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４７回生普通科（４～８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「一日医療スタッフ体験」（兵庫県

民医連主催）⑤県庁インターンシップ（兵庫県教育委員会主催）のいずれかの体験をさせていただきました。

これも、ひとえに、各事業所、幼稚園、病院、歯科医院、薬局、兵庫県民医連、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。 

 

●事業所（工場など）見学について（引率有り） 

 

 

 企業名 担当者 所在地 受け入れ日（日程順） 人数 

１ （株）日興商会  

事務用品・ＯＡ機器、印刷  

 

生産企画部  

笠井 明様 

尼崎市西長洲町 2－2－18 

（０６―６４８２―３３０１） 

８月 ２日（金） 

１０：００ 

～１２：００ 

６名 

 

【小山】 

２ 

 

（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６日（火） 

１０：００ 

  ～１２：００ 

１６名 

 

【鈴木】 

３ 

 

（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５日（月） 

１３：００ 

～１５：００ 

８名 

 

【神田】 

４ 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８日（木） 

１０：３０ 

～１２：００ 

６名 

 

【難波滋】 

５ 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 次長 

岸田 隆尚 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（木） 

１０：００～１２：００ 

８月９日（金） 

１０：００～１２：００ 

１３名 

 

【細谷】 

【北口】 

【中島】 

【 西 】 

杭瀬支店： 

尼崎市杭瀬本町 2-1-1  

（０６－６４０１－０３３１) 

６ 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 

辻 昴大 様 

尼崎市長洲東通１－１－１ 

（０６―６４８９－８００２） 

８月２１日（水） 

１３：３０ 

～１５：３０ 

２７名 

 

【難波滋】 

【景山 】 

７ 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２２日（木） 

１０：００ 

～１２：００ 

 

３２名 

 

【池田】 

【兵頭】 

８ 

 

コープこうべ 

コープ尼崎近松店 

 

店長 岡田様 

副店長 渡邉様 

尼崎市上坂部３－１１－１ 

（０６－６４９６－０２２７） 

８月２３日（金） 

１４：００ 

～１５：００ 

２８名 

【永吉】 

【山下】 
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●ロボットセミナー&発表会：２日とも参加 

 

●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 

 

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 

(06-6499-4949) 

８月１日（木）～ ２日（金） 

  ５日（月）～ ９日（金） 

 19日（月）～ 23日（金） 

いずれかのうち、午前か午後 

34名 

午前 4人、

午後 4人 

【大石】 

●一日 看護師体験（引率無し） 

 受入先 所在地 受入日 人数・担当 

１１ 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 23日，24日，26日、 

31 日、８月 1 日のうち一

日 

５名 

【中島】 

●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 

１２ 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（水） ２名 

【中島】 

１３ 戸ノ内歯科 （歯科衛生士） 

 

尼崎市戸ノ内町 3-29-7 

（06-6499-0111） 

８月１日（木） １名 

【中島】 

●一日 理学療法士体験 

 受入先 所在地 受入日 人数・担当 

１４ 兵庫県立リハビリテーション

中央病院 

 

中央病院  

神戸市西区曙町１０７０ 

（078-927-2727） 

８月４日（日） 

１３：００～ 

 

８名 

【中島】 

●公務員希望者インターンシップ（8月 19日（月）～23日（金））引率無し 

 事業所名 所在地 連絡先 人数・担当 

１５ 
兵庫県庁 

 知事部局 企業庁総務課 
神戸市中央区下山手通 5-10-1 

078-341-7711 

(代表） 

１名 

【中島】 

 

 受入先 所在地 受入日 人 数 

 

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３０日（火） 

１４：００～１６：３０ 

阪神地域 

高校生 

50名程度 

本校 10名 

【松原】 

・２日目：発表会 

尼崎商工会議所ビル７階   

「７０２教室」 

・２日目 

尼崎市昭和通３－９６ 

・２日目 

８月２７日（火） 

１４：００～１６：００ 

本校 10名 

発表 3名 

【浅田】 
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47回生「高校生就業体験」アンケート集計結果（2019．9） 

１，参加した就業体験について、総合的にどうでしたか？   コメント コメント   

  合計 

1、 
とても
良かっ

た 

2、 
まあま
あ良か

った 

3、どち
らかと

いえば
良くな
かった 

4、 

良くな
かった 

5、 
無回答 

 

 

 

  

 １，企業見学 122 65 56 0 0 1 
   

 ２，幼稚園実習 35 21 14 0 0 0 
   

 ３，看護・医療体験 16 13 3 0 0 0 
   

 ４，ロボットセミナー実習 10 6 4 0 0 0 
   

 ５，県庁インターンシップ 1 0 1 0 0 0 
   

 合計 184 105 78 0 0 1 
   

 当日欠席 9 
    

 
   

             

２，実際に見学や体験ができて、どうでしたか？    コメント コメント   

   合計 

1、 
とても

良かっ
た 

2、 
まあま

あ良か
った 

3、どち

らかと
いえば
良くな

かった 

4、 
良くな
かった 

5、 
無回答 

 

  

 １，企業見学 122 65 52 3 1 1 
 

 ２，幼稚園実習 35 30 5 0 0 0 
 

 ３，看護・医療体験 16 14 2 0 0 0 
 

 ４，ロボットセミナー実習 10 7 3 0 0 0 
 

 ５，県庁インターンシップ 1 0 1 0 0 0 
 

 合計 184 116 63 3 1 1 
 

 当日欠席 9 
    

 
 

             

