶことができました。また、看護師体験では、産婦人科を体験させていただきま

した。産婦人科では、実際に生後間もない赤ちゃんを抱っこさせてもらいました。赤ちゃんの抱っこに慣れてい

ない私はとても緊張しました。「命の重さ」を感じ、数分抱っこしただけで、すごい疲れました。「母子ともに健

康に出産し、退院していってほしい」という看護師さんの思いが伝わってくるようなナースステーションだった

ので、改めて私もこうしたところで働きたい！！と思いました。 
 今回の一日看護体験では、普段勉強したり調べたりするだけでは分からない、貴重な体験をすることができま

した。学んだことを、これからの生活に活かしていきます。 
（６組女子） 
 
 

⑬【いちご薬局 様】 

◆今回の薬剤師一日体験では、色々なことをしました。一番印象に残っていることは、監査レンジという機械を

見たことです。この機械は患者に渡す薬があっているかどうかを確認できたり、写真を残すことでどんな薬をど

のくらい渡したかが分かるものでした。とても短い時間で確認と正確なデータを残すことができるのが凄いと思

いました。他には、粉薬を包んだり、液体の薬を測って実際に自分達で調合したので、いい体験になりました。

いつもは見ることのできないところを見られて良かったです。 
この体験に参加して、前よりももっと薬剤師になりたいと思いました。勉強を頑張ろうという気持ちが出てき

たし、半日で短い時間だったけれど、中身が濃くて色々なことを教わりました。一人で遠くまでの行き方を調べ

て行ったり、訪問先の大人の人たちへの話し方や、初対面の、同じ体験をする人たちとも話すことができて、薬

剤師体験以外のことも学ぶことができました。（２組男子） 
 

 

⑯【兵庫県立リハビリテーション中央病院 様】 

◆今回の体験では主に、理学療法士になった際に行うマッサージや、それぞれの症状を持った患者さんに合った

道具の処置の仕方等、もし自分が将来この仕事についたときに直結するような体験ができて、とても良かったで

す。また今回の体験では、そういった専門の知識だけではなく、他にも色々なことが学べた体験であったと思い

ます。まず僕が最初に感じたことは、僕たちを指導してくださった療法士の方々が全員「笑顔」だったというこ

とです。特に長い間関わることになる、担当の医師と患者さんとの間に、まず大事なことは、お互いの信頼関係

を築くことです。なので、みなさんは、普段からまず第一印象をよいものにすることを心がけているんだなと思

いました。 
 最後に、今回実際に仕事をしたり話を聞いたりして、理学療法士はとてもやりがいのある仕事だなと感じまし

た。この体験は絶対に今後進路を考える上で貴重な材料になるなと思いました。（４組男子） 
 
◆自分は、理学療法士について少し気になり、就業体験に行くことになりました。自分は、右肘のリハビリを今

も行っています。その度に、理学療法士の人にお世話になっていたので、自分も理学療法士について、もっと詳

しく知り、そして、どうすれば理学療法士になれるのか、今回の講義でとてもわかりました。そして、実技体験

もあり、車いすはどのように扱うのか教えてもらったり、体が柔らかくなるストレッチ法があったり、そして、

ケガをしている人がよく使っている木は色々な種類があったりなど、道具のことやストレッチまで細かく教えて

もらいました。理学療法士の方は、どうすれば良くなるのかだったり、道具の使い方やけがの対処まですべての
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ことを理解していたので、理学療法士になるためには、様々な知識がいるんだと思いました。自分も人を助けら

れる仕事をしてみたいと思いました。（７組男子） 
 
 
【県庁インターンシップ（福利厚生課）：５日間】 

◆私はインターンシップに参加して、たくさんの貴重な経験ができました。配属されたのは、福利厚生課という

課で、私一人しかいなかったのですが、職員の方が優しく迎えてくれました。１日目から福利厚生課の一員とし

て仕事をしました。アンケートの集計や会議の受付、表紙イラスト募集用紙の作成などの作業、書類整備なども

しました。福利厚生課は公立学校共済組合でもあると聞いて驚きました。公立学校共済組合とは、全学校の先生

で構成されている組織です。私が一番驚いたのは、この課が組合員である先生たちの個人情報を管理していると

いうことでした。ロッカーに年ごとにたくさん個人情報があるので、管理するのはとても大変なんだろうと思い

ました。保険証を発行するところとか、普通は見られないところを見られたのが、とても勉強になりました。実

習を受けているときによ職員の方々に何度も教えていただきました。事務の仕事はエクセルなどを使うので、こ

れからはワードやエクセルを使えるように勉強していきたいと思いました。 
 この５日間で始めて見たものや、体験することが多く、私にとってとてもいい経験になりました。最初は不安

