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０．企業経営 

【講義の内容】 

自分らしいキャリアをデザインする 

 

1.キャリアについて考える前に 

◇「働く」を取り巻く環境は大きく変化している 

 ・これまでの年功序列、終身雇用といった働き方は衰退、キャリアアップの為の転職が浸透 

・勤務体系が変化し、ライフワークに合わせた働き方ができるようになってきている 

・コロナの影響で、本来 10年かかるはずの変化がここ数年で急激に起こった。 

都市部では通勤者数を減らすことが絶対的に必要となり、やってみたら意外と出来ることに企業も気づ

いた。淡路島に住みながら東京の企業に勤める時代が既に来ている。 

 

◇高校生が置かれている環境 

・淡路島で就業できる職種は限られている。そのため、身近に接する大人から興味を得るような影響が少

ない。みんなの知らないたくさんの選択肢があるということを知っておくことが大事！ 

 

◇アンテナを見つけよう！ 

・情報はたくさんあっても、受け取る側にアンテナがなければ入ってこない 

逆に、たくさんアンテナを持てば入ってくる情報量がぐっと増える！ 

・生活の中でワクワクすること、キーワードを書き留めて、興味の入口を自分で見つけようとすることが

大事！ 

 

◇キャリアとは 

・定義 

「個々人が生涯にわたって遂行する様々な立場や役割の連鎖及びその過程における自己と働くこととの

関係づけや価値づけの累積」（文科省） 

「過去から将来の長期にわたる職務経験やこれに伴う計画的な能力開発の連鎖を指すもの」（厚生省） 

 ⇒「連鎖」や「累積」といったキーワードにみられるように、経歴や専門性、人脈、価値観などのキャ

リアを構成する要素を分解して考えながら、連鎖・累積していくという視点を持つことが大事。 

   ※特に、働くことにどんな価値観や思いを持つかが重要 

 

2.就職までのプロセス 

 ◇高 1の夏  就職 or進学？ 

 ・経済的に余裕がなく、アルバイトをしていた。アルバイト先のケーキ屋でそのまま働くのもいいかも、

就職といえば親が喜ぶかも、という思いがあった。 

 ・『もっと視野を広げてから将来を決めなさい』と父が進学を進めてくれた。 

◇高 2    何学部へ？ 

 ・何が好きというのも特にない、教科で考えて強いて選ぶなら、生物（消去法）⇒農学部を選択 

いったん目標を決めたらストイックに取り組むタイプ。歯がぐらぐらするほど歯を食いしばって勉強

した。 

◇高 3 

・春に模試を受験。生物や化学でまだ学校で習っていない範囲が出題され、結果は散々だった。 

  しかし、成績上位者の点数が信じられないような高得点だった。 

  ⇒島外中高一貫校（高 2までに 3年間の学習を終え、1年間は受験勉強に専念する）の存在を知る。 

スタートラインが全然違うということに気づき悔しくて、夏休みまでに受験に必要な範囲を自力で終

わらせた。その後はひたすら演習。 

 ⇒第 1志望の京都大学農学部に合格。 

これまでの人生で一番頑張ったし、こんなに大きな成果を得たのは初めて。期待でいっぱいだった。 

 

 



◇大学入学 

・入学して 2.3か月で期待は崩れ、友人との関わりの中で、自分は研究職に向いていないのではないかと

考えるようになる。悩んで、悩んで決めた進路だったが、道を間違えた、今いる場所は違うのではな

いか、と大きな挫折を味わった。 

・このままこの道を進んでもきっとやりたいことは見つからない 

 ⇒大きく環境を変えてみよう！！ 

 

◇ワーキングホリデービザで、カナダへ留学（20歳。2回生の終わりから 1年間） 

・カナダでは、高卒すぐに大学へ進学する人は少ない。就職して 5～10年働いてからキャリアアップ、キ

ャリアチェンジの為に大学に行くのがメジャーであることを知る。 

 ⇒いろんな進み方がある、進んで行った先でいくらでも方向チェンジできるんだ！と気づけた。 

同時に、日本に根付いている『高校卒業→大学進学→就職』という太い一本の正解レールの中で将来

をとらえ、もがいていた自分にも気づいた。 

 ⇒道は一つではない、好きな時に方向転換し、もっと自由に組み立てていけばいいんだと、大きな思考

の転換になった。 

 