３．職場の方のお話（職場説明や「働くとは」のような講話）はどうでしたか？    

   （幼稚園は子どもたちとの「会話」はどうでしたか？）   コメント コメント   

   合計 

1、 

とても良
かった 

2、 

まあまあ
良かった 

3、どちら
かといえ
ば良くな

かった 

4、 

良くなか
った 

5、 
無回答 

 

 

 １，企業見学 122 87 34 0 0 1 
 

 ２，幼稚園実習 35 23 11 1 0 0 
 

 ３，看護・医療体験 16 10 6 0 0 0 
 

 ４，ロボットセミナー実習 10 5 5 0 0 0 
 

 ５，県庁インターンシップ 1 1 0 0 0 0 
 

 合計 184 126 56 1 0 1 
 

 欠席 9 
      

☆生徒のコメントより           

①良かった点            

  ・質問の時間をたくさんとっていただき、ありがたかった。      

 ・企業の方々が一団となって働いておられる姿を見ることができた。    

 ・職場の方々とお話しできて楽しかった。自分の知らないことが知れてよかった。    

 ・２度とできない経験ができた。（多数）   

 
・高校生に合わせた内容のお話で分かりやすかった。 

・ホワイトボードに図を描いていただいたり、実物を見せていただいて、より理解を深めることができた。 

 ・社会での厳しさがわかった。尼崎にあんなに大きくてすごい会社があるなんて知らなかった。 

 ・社長さんのお話がとても良かった。将来について考えさせられる話だった。（多数） 

 ・普段は見ることのできない機械などを見ることができた。仕事の大変さが分かった。（多数） 

本年度の「就業体験」総

合的な評価は、１８４人

中、１７５人（９9％）

が「とても良かった」

「まあまあ良かった」と

考えており、大変高い評

価であった。 

実際の体験や見学について
は、１８４人中、１７９人
（９７％）が「とても良か
った」「まあまあ良かっ
た」と答えている。特に、
幼稚園実習、看護医療体
験、ロボットセミナーの７
０％以上は「とても良かっ
たと」答えている。実習が
中心の就業体験は、評価が
高いといえる。 

「職業講話」について

は、１８４人中、１８２

人（９９％）が肯定的な

意見だった。企業の方の

講話を興味深くうかが

い、今後の自分の人生に

活かしたいという意見が

数多く見られた。 
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 ・詳しくお話をしてくださった点。いろいろなお話を聞くことができた。 

 ・細かいところまで見ることができた。普段、見ることができないものも見ることができた。   

 ・実際に働いていらっしゃるところを見ることができた。（多数）    

 ・丁寧に説明してくださってありがたかった。（多数）      

 ・ばねがどのように作られているかが分かった       

 ・見学もお話も面白かったし、説明も丁寧だった。  

 ・具体的に説明していただいた。実物も見せていただき、わかりやすかった。   

 ・仕事の楽しさとやりがいが学べた。大変なこともあると具体的に話してくださった。   

 ・お客様にどのような気持ちで商品を作っているのかという熱心な気持ちが伝わってきた   

 ・今後の自分の働く姿勢の参考になった      

 ・どのように仕事を選んだらいいのか、今することはなにかを教えてもらうことができた。 

 ・普段、見ることのできない銀行の裏側を知ることができた。（多数）    

 ・お札の数え方を丁寧に教えてくださった。         

 ・働いている人の生の声が聞けた。少しだが、税やお金の数え方、銀行の仕事について知れた。   

 ・働く上で大切なことを教えていただいた。（多数）  

 ・どんな仕事なのかが具体的に分かった  

 ・写真などを使って説明してくださり、わかりやすかった。   

 ・話を聞くだけでなく実際に見ることができたこと。世界での役割など詳しく話を聞けた点。   

 ・見学中も詳しく説明してくださった。スクリーンでも説明もわかりやすかった。 

 ・企業について具体的に知ることができた。エンジンについてよくわかった   

 
・エンジンがどうつくられて、出荷されるのかの話が面白かった。 

・どうやって作られるかを実際に見せていただいた。 
  

 ・普段は見学できないようなところを見せていただいた  

 ・普段は入れない有名な企業に入れてよかった。       

 ・会社の方々全員が切磋琢磨して頑張っている様子が分かった。  

 
・実際に企業の中を見ることと、お話が聞けて良かった。 

・質問をしたら丁寧に返してくれてありがたかった 
   

 ・身近な企業をよく知ることができた。（多数） 、  

 ・たくさんの人が働いているのを、近くで見ることができて参考になった    

 ・どんなものを作っているのかを見ることができた。企業の大きさを知ることができた   

 
・普段の生活では見ることができないことが見れてよかった。良い経験になった。勉強になった。 

・将来のために何をしておくべきかを知ることができた。 

 ・自分の知らないことをたくさん知れた。説得力のある話が多くて勉強になった。    

 
・どのような人が働いて、どうすればここで働けるかなど、具体的な説明がよかった。 

・社員のみなさんが、自分の仕事に誇りを持っておられた。 

 
・社会人として働いている人から、働くことについて聞くことができてよかった。 

・人事の人から面接での印象などを聞くことができた。 

 ・働くことの意味や大人になる準備などの話をきかせてもらえてためになった。    

 ・様々な機械や実際に作っているところを見ることができた。社会に出てからの話も聞けた。   

 ・働くことの大変さがわかった。（多数）      

 ・社会人になるうえで大切なことを教えてもらった。       

 
・普段見ることができない工場の中や、担当の方のお話では社会人になるにあたっての話など、今の自分

にもためになる話をしてくださった 
  

 ・将来のことを考えるきっかけになった     

 ・とても気さくにお話をしてくださった。どんな質問にも答えてくださった   

 ・具体的な仕事の内容だけでなく、人生の先輩として高校時代にやっていてよかったことなどを聞けた。 

 ・お話をしてくださる一人一人の内容がとても濃かったので聞きごたえがあった。   

 ・社会人になったら必要なことを教えてくださった  

 ・自分の質問に丁寧に答えてくださってうれしかった      

 ・仕事以外のことも聞くことができてよかった  

 ・短い時間だったが、深い内容でよかった       

 ・将来自分たちが働くにあたっての心構えなど、貴重な話がたくさん聞けた。     
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 ・将来のために役立つことをたくさん聞けた。        