でいっぱいだったけど、だんだん不安はなくなっていき、もっと続けたいと思いました。私は前から公務員を目

指していましたが、このインターンシップを機に、県庁で働いてみたいと思うようになりました。インターンシ

ップで学んだことを自分の進路に役立てていきたいです。（５組女子） 
 
【県庁インターンシップ（県警察本部）：５日間】 

◆今回、インターンシップに１週間、県警察本部へ行かせていただきました。まず１日目は兵庫県公館へ見学に

行きました。兵庫県公館では多くの部屋があり、普段立ち入り禁止の場所を見学できたり、全国都道府県の知事

が集まれるように椅子が４７席あり、とても広い空間などには行ったりできました。屋上庭園では、色々な工夫

がされていました。 

２日目は、県警察本部を見学しました。１１０番を受けるところでは、１日１５００件ほど来るそうです。そ

の中でも１００件近くは、いたずらだそうです。いたずら電話は、絶対にしてはいけないと思いました。 

３日目は街頭キャンペーンを行いました。三宮駅の改札前で、特殊詐欺防止に関するティッシュ配りをしまし

た。高齢者中心に自ら声をかけて配れたのでよかったです。 

４日目は機動隊へ見学と体験をしに行きました。潜水隊やレンジャー隊を体験しました。ドラマなどで見るよ

うに、ビルを伝って下りていく降下を体験しました。よい姿勢を取るのが難しかったです。そして、綱渡りもし

ました。みんな回転してちゃんとわたれていなかったのですが、私はきれいにバランスが取れ、最後まで渡るこ

とができました。 

５日目の県警察学校では、この４日間とは比べものにならないくらい貴重な体験ができました。鑑識体験では、

自分の指紋を採取しました。ドラマの通り綿のようなもので粉を付け指紋を浮き上がらせていました。音楽隊で

は、チアのホッブズがとてもきれいな方が多かったです。教練を初めて見たとき、正直ひきました。すごく厳し

い訓練をしていました。盾を持っての坂道のランニングは、盾を片手で持つのがしんどかったです。自分は耐え

られるのか不安になりましたが、（県警の採用試験に）合格することができれば、最後までやり切りたいと思い

ます。（５組男子） 

 

 

【事業所インターンシップ（株式会社ビーワン一番星 様）：５日

間お世話になりました】 

◆一番星での主な仕事は販売と商品出しです。僕は販売とか初め

てなので、ちゃんとできるか不安でした。最初の仕事は、届いた

商品のチェックと種類に応じてハンガーにかけたり、値段をつけ

たりするのですが、すぐに慣れて自分で判断してできるようにな

りました。 

 次に販売です。レジで預かった金額を確認したり、ポイントカ

ードの有無を聞いたり、間違いがないように気を使いました。「あ

りがとうございました。」という感謝の気持ちは大切だと思いまし

た。お客様が次またここに来て、買い物したくなるように言いたいと思います。時間が余った時は、ネームプレ

ートを作ったり、陳列を直したり、自分の知らなかった仕事がたくさんあることを知りました。 

 今まで何気なく買い物をしていたけれど、売る側にもいろいろな人が携わり、商品が売られていることを思い
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ながら買い物をしたいです。この５日間、初めての経験ばかりでしたが、分からないことは人に聞き、お客様が

いても慌てずに対応することが大切だと思いました。インターンシップでお世話になった方々にも、とても優し

くしていただき、楽しく学ぶことができました。（５組男子） 

 