◇帰国して 1年後 就職活動 

・研究職はやっぱり違うという思いから、就職活動を開始。 

・リクルートのインターンに参加し、企業理念に共感。採用試験を受けて、内定。 

 

3.リクルートでの仕事（営業・企画編集） 

・配属は SUUMO（スーモ） 7年間勤務。 

・リクルートの仕事を通じて学んだこと 

  ・仕事の喜びを認識出来ることはとても大事であるということ 

  ・“ニーズを捉える力” 

    ⇒違う仕事に変わっても基礎的、普遍的に必要な力 

 

・社内企業制度を利用し、リクルートの中にいながら事業開発について学んだ。 

 

4.起業のプロセス 

・きっかけ 長女の 1歳の誕生日に絵本の制作をしたこと 

      ストーリーに自分の名前が出てくることで本に関心を持つ⇒知育の価値があるという発見 

・事業化の検討 友人にプレゼントして、子供たちの様子や感想など情報収集し、具体的な商品化を検討 

 

5.商品開発の仕事 

・実体験をヒントにすることが多い 

・身近にあるワクワク感や課題(不満)、理想の未来に意識を向けてみることが、商品開発のヒントになる 

生活の中の小さな気づきを客観的に分析してみれば、将来の仕事に結びつくこともあるはず！ 

・経営者は、理想の社会を実現したいという思いや理念・ビジョンを実現する手段として、起業している 

どんな仕事にも、自分なりの価値観や思いを持つことが大切！ 

 
質疑応答より 
Q.問題にぶち当たったとき、焦ってしまう。どのような心持で向かえばよいか。 
A.焦っている自分を客観的に見てみる。今起こっていることにどんな要素があり、原因は何か。さらにその
原因を、解決できることとどうしようもないことに分類し、変えられることを変えていく。 
実践の仕事の中で経験を積み、俯瞰的に物事を見る力をつけるしかない。 

Q.新しいことを始めるのには不安がある。どんな風に気持ちを切り替えたのか。 
A.新しいことは、うまくいかない要素を含みながら進めていくことになる。小さく試してみることから始め
る。そうすると大きな失敗、損失にならない。 
多くの場合、失敗は成功以上の学びがある。失敗は失敗でなくなる。 