 ・将来について、今やるべきことなどを考えることができた。  

 ・自分がどんな職に就くのかを考える良い機会になった。この経験を活かしたい。     

 ・子どもたちと遊んだり話したりするだけではなく、草むしりや片付けなどのしんどい体験もできた。（多数）    

 ・子どもたちは元気でたくさん遊べた        

 ・普段できない貴重な体験ができた。仕事の厳しさ楽しさが知れた。      

 ・先生の仕事は子どもたちの世話だけでないことがわかった       

 ・リアルな先生の仕事について知れた。とてもよい経験になった。先生方にもよくしてもらった。 

 ・先生方は一人ひとりに対しての向き合いかたが異なり、考えて行動することの大切さを知れた 

 ・卒業生の先生がいていろいろとお話しできた。  

 ・子どもたちと一緒に遊べた。先生方からアドバイスをたくさんいただいた   

 
・子どもの成長に対してどのように接していくかを、身をもって体験できた。 

・幼稚園の裏の仕事など、先生の仕事内容が良くわかった。良いしかり方、ほめ方が分かった。 
    

 ・裏方の仕事も知ることができた。たくさんの子供と接して大変だった。 

 ・実際にどんな仕事をするのかを体験できて、将来のためになった。 

 ・幼稚園の先生の大変さも楽しさも学べた 

 ・無邪気な子どもたちと触れ合えた 

   ・幼稚園の子どもたちとの会話が新鮮だった。子どもたちのいろいろな個性を感じられた（多数） 

 ・先生方は子どもとの触れ合いの中でも安全策を立てるなど、裏側を知れた 

 ・先生の大変さをすごく実感できてよかった 

 ・子どもが苦手だったが少し好きになれた。先生たちの大変さがわかった。 

 ・子どもたちとかかわることで、コミュニケーション能力の幅が広がった。 

 ・子どもたちが積極的に話しかけてきてくれて仲良くなれた。 

 ・職場は女性も多く、重労働なので大変だと思った 

 ・幼稚園の先生の大変さや女性の先生が多いため、重労働が多く、大変などの問題点を知れた。 

 ・自分が気になっていた分野で体験ができた。 

 ・看護師の病院での仕事を知れた 

 
・看護師になるために、今しておくべきことや進路のことについて詳しくお話してくださった。 

・いろいろな医療体験ができた。 

 ・施設の内容がよかった。大学生の話も聞けた。雰囲気がよかった 

 ・普段は見ることのできない機械や薬品を見ることができた。どんな仕事か 理解を深めることができた。 

 ・医療の現場に足を運んで実際のものを見ることができた。 

 ・作業療法士と理学療法士の違いが分かった。 

 ・職業に対して自分が見ていた観点と職場の方々だからこその観点が知れてとても勉強になった。 

 ・普段聞けないような貴重な体験談を聞けた。 

 ・いろいろな体験ができ、患者との対応の仕方も教えていただいた。 

 ・ロボットの仕組みが分かった。 

 ・実際に溶接するところを見ることができた。 

 ・ロボットの描く未来を思い描くことができた。 

 
・工場見学ができた。普段は見ることのできないロボットをたくさん見ることができた。 

・今のロボット産業について聞くことができた。 

 ・教科書や動画を通してではなく、生で見ることができた。 

 ・実際のロボットが動いているところを見ることができて、楽しかった 

②改善点 

・体験をしたかった 

・できればもう少しゆっくり見たかった 

・人が多すぎて、話が聞こえないところもあった 

・お仕事をしているところも見たかった 
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・持ち物を事前に調べておけばよかった。忘れ物をする人が多く、先生方に迷惑をかけた 

・事前に幼稚園の特徴や子供たちとの接し方を調べておいたらよかった。 

・時間が短かった。草抜きの手伝いをしたときに時間が足りず、やりきることができなかった 

 

 （参考） 先生方の評価（企業見学引率） 提出１０名      

 １．引率された就業体験について総合的にどうでしたか？ コメント   

   合計 
1、 

とても良か

った 

2、 
まあまあ良

かった 

3、どちらか
といえば良

くなかった 

4、 
良くなかっ

た 

 
 

 １，企業見学 10 10 0 0 0  

            

 ２．実際の見学や体験について、どうでしたか？ コメント   

   合計 
1、 

とても良か

った 

2、 
まあまあ良

かった 

3、どちらか
といえば良

くなかった 

4、 
良くなかっ

た 

 

 １，企業見学 10 8 2 0 0  

            

 ３．職場の方のお話（職場説明や「働くとは」のような講話）はどうでしたか？ コメント   

   合計 
1、 

とても良か

った 

2、 
まあまあ良

かった 

3、どちらか
といえば良

くなかった 

4、 
良くなかっ

た 

 

 １，企業見学 10 10 0 0 0  

 ４．先生方の意見・感想から…         

 ☆内容について          

 ・工場を見学し、コストカット時間削減の工夫を丁寧に教えていただき、勉強になった 

 ・生徒は働いている方を見て働くことのイメージがわいたようだった。担当の方からも話を聞き、勉強になった。 

 ・会社紹介、工場見学を通して、仕事の在り方を実感できた。 

 