◆今回学んだことは、いつでも挨拶を心がけて、客に接すること。客に

接するということがこんなに難しいものだと初めは思わなかった。やっ

ぱり少し恥ずかしかったし、何て言えばいいのかわからなかった。いつ

もしてもらっている立場としても接客してくれるのが嬉しいとしても、

いざ自分がやろうとする時は、やっぱり少し戸惑ってしまうところがあ

った。レジをさせていただいたけど、初めは全然覚えられなかったし、

領収書を書く時も手伝っていただいたし、一人ではできないことを痛感

した。それと同時に、助け合えば何でもできるということを学んだ。人

が困っているときに手助けをすれば、早めに仕事を終わらせることがで

きるし、中も深め合えることを学んだ。 

 そして何より、この仕事をしていてとても楽しかった。勿論足が痛くなったり、ミスしたりして精神的にしん

どかったのもあったけど、スタッフさんとたった５日間しかなかったけど、とても充実していたと思った。就職

するための課題も見つかったし、何を改善すべきなのかもわかった。一つの課題であるコミュニケーション能力

を軸にして、これから一つずつでいいから自分を高めていこうと思った。（４組男子） 

 

【事業所インターンシップ（シェ・ノグチ 様）：４日間お世話になりました】 

◆自分は、シェ・ノグチでインターンシップをさせてもらえて、大きく二つ学び

ました。１つ目は、お客様に対する言葉や接客などです。最初は自分は「いらっ

しゃいませ」と「ありがとうございます」言って、そして笑顔でいれば最低限大

丈夫なんだろうなと思っていましたが、それだけでは足りず、自分が最大限でき

ることをその人にしてあげることが大切なのだと思います。自分がこのインター

ンシップで見たのは、お客様が悩んでいるときに、そっと近付いてお客さまと一

緒に考えて、商品の説明をしたり、子ども連れの人とかお荷物が多い人のために

ドアを開けてあげることが大切なんだと分かりました。 

 ２つ目は、自分達の周りには、より多くの人が支え合っているのだということです。自分は９時からでしたが、

他の人はケーキ、焼き菓子などを作るために、２時間、３時間前には入っている人がいるからです。そして、オ

ープンをする前には、ショーケースには、ケーキがいっぱい入っていて、そして、店の外周りを掃除するが、道

路などにたばこのゴミなどが落ちていたら率先して捨てたりするから、道路、町などがきれいでいられ、すがす

がしく生きていけるのだと感じました。 

 本当に初日は、自分の不注意でシェ・ノグチや先生方にも迷惑をかけてしまいました。ですが、この４日間は、

自分にとって生きていくのに大切な良い経験をさせてただき、ありがとうございます。この経験を踏まえて頑張

ります。ありがとうございました。（６組男子） 
先生方の感想（引率・見学できた所に限っています） 

①【㈱特発三協製作所 様】 

◇工場の内部の様子を具体的に工程を見せてくれながら説明してくださったので、印象的だった（実際に機械か

ら製品が出来上がってくるところが見られた）。社長のお話が熱かった。 
 
②【コープこうべ 尼崎近松店 様】 

◇どのように現在の職業を選んだのか、高校生の視点から話してもらえた。働きがいや働くことの意義について

も話が聞けた。普段目にすることのない、店の裏側（バックヤード）を見学できた。 
◇昨年より、お店の裏方を見せていただけて、知らないことをたくさん知ることができて良かった。２０名ほど

いたが、１０～１５名ほどにしぼったほうがよいと思いました（裏方が広くないため）。 
 
④【尼崎信用金庫 杭瀬支店 様】 

◇信用金庫の裏側を見ることができて良かったです。店長の熱いトークがとても良かったです。６～７人でも良

いかもしれません。 
◇どんなに前日遅く就寝しても朝４時には起床し、当日の準備にかかるというお話に、金融機関の支店長という

職務の厳しさを感じました。また、大学のネームバリュー以上に、会社に入ってからの努力次第で、いくらでも

仕事の幅を広げるチャンスがあるというお話にも、勇気づけられました。なにより、厳しさの中にも、笑顔で、
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やさしく丁寧な対応をしていただき、尼信のイメージがいっそう良くなりました。ありがとうございました。 
④【尼崎信用金庫 長洲支店 様】 