１．営業 

【講義の内容】 

・高校生、大学生の時の失敗、後悔 

1）英語・数学・国語をしっかり勉強するべし！！！ 

    1年の冬、深く考えず文型を選択 

3年生になり、通っていた予備校で生物に関心を持つ。そして、理転 

   ⇒生物と化学を中心に勉強時間を割いてしまった 

   国・数・英の 3教科をしっかり押さえていれば、行ける学部も就職の幅も広がる 

  2）留学を是非検討してほしい！！！ 

    今になって思うと、何を学ぶか、何をするか、何でも自由に自分で決められる時間は後にも先にも

大学時代の 4年間だけだった。 

    留学に行っていたら、いい刺激をもらえ人生が変わっていたかもしれないと思う 

    チャンスがあるなら、是非検討を 

・どのように考えて今の職業に出会ったか 

 遺伝学（DNA,RNA）の研究はやり切ったという思いがあった。 

 『科学的な適職』という著書に、「仕事を選ぶ基準は、自分が人のためになっている！！を心から感じられ

るもの」とある 

理型の知識を生かせ、人の役に立てる仕事はなんだろうかと考えた 

⇒自分は何で人の役に立てるのか、アルバイトなどたくさんの経験を通して価値観を広げた 

 ⇒自分で行動して経験を積むのが一番だが、自分で動けない場合は、何か誘いがあったときに乗ってみる

こと！人生は、ノリの良さで決まる！ 

・営業職（MR）について 

 1）仕事内容・資質 

医師に薬の効果効用、副作用等の情報を提供し、薬を購入してもらうことが仕事。直接物品は扱わない 

医師にデータを示して薬の説明をしたり、説明会を開いてプレゼンをし、質問に答えるなど 

ドクターは日々新しい知識を得ているため、こちらも勉強して準備をしていないと質問に答えられない 

薬の販売の先には患者さんがいる。ただ売れればいいという自分の私利私欲ではなく、患者さんにとって

最良の治療を選んでもらうという倫理感も必要 

2)仕事をするうえで大切なこと 

まず目標を設定し、現状（実力）とのギャップを認識する 

原因や取り組み内容などを分析して、ギャップを埋める努力をする 

 ⇒部活動での取り組みも同じ。部活動を一生懸命する人は、仕事でも成功できる！ 

これは、どんな職業に就いても同じ 

・営業の魅力・今から使える伝え方テクニック 

 評価体系が明確、ネガティブな雰囲気ではない 

 自分の頭の中をそのまま出さず相手のメリットを提示 

 嫌いなこと回避、選択肢を与えることも YESを引き出すテクニック 

 「仮に～」で相手の心理を伺える⇒リスクを負わなくて済む 

・高校生の皆さんへメッセージ 

学びは贅沢品！両親が働いて自分たちに投資してくれているからこそできること。 

今日も勉強しないといけない、ではなく、今日も勉強できる！という意識を持とう。 

 

 



【生徒の感想】 

・今回の講座を受けてみて、何より勉強の大切さが身に付いたと思います。勉強をすることで、行ける学部

や将来の仕事の幅が広がると聞いてモチベーションが上がりました。そして、仕事を選ぶ基準として人のた

めになっていると実感できるものを選べる様に、たくさんチャレンジして自分に適している仕事を見つけた

いと思いました。そして、伝え方テクニックでは、コミュニケーションを取るのが苦手な僕でも簡単に Yes

を引き出せそうな裏技を教えて頂けてとても嬉しいです。今日学んだ事は今後の生活にガンガン活用してい

きたいです。今回はありがとうございました。 

・自分が人のためになっていると心から思えることを仕事にするというのは大切だなと思いました。営業の

仕事は大変 だけどその分成果が数字として表れると聞いて少し興味を持ちました。また、私は思ったことを

すぐ口にしてしまいがちなので相手の頭の中を想像して相手のメリットと一致するお願いを作るということ

はこれからも参考にしたいと思いました。 

・学びは贅沢品という言葉がとても心に残っています。いつも、勉強を適当にしてしまいがちだけど、今学

べている環境自体がとても恵まれていて幸せなんだと再確認しました。これからたくさんの選択を迫られる

ことになると思いますが、自分が人のためになっている、と実感できるような日々を送って行けるよう目の

前のことを全力で頑張っていきたいです。 



２．観光 

【講義の内容】 

① 自己紹介 

② 高校生活・大学生活の思い出（旅行の話を交えながら） 

③ 観光業とは・・・（質疑応答を交えながら） 

④ 旅行会社の仕事とは・・・（質疑応答を交えながら） 

⑤ JTB の勤務体系について（休日勤務の扱いについて） 

⑥ 仕事の魅力 

 

【生徒の感想】 

・私は、この講座を聞く前までは観光業の仕事についてはほんとに一切、わからなかった状態でした。でも、

今回の講座を受けて、自分の目標にするゴールの視野も広がったし、たくさんの新しい発見ができたと思っ

ています。まだこれといった確かなゴールはまだないんですが、それでも確実に将来の夢を決めるいい要素

になったんじゃないかと思いました。観光業ってだけでもたくさんの職業の事を指していて、私はホテルマ

ンとか手続きだけのことかと思っていたけど、お土産売り場の人や、バスの運転手など、その旅行に携わる

人達全員のことになるんだと言うことも知れました。これから先、本当に自分が楽しみながら、やりがいの

ある仕事を見つけていきたいです。ほんとうにありがとうございました。 

 