・社長さんの講話では日々の学習がいかに社会に出たときに役立つかを実際的に話されており、生徒が得るところ

が多かった。 

・工場内を丁寧に、時間をかけて見学できた。 

 
・生徒ももっと積極的に手を挙げて質問すればよかったが、担当の方が手が上がるまで待っていてくださったおか

げで、数名の生徒が質問できた。 

 ・会社紹介、工場見学等、非常に丁寧に対応してくださった。生徒の様子もおおむね良好だった。 

 ・わかりやすく丁寧に説明をしていただいた。     

 ・見学に際し、安全に留意していただいた点       

 ・実際にエンジンの製作過程を見学さていただき、よい経験になったと思います。  

  

・40分間、店長さんと、副店長さん、調理スタッフ 2名の方が、ローテーションする形で、４つの班に分かれて、

質問や苦労されている点、失敗談などを伺うという形で進みました。生徒は時折笑顔を見せ、和やかな雰囲気で

話を聞いていました。店舗の見学などを残りの時間でしていただけたらよかったと思いました。 

 ・実際に工場内を見学させていただいたので、生徒にとっても良かったと思います、  

 

・説明が具体的でわかりやすかったです。一般の人が見ることのできないところ（金庫など）を丁寧に説明してく

ださったのでとても勉強になりました。お金の数え方の体験もよかった。生徒が静かで質問をしなかったのが残

念だった。 

・働くということをイメージしやすいお話を伺えた 

・職場の説明や「はたらくこと」について実際に働いていらっしゃる人から聞くことができたのは、貴重な体験であったと思い

ます。 

・資料などを使い、生徒が理解できるように具体的に説明していただいたので、よかった。お金の数え方も一人一人ていね

いに指導していただけた。 

・本校生徒 3名を含む、6人が発表しました。代表が東京に招待されることで、NHKなどが取材に非常に緊張した雰囲気で

した。 

 

 

全員の先生方に「とても良かっ

た」という評価を頂いた。 

全員の先生に「とても良かった」
という評価を頂いた。生徒の反応
もとてもよかったようである。 

ほとんどの先生方からよい評価を
頂いた。各企業の担当者の方々が
見学内容を工夫してくださったお
かげだと思っております。 
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参加生徒の感想 

 

①（株）日興商会 様 

  日興商会さんに行って、僕は印刷の奥深さを学びました。印刷には平版、凸版、孔版、グラビアの 4種

類があり、それぞれの会社や用途によって印刷方法が違うことを知り、印刷物に対して「これはどんな印

刷方法なのだろう」と気にするようになりました。また、２４台もの大きな機械が会社にあり、とても驚

きました。今回、会社を案内していただいた林さんのお話は、印刷に関するテレビドラマが出てきたり、

紙をまとめるためのミシンのお話でミシンの由来を教えてくださったり、印刷の歴史を教えてくださった

りと印刷に対する林さんの愛を感じました。最後の質問コーナーではお客様の感謝の言葉のありがたさや

やりたいことをずっとできるとは限らないなど、自分が親から教えてもらったことと同じだと思い、時間

を忘れて話を聞いていました。このような、貴重な体験ができてとてもよかったです。（男子） 

  日常生活の中で使用するもののほとんどに「印刷」という技術が使われているのだと驚きました。思っ

ていた以上に印刷の種類があり、また、印刷物によって分けていることを知りました。日興商会さんは一

貫生産工場といい、印刷に関することをすべて請け負っていて、お客様の細かい要望にこたえるオーダー

メードが多いそうです。お話を伺った課長の林さんが思う仕事のやりがいは、要望に１００％でこたえる

のは当たり前で、それ以上の成果を出したときに「ありがとう」と言われたときに嬉しさを感じるとおっ

しゃっていました。自分がやりたいことができると思って入社しても、違ったことをやらなければいけな

い時も多くあり、すべてが仕事だと思ってその仕事を面白くするのも自分なのかなと思いました。今回、

職場を見学させていただいて、職人のすごさを見ることができたし、印刷はこの世の中になくてはならな

いものだなあと思いました。（女子） 

 

②特発三協製作所 様 

  特発三協さんでは、普通ではできないような小さなばねを作って提供してくれているというところ

や、お客様と実際に話をして試作、開発、量産をしているところが、特発三協さんの強みだと感じまし

た。工場見学では、生産しているところや試作場所、事務所などに分かれ、それぞれの場所に担当者の

方がおられました。それを見て、チームワークがとても大切で、それがしっかりしているからこそ、生

産から出荷までも早いのだろうと思いました。また、社長さんのお話を聞いて、今やっている勉強がど

こかで役立つときがくると聞いて、もっと勉強を頑張らないといけないと思いました。お話を聞いて、

将来の可能性や道が、もっと広がったように思いました。（男子） 

  ばねと言ったらボールペンに入っているようなくるくるしたばねを想像していました。しかし、特発

三協では、平べったく見た目ではばねだとわからないような皿ばねなどの他の工場では取り扱っていな

いようなばねをたくさん作っていました。また、営業チーム、技術チーム、製造チーム、業務チーム、

品質保証チームといった細かい分野に分かれていて、たく

さんの工程を踏んで私たちのもとに届いていると思うと感

動しました。そして、社長さんから、いろいろな経験を積

んで他人とは違う個性を磨くことが大切だとお聞きし、そ

の通りだなあと思いました。就業体験で普段見ることので

きない場所や作業を見ることができ、社長さんのお話も聞

くことができて、とても刺激を受けました。（女子） 
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③（株）トーホー 様 