◇親切であり、尼信のイメージが非常によくなりました。アットホームな雰囲気で生徒も親しみを持てたと思い

ます。お金の数え方や、金庫の開け方、防犯の意義など、面白い内容ばかりでした。 
 
⑤【ヤンマーエンジニアリング株式会社 尼崎工場 様】 

◇働く姿勢や表情などを実際に見ることができたことや、工場内部の見学などは大変有意義でした。特に、施設

見学の生徒の表情がすごくよかったのが印象に残っています。 
 
⑥【住友精密工業株式会社 様】 

◇実際に作業されている従業員の方々のすぐそばまで行くことができ、また様々な部品や機械など手の届きそう

なほど近くにある所を通ったり（手は触れていません！！）したところがよかったです。 
◇工場内の見学は、実際に働いている方の姿を見ることでよい経験になったと思います。 
 

⑦【株式会社トーホー 様】 

◇会社とは利益を上げていく機能的集団だとは思いますが、トーホーさんは、その上に、風通しの良い「家族的」

な集団だという印象を受けました。冗談も日常的に出てとても明るい職場でした。また、「自由に考え行動させ

て、最後には上司が責任を取る」というのは、一般社員にしてみれば、とても頼りがいのある言葉ではないでし

ょうか。工場の隅々、屋上までありとあらゆる場所を見学させていただき、感謝の一言です。生徒たちも、たく

さん質問し、一つ一つに、本当に丁寧に答えていただきました。 
⑧【レンゴー株式会社尼崎工場 様】 

◇本年度作成されたばかりという会社紹介ビデオを見せていただき、また、実際の工場見学で詳しく説明してく

ださり、レンゴー㈱について、大変良くわかりました。また、職業人の「責任」として自己管理や心構えの大切

さをお話し下さいました。生徒からのたくさんの質問にも丁寧にお答えいただきました。 
 
⑩【はまようちえん 様】 

◇実際に生徒が活動している場面を見ることはできませんでしたが、生徒はたくさんのことを学んだようです。

卒園した生徒も２名いたようで、懐かしさとともに、園児の時には気付かなかった、先生方の裏側のご苦労にも

ほんの少し気付けたのではないでしょうか。猛暑の中、しかも、安全を確保しながら子どもさんのお世話をする

こと、その中から、一人ひとりの課題を見つけて成長を図るお仕事には、本当に頭が下がる思いです。卒業生が、

職員として働いている様子も目にして、心強さを感じました。 
 
【㈱ビーワン 一番星 様】 

◇武庫之荘店と名神町店でお世話になりました。５日間という期間、スタッフさんに恵まれ、あいさつや接客、

棚卸、値段はり、陳列など様々な仕事を経験させていただきました。初日と最終日に生徒の顔を見ましたが、そ

の成長に率直に驚きました。来年の就職活動に役立ててまいります。 
 
【シェ・ノグチ 様】 

◇洋菓子の製造販売ということで、特に、販売の仕事を経験させていただきました。接客という仕事で、慣れな

い経験だったと思いますが、この経験が自信につながったと思います。ありがとございました。 

 

 

【県警警察学校（芦屋市）】 

◇県庁インターンシップの一つで、警察官志望者の体験の引率をしました。５日間のインターンシップを締めく

くる最終日が、警察学校での体験実習です。採用１年目の先輩からの講話や、音楽隊の発表鑑賞、機動装備の体

験の後、午後からは教練参加。先輩たちの訓練の声が聞こえるなかでの実習で、来年こそ！の気持ちが湧いてき

たのではないでしょうか。ありがとうございました。 
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先生方の感想（引率・見学できた所に限っています） 
 

①【㈱特発三協製作所 様】 

◇工場の内部の様子を具体的に工程を見せてくれながら説明してくださったので、印象的だった（実際に機械か

ら製品が出来上がってくるところが見られた）。社長のお話が熱かった。 
 
②【コープこうべ 尼崎近松店 様】 

◇どのように現在の職業を選んだのか、高校生の視点から話してもらえた。働きがいや働くことの意義について

も話が聞けた。普段目にすることのない、店の裏側（バックヤード）を見学できた。 
◇昨年より、お店の裏方を見せていただけて、知らないことをたくさん知ることができて良かった。２０名ほど