  トーホーさんは主にネームプレートの印刷をはじめ、看板やプリント類の印刷を手掛けていらっしゃ

るとても立派な会社でした。工場内を見学していると、工場はとても広く、見たこともないような大き

な機会があり、なかには日本で購入すると２億円もするロシア製の大きなものもありました。担当の佐

藤さんのお話を伺う中で、トーホーさんは「楽しく、明るく、積極的にものを考えて行動する」という

ことをモットーとしているそうです。佐藤さんはこのフレーズを何

度もおっしゃっていました。また、さらに大切な会社のコンセプト

は、「お客様のニーズに１００％こたえ、それに加えて、よいもの

を素早く相手に感想を与えるものづくりをすること」だそうです。

佐藤さんのお話はとても熱く、お客様に対しての強い気持ちが伝わ

ってきました。佐藤さんだけでなく、会社で働くひとりひとりの方

がトーホーという会社に誇りを持っている姿にとても感動しまし

た。（女子） 

  今回の就業体験で一番感じたのは、勤めている方が明るく一生懸命に仕事に取り組んでおられて、と

ても良い雰囲気だと感じました。今回、担当してくださった製造本

部長の佐藤さんが、お客様のニーズにこたえるうえで、１００％の

努力で答えるのはもちろん、プラスして感動を与えられることを大

切にしていることに、本当に本気で仕事と向き合っているんだと感

じました。また、毎週月曜日に集会を開いているということで、そ

のような活動も社員さんのやる気を起こさせているのだとも感じま

した。私が働くようになったらトーホーさんのような「明るく、仲

良く、積極的な会社」で働きたいと思いました。（女子） 

 

④レンゴー株式会社 様 

  私は普段何気なく使っている段ボールにいろいろな工夫がされていることがわかりました。レンゴー

株式会社さんは“Less is more”をキーワードにして環境負荷の低いクリーンなエネルギーを採用した

り、CO2排出量の削減のためにバイオマス焼却発電設備の導入や大規模太陽光発電設備の導入などによっ

て、CO2の排出量削減を達成し、2020年度はさらに削減していくということおっしゃっていました。私

は CO2の削減のためにさまざまな対策を取り入れたりしてとてもすごいなと思いました。私は目標を達

成してしまったらそれで満足してしまうけれど、さらに上の目標を立て、達成しようとすることがとて

も大切なんだと思いました。いろいろなことが学べてよかったです。（女子） 

  見学をしてみて、レンゴー株式会社さんは西日本一の生産量と商品量を誇る最先端の生産システムを

持つ段ボール工場ということがわかりました。工場の中は古紙を溶かすためとても暑い空間で仕事をさ

れていました。熱中症にならないように 4つのグループに分かれてこまめに休憩をとっているとのこと

でした。工場で働いている人はシャキシャキと働いておられました。工場では機械の音がとても大き

く、特に特に大きな段ボールを取り換える音はとても大きくて、爆発音のようでとてもびっくりしまし

た。段ボール工場はとても危険なので、普通の人は仕事をさせてもらえないと思いましたが、小田高の

先輩も働いておられるということで、すごいなあと思いました。（男子） 
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⑤尼崎信用金庫 長洲支店 様 

  尼崎信用金庫さんは自分が思っていたよりも多くの仕事をされていました。まず、資金が必要な人に

お金を貸すという資金仲介機能と預金を貸し出して社会全体のお金を増やしている信用創造機能があり

ました。これらは、今からお店を作ろうとしている人に資金を一度貸して、後から利子付きで返しても

らうということです。大学入試にも出てきそうな言葉をたくさん聞きました。特に、高校一年生の現代

社会で学んだ語句もあり、考えやすかったです。尼信さんは地域貢献活動で、スポーツの森の公園に、

市民のみなさんと一緒に森を作るという取り組みをしておられます。地域を明るく住みやすい場所にし

ようと取り組まれています。銀行は内部の仕事だけでなく、お客さんや地域の人たちのためにも必要な

存在で、大人になったら地域貢献活動に積極的に参加しようと思いました。短い時間でしたがとてもた

めになった時間でした。（男子） 

  尼崎信用金庫に行くことができてとてもよかったと思いました。銀行というとお金の貸し借りのイメ

ージが強かったのですが、実際にお話を聞いてみると、それ以外のお仕事も多く、その仕事のすべてが

他人からの信用が必要だとわかりました。なので、信用金庫という名前がついているのかなとも思いま

した。最近は信用金庫が少なくなってきていることについても教えていただきました。担当する地域が

被ると店舗を統合してひとつにすると伺いました。銀行でもそんなことがあるのかと驚きました。今回

の就業体験では学ぶことが多く、実際に見学させていただいたからこそわかることがたくさんありまし

た。店舗内での作業風景を見せていただき、資料室にはものすごい数の資料が置いてありました。貴重

な金庫の中まで見せていただき、とても勉強になった一日でした。（男子） 

 

⑥尼崎信用金庫 杭瀬支店 様 

  今回、尼崎信用金庫杭瀬支店に伺いました。杭瀬支店は杭瀬商店街のすぐ近くにあるので、預金を多

くされている高齢者の方が多く、相続についての相談（相続税の節税の仕方など）を受けることが増え

ているそうです。これを聞いて、今の銀行の業務にはそんなこともあるのだなあと驚きました。時代に

合わせて仕事の内容も変わっていくというような、他の仕事にはない特徴があると思いました。他に興

味深かったのは、練習用のおもちゃのお札を使って、お札の数え方を教えていただき、練習したことで

す。縦読みと横読みがあるそうで、どちらも初めてやったのですが「初めてにしては上手だ」とほめて

いただいてとてもうれしかったです。とても貴重で興味深い体験ができ、よい時間を過ごすことができ

ました。（女子） 

  私は今回の就業体験で様々なことを学ぶことができました。私たちの生活とかかわりの深い金融機関

について知ることができる良い機会になりました。私は、今まで銀行はお金を貸したり、借りたりする

だけの所だと思っていましたが、それだけではなく、お年寄りの相続税をどうすれば少しでもへらすこ

とができるかのアドバイスや、環境保全活動等、私たちや地域を第一に考え、様々な活動を行っている

と知りました。また、実際にお金を数える体験をさせていただきました。職員の方々は何気なくやって

いるようなことなのに、自分にはとても難しく感じ、本当にすごいと思いました。今回、お話を聞い

て、「自分も相手も納得できる仕事をす

ることが大切」という言葉が一番私の心

に響きました。今回の就業体験で学んだ

たくさんのことを、自分自身が将来就職

するとき、仕事をするときに活かしてい

きたいと思います。（女子） 
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⑦ヤンマー株式会社 様 

  学校の近くにこんなにも大きなすごい会社があることを知りませんでした。エンジンの組み立て作業

を見学して思ったことは、ほとんどの人が一人で組み立てをしていて、責任が大きいということです。

エンジンなどの精密な機械は、少しでもミスがあると人の命にかかわると思うので、ミスなどがないよ

うに作るのが大切だと思います。しかし、一人で誰にも指示を受けずに行うことは、私には難しいこと

だと思いました。誰にも頼らずに自分だけで作るには、正しい知識をしっかりと身に着けていないとい

けないので、頭もよくないとできないことだと思いました。自分で考えて動くということは、普段の生

活でもできるので、人に聞いてばかりではなく自分で考えて行動することも意識していきたいと思いま

した。（女子） 

  僕は車やエンジンなどの機械が好きでエンジンの仕組みや技術に興味がありました。ヤンマーは一般

のエンジンや発電機を主に作っている会社だったので、とても興味深く見学することができました。世

界で初めての小型エンジンや、もっと新しいエンジンもあり、とてもおもしろかったです。社員の方々

はみんな手が油だらけになりながら自分の仕事をしている姿がとてもかっこよかったです。将来、自分

が誇りを持てるような仕事をしたいと思いました。船のエンジンを見ているときに、とても大きいと感

じていたものが「中型のエンジン」だと言っておられました。僕たちの知っているエンジンとは全く違

う大きさで驚きました。４～５人の人たちで一つのエンジンを作るそうで、チームワークが大切だと思

いました。こんな身近に、すごい会社があったことに感動しました。（男子） 

 

⑧住友精密工業（株）様 

  今回、住友精密工業さんへ職業体験へ伺い、本気で進路を考えはじめるようになりました。なぜな

ら、社会と学校の違いを深く感じたからです。その違いは働くことを理解するために必要なものだと思

いました。今回、私は働くとは「人と人のお互いのサポートで成り立ち、社会にとって損失が出ないよ

うにプロ意識を持ち、給料をいただいていることを自覚すること」だと思いました。千分の１単位が大

切な細かな脚部製造においては、ヒューマンエラーなどによる細かいミスが原因で部品の製造に失敗し

た場合、加工できなくなるケースもあるそうです。加工などは機械が行いますが、入力などは人が行い

ます。そうした中で責任を持つということは大切なことだと思います。責任感があるだけで集中力が増

すと思いました。今回の職業体験で一番大切だと思ったことは、社会を知り、未来を見通すことが重要

だということです。（男子） 

  今回の就業体験で私が特に注意深く見学しようと思っていたのは、工場内の雰囲気と従業員の方の男

女比です。作業中は誰一人として気を緩ませることなく、高いプロ意識をもって仕事に向かっておられ

る様子を肌で実際に感じ取ることができました。自分自身に役割があることを自覚し、責任を持つこと

で社会人として信頼される大人になることができるのだとわかりました。また、男女比ですが、確かに

女性の方は少なかったけれども、実際に働いている方にとっては、このことは些細なことなのではない

かと思いました。自分の得意分野で自分の能力を活かして会社の

ために貢献している姿はとても格好いいと思いました。実のとこ

ろ、私は当日まで、一緒に見学をする男子生徒の多さに尻込みし

ていました。しかし、実際に働いている方々の真剣さを見て、何

も怖がることはなかったのだと気づきした。とても良い経験をし

たと誇らしく思えました。（女子） 
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⑨コープこうべ 尼崎近松店 様 

  私は今回の就業体験で「コープこうべ尼崎近松店」さんへ見学に行きました。そこで、この先求めら

れるのは周りとの連携、コミュニケ―ション能力、協調性だと思いました。店長さん、副店長さんをは

じめ多くの方々から、社会に出て働きはじめた人にしか分からない貴重な体験、経験を伺いました。話

をしてくださった方々の多くは、「社会に出て一番求められるのは周りとの連携、つまりコミュニケーシ

ョン能力や協調性が何より大事で、個人がどれだけ良い成績を出したとしても、それは何の価値もな

い。」とおっしゃっていました。また、連携というのは単に協力するだけではなく、一人ひとりが自分に

任された仕事に全力で取り組み、店全体の雰囲気を大事にするということでもあると思います。店長さ

んに仕事のやりがいを伺ったのですが、「やりがいは働けること自体。こうやって職について、楽しく働

けることがうれしい。」とおっしゃっていました。ただ単に仕事のことだけでなく、「人としてどうある

べきか」を学ぶことができてよかったです。（男子） 

  今回、就業体験の場所として「コープこうべ」さんを選んだ理由は、身近にあるスーパーに勤めてい

る方々がどのようなことを大切にし、どのような資格をもっておられるのか、興味があったからです。

実際に従業員の方々にお話を聞くと、どんな質問にもはっきりと笑顔で答えてくださり、とても優しか

ったです。従業員の方々のほとんどが共通しておっしゃっていたことは「お客様のことを第一に考え

て、誠意をもって接客をする」ということです。クレームがきても、冷静に聞き入れて対応しておられ

るそうです。資格はアドバザーなどの資格を持っておられたり、

取得するために日々勉強をされているということでした。就業体

験で学んだことは接客業では相手のことを考えることや、笑顔で

いることが大切だということです。従業員さんはそれぞれ違う理

由でコープさんに就職したけれど、今、同じ目標に向かって働い

ておられる姿がかっこいいと思いました。就業体験に行くことが

できてよかったです。（女子） 

 