いたが、１０～１５名ほどにしぼったほうがよいと思いました（裏方が広くないため）。 
 
④【尼崎信用金庫 杭瀬支店 様】 

◇信用金庫の裏側を見ることができて良かったです。店長の熱いトークがとても良かったです。６～７人でも良

いかもしれません。 
◇どんなに前日遅く就寝しても朝４時には起床し、当日の準備にかかるというお話に、金融機関の支店長という

職務の厳しさを感じました。また、大学のネームバリュー以上に、会社に入ってからの努力次第で、いくらでも

仕事の幅を広げるチャンスがあるというお話にも、勇気づけられました。なにより、厳しさの中にも、笑顔で、

やさしく丁寧な対応をしていただき、尼信のイメージがいっそう良くなりました。ありがとうございました。 
④【尼崎信用金庫 長洲支店 様】 

◇親切であり、尼信のイメージが非常によくなりました。アットホームな雰囲気で生徒も親しみを持てたと思い

ます。お金の数え方や、金庫の開け方、防犯の意義など、面白い内容ばかりでした。 
 
⑤【ヤンマーエンジニアリング株式会社 尼崎工場 様】 

◇働く姿勢や表情などを実際に見ることができたことや、工場内部の見学などは大変有意義でした。特に、施設

見学の生徒の表情がすごくよかったのが印象に残っています。 
 
⑥【住友精密工業株式会社 様】 

◇実際に作業されている従業員の方々のすぐそばまで行くことができ、また様々な部品や機械など手の届きそう

なほど近くにある所を通ったり（手は触れていません！！）したところがよかったです。 
◇工場内の見学は、実際に働いている方の姿を見ることでよい経験になったと思います。 
 

⑦【株式会社トーホー 様】 

◇会社とは利益を上げていく機能的集団だとは思いますが、トーホーさんは、その上に、風通しの良い「家族的」

な集団だという印象を受けました。冗談も日常的に出てとても明るい職場でした。また、「自由に考え行動させ

て、最後には上司が責任を取る」というのは、一般社員にしてみれば、とても頼りがいのある言葉ではないでし

ょうか。工場の隅々、屋上までありとあらゆる場所を見学させていただき、感謝の一言です。生徒たちも、たく

さん質問し、一つ一つに、本当に丁寧に答えていただきました。 
 
⑧【レンゴー株式会社尼崎工場 様】 

◇本年度作成されたばかりという会社紹介ビデオを見せていただき、また、実際の工場見学で詳しく説明してく

ださり、レンゴー㈱について、大変良くわかりました。また、職業人の「責任」として自己管理や心構えの大切

さをお話し下さいました。生徒からのたくさんの質問にも丁寧にお答えいただきました。 
 
⑩【はまようちえん 様】 

◇実際に生徒が活動している場面を見ることはできませんでしたが、生徒はたくさんのことを学んだようです。

卒園した生徒も２名いたようで、懐かしさとともに、園児の時には気付かなかった、先生方の裏側のご苦労にも

ほんの少し気付けたのではないでしょうか。猛暑の中、しかも、安全を確保しながら子どもさんのお世話をする

こと、その中から、一人ひとりの課題を見つけて成長を図るお仕事には、本当に頭が下がる思いです。卒業生が、

職員として働いている様子も目にして、心強さを感じました。 
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【㈱ビーワン 一番星 様】 

◇武庫之荘店と名神町店でお世話になりました。５日間という期間、スタッフさんに恵まれ、あいさつや接客、

棚卸、値段はり、陳列など様々な仕事を経験させていただきました。初日と最終日に生徒の顔を見ましたが、そ

の成長に率直に驚きました。来年の就職活動に役立ててまいります。 
 
【シェ・ノグチ 様】 

◇洋菓子の製造販売ということで、特に、販売の仕事を経験させていただきました。接客という仕事で、慣れな

い経験だったと思いますが、この経験が自信につながったと思います。ありがとございました。 

 

 

【県警警察学校（芦屋市）】 

◇県庁インターンシップの一つで、警察官志望者の体験の引率をしました。５日間のインターンシップを締めく

くる最終日が、警察学校での体験実習です。採用１年目の先輩からの講話や、音楽隊の発表鑑賞、機動装備の体

験の後、午後からは教練参加。先輩たちの訓練の声が聞こえるなかでの実習で、来年こそ！の気持ちが湧いてき

たのではないでしょうか。ありがとうございました。 

 
 

 