⑩ロボットセミナー&発表会（尼崎商工会議所主催） 

  ロボットセミナーではとても貴重な体験をすることができました。工場には貝殻に穴をあけるロボッ

ト、鉄を溶断するロボット、10円玉をきれいにするロボットなど今まで見たことがなかったロボットが

たくさんありました。また、ロボットについて勉強することもできました。昔の日本はロボット大国だ

ったそうで、存在するロボットの 7割が日本にあったそうです。ロボットを使用している理由として便

利だからというのが理由のひとつではありますが、一番の理由は日本人がロボットに興味があるからだ

そうです。日本ではロボットのアニメは正義の味方が多いですが、海外では人と戦うことが多いそうで

す。また、僕はたくさんの人の前でロボットをプレゼンする機会がありました。今までにそんな機会が

なかったのでとてもよい経験になりました。これからもロボットについてもっと知りたいです。（男子） 

  今回のセミナーを通して普段の生活に産業用ロボットが大きく

かかわっていることがわかりました。また、実際に産業用ロボッ

トが動いているのを見て、人々の負担を減らし、役に立っている

ことがわかりました。人口が少ない日本においては、人間の代わ

りに作業をしてくれる存在は重要だと思いました。産業用ロボッ

トは溶接や溶断など危ない作業をすることもできるので、効率を

上げるだけでなく事故を防ぐことができるという意味でも重要だ
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と思いました。発表会ではたくさんのユーモアにあふれた奇想天外な作品を見ることができたので楽し

かったです。雪かきロボットや蜂の巣を駆除するロボット、宇宙のごみを掃除するロボットなんてもの

もあり、すごく驚きました。産業用ロボットがただ産業のためだけに使われるのではなく、いろいろな

形に変わって世の中で活躍する様はかっこよかったし、見ていて面白かったです。（男子） 

 

⑪はまようちえん 様 

  はまようちえんで就業体験をして、改めて幼稚園の先生は大変だと感じました。掃除をしていると

「何、してるの？」と言って話しかけに来てくれてとてもかわいかったです。おやつの時間になっても

なかなか片づけをしてくれない子がいたのですが、先生がひとこと話しかけてくれたら素直に片づけを

していました。喧嘩をして泣いている子どもにも、先生方は怒らすに真剣にその子の話に耳を傾けてい

ました。２０～３０人の子どもたちを８人ぐらいの先生で見ていてすごいなと思いました。人見知りな

子、明るくて元気な子、甘えてくる子などいろいろな子どもたちがいました。先生になるためには、そ

の子たちひとりひとりの性格を把握し、その子にあった接し方をしないといけないんだなあと思いまし

た。とてもよい経験になりました。（女子） 

  私の通っていた幼稚園とは違って教室や職員室がどこでも入れるような感じで、施設の雰囲気がとて

もよいと感じました。また、先生方も優しく接して下さり、園児が遊んでいるときも全員を見つつ、ひ

とりひとりと会話をし、喧嘩があれば的確に対応していてプロだなあと思う場面がたくさんありまし

た。最初は草むしりをしましたが、その後、着替えの補助や水遊びをして、小さい子どもから一緒に遊

ぼうと声をかけてくれてとても嬉しかったです。はまようちえんは異年齢クラスでいろんな年の子ども

と関わることができて、先生の大変さを実感することができました。一番印象に残った事は、はまよう

ちえんは「〇〇クラス」ではなく、「たいようかぞく」や「ほしかぞく」など、「クラス」が「かぞく」

になっていて、とてもいいなあと思いました。また、給食の準備も自分たちで分担し、子どもの成長を

考えながらも自由で自主性を尊重するところがいいなと思いました。先生の一人が小田高出身の先生

で、高校の話もできて楽しかったです。（女子） 

  最初は幼稚園の仕事は楽だと思っていましたが、実際はとても厳しくてしんどい仕事だと思いまし

た。子どもたちと遊ぶのは楽しかったですが、とても疲れました。幼稚園の先生は毎日子どもたちの世

話や園内や園庭の掃除、設備の点検、子どもたちが帰った後は書類の作成や職員会議、教材準備などの

多くの仕事をしていて、とても大変なんだと思いました。今回の体験で、どんな仕事でも厳しく大変だ

けど、その中には楽しさや嬉しさがあるのだということを学びました。（男子） 

 

⑫尼崎医療生協病院 様 

  私は尼崎医療生協病院で一日看護体験をして、とても勉強になりました。普段見ることのできない部

屋や、テレビなどで見たことはあるけれど実物として見たことがない医療機器などを見ることができ

て、本当によかったです。自分が気になっている助産師の仕事も普段は見ることができないようなとこ

ろまで見学をさせていただき、具体的に知ることができました。助産師の方も高校生の質問にたくさん

こたえてくださって、わからなかったことや進路のアドバイスも聞くことができてよかったです。この

経験を通して、助産師へのあこがれがもっと強くなり、看護の道に進み、患者さんの近くで支えたいと

いう気持ちも強くなりました。この 1日看護体験をすることができてとてもよかったと思います。日常

で使える学んだことを忘れずに、これからの生活に生かしたいです。（女子） 
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  本格的にナース服を着て、本当に看護師になって働いているような気持になりました。はじめに病院

の方々から看護師を目指すうえで大切なことを教えていただきました。大学と専門学校の違いや入試で

気を付けていること、仕事のやりがいなどです。また、話を聞くだけではなく、いろいろな体験もさせ

ていただきました。1つ目は血圧測定です。看護師役と患者役に分かれて測定し、この体験で他校の生

徒とも交流を深めることができました。その他にも手洗いの仕方やシリンジ操作を体験しました。この

看護師体験で、最も印象に残っているのは実際の医師による診察の見学です。これを見て患者さんとの

コミュニケーションは本当に大切だなと実感しました。この体験を通して看護師になるためにこれから

より一層努力していこうと思いました。（女子） 

 

⑬いちご薬局 様 

  体験をしてみて自分が思っていた内容と違っていてとても驚きました。薬剤師は最初から薬を全部手

作業で作っているのだと思っていました。でも、実際に最初から作っているわけではないし、機械に頼

るところはたよるという、“人と機械が共同”で行っていたからです。病院薬剤師は薬局薬剤師と違って

入院している人の顔色や調子を見たり聞いたりして、処方せんだけで薬を用意するわけではないという

ことを知って、薬剤師といっても働く場所が違うとやる仕事も違うことがわかりました。薬の管理は全

部薬剤師がするのだと思っていましたが、病院だと看護師の方もするということを知って驚きました。

今回、色々なことを知ることができてとても勉強になったので、薬剤師になるためにこの経験を忘れな

いでおこうと思います。薬の準備をしたときは面白くてやりがいがあると思いました。しかし、その

分、責任も必要になる大切な仕事だと思いました。これから、薬剤師になるために勉強を頑張ろうと思

いました。とてもよい経験になりました。（女子） 

  今回の就業体験は僕自身このような体験をしたことがなかったために、とても貴重な体験になりまし

た。いちご薬局は、他の所と比べると規模がかなり大きく、薬局の方も多くいたので、正直とても驚き

ました。また、たくさんの人から薬局の説明を親切にしてくださり、よく理解することができました。

実際に薬の調合や軟膏を詰める作業もさせていただき、本物の仕事を肌で感じることができました。質

問の時間には、仕事でどういったことが大変か、やりがいは何ですかなどの質問をしました。今回の体

験で自分がこの職業に対して持っていたイメージと重なる点、意外だった点が整理できました。この体

験を忘れずに、将来の進路決定に役立てていきたいと思いました。（男子） 

 

⑭戸ノ内歯科 様 

  今回の就業体験では、たくさんの方々からの親切な対応に助けていただきながら、多くの経験をする

ことができました。目上の方との接し方、仕事の内容や準備の仕方などをわかりやすく教えていただき

ました。体験では歯の型の取り方や石膏歯型づくりなどの専門的なことも体験させていただきました。

患者さんも優しい方が多く、緊張することも少なく、体験を終えることができました。私の将来にとっ

てとても良い経験となりました。（女子） 

 

⑮兵庫県立リハビリテーション中央病院 様 

  理学療法士体験をしてみて、専門性が非常に高い職業だと感じました。実際、理学療法士として働い

ている方に質問できるのは非常に貴重な体験でした。リハビリテーション室では５つほどのグループに

分かれていろいろな体験をさせていただきました。車いすの介助の仕方やつえの使い方、義足の着装も

させていただきました。その中でも特に将来のためになったと感じたのは質問の時間でした。10分ほど
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の短い時間でしたが、私の質問にも丁寧に答えてくださいました。言語聴覚士との連携を密にとるのか

という内容の質問でしたが、たくさん話し合い、患者さんにとって最善の治療を日々考えているという

答えでした。そういった点も踏まえ、コミュニケーション能力がとても必要になってくるので、人の気

持ちを汲み取れるようになりたいと感じました。また、人のためになりたいという心が原動力になって

いるだと感じることができました。（女子） 

  この体験で、リハビリの難しさや患者さんへの接し方の難しさを学び、肌で感じることができまし

た。中でも特に苦労したのは足の装具です。体験の中で一番難しいと感じました。実際に見てみると種

類がたくさんあり、全種類を着装させていただきましたが本当にとても大変でした。たくさんの種類の

なかで患者さんにあった装具を調べ、リハビリの内容に応じて理学療法士の方が手を加えて変えていく

ということでした。このようなリハビリをするために、患者さんと毎日接しながらコミュニケーション

をとり、最善の方法を考えていくということでした。とても大変な仕事だと感じました。（男子） 

 

⑯県庁インターンシップ（知事部局 企業庁総務課）（5日間）  

私は県庁インターンシップに行って色々な知識が増えたと思います。目上の方や企業の方との正しい

接し方や、普段どのような仕事をしておられるのかを知ることができました。市役所などの仕事は、普

段私たちが生活する中でとてもお世話になっているのでわかりやすいと思いますが、県庁では何をして

いるのかを全く知りませんでした。しかし、インターンシップに参加したことで、水道、土地など他に

もいろいろな市がしていないことを幅広く県庁が行っていることを知ることができました。私がインタ

ーンシップで最も印象に残っていることは、県庁で働いておられる方々の体験談や高校時代の進路のお

話でした。今、私自身も進路について悩んでいる中で、このような話はとてもためになりました。イン

ターンシップでの様々な体験やお話を活かし、自分が今後どのような進路選択をしていくか、しっかり

決めていきたいと思いました。（女子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