・観光のお仕事は、日本の魅力だけでなく海外の魅力について知れたり、お客さんの思い出作りや人生を変

えるきっかけになる素敵な仕事だなと思いました。自分が将来旅行関係の仕事に就くかは分からないけど、

いろんな所に行ってたくさんの人たちと関わることはすごく大事だなと思いました。だから留学か旅行かど

んな形になるか分からないけどいつか日本から出て外国で何か学べたらいいなと思いました。そこで自分に

とって新しい発見ができたらいいなと思います。 

 

・今日の講座を通してものごとを楽しむこと、何かに挑戦しようとする心が大切だと感じたので、これから

沢山のことを楽しみながらチャレンジしていこうと思いました。 

 

・観光業は旅行に関わるものすべて、例えば JRの運転手さんやホテルスタッフ、テーマパークのスタッフも

含まれると言う事を知り、今まで旅行会社の人達や現地ガイドが観光業界の人達であると思っていたので、

観光業内でもいろんな職業選択が出来るんだと考えが変わりました。そして、今日特に印象に残ったのは観

光業の人達は私達の旅行を一生の思い出に残るように準備してくれて、お客様の笑顔が見られたら嬉しい、

とてもやりがいがあると言われていたことです。コロナの影響で観光業が活発にならない今もコロナ問題が

解決する未来に期待して修学旅行の行程などを組んでくれている松田さんならび観光業の人達は凄いなと思

うし、本当にありがたい事だなと感じました。早くコロナが無くなって私達客の笑顔を届けてあげられたら

いいのになと思います。いつも充実した旅行を提供してくれる観光業の人達のように私も観光業になんらか

の関わりがある職業に就職して最高の旅行を提供できる人になりたいと思いました。そして、今日の講義で、

お客様の笑顔でやりがいを直に感じられる観光業はとても魅力的と言う事が伝わり、この業界に携わりたい

なと強く思いました。 

 

・私はひとりの時間よりも他の人と関わってる時間、お出かけしている時間がとても好きで死ぬまでに色々

な所を観光したくてそれを写真、言葉に残して誰かに教えて教えた人に良かったって言ってもらいたいと思

っていて、でもそれは将来の趣味、夢としてで、仕事はまた別と考えていたけど、今日の講義を聞いて観光

業って素敵だなと思いました。もっと知りたいと思ったので調べたりしたいと思いました。自分は夢のこと

など視野に入れていなかったけど、将来について考えて行こうと思いました。とても勉強になりました。 



３．金融 

【講義の内容】 

金融とは 

お金を融通するところ←お金を血液のように行き渡らせる 

金融機関の種類 銀行、信用金庫（数２２金庫 ２２５金庫）、信用組合、農協 

金融機関の仕事 預金 貸付（融資） 動（お金を移動する）為替 ３大業務 

金融機関の魅力 いろいろなお客様との出会い 相談相手との期待・自分自身の成長 

信用金庫地域の会社を元気にする。街の活性化。 

金融機関で働くには 常に勉強し続けることは必要 「お客様の話をしっかり聞く」←話をしっかり聞ける

人→話が上手になる ＋「地域」を意識する 、学部は気にせず進学していい 

お客様から求められていることに答えられる。プレッシャーと感じて勉強する 

会社の社会貢献 かいぼり 龍谷大・洲本市との共同作業 洲本川レガッタ 淡路島まつり 連をだす 

数年後、必ずどこかで働くことになる 

経験の数だけ選択肢は増える 経験の数だけ「自分」は見えてくる 視野を広く、いろいろな会社を知ろう 

淡路島にも目を向けて！ 

【生徒の感想】 

・今回受けた金融の受講で金融とはお金を預かりそれを客に渡してお金を回すということがわかりました。

銀行はお金を預かる所とだけの印象だったのでとても驚きました。あまり学歴も関係ないと言うこともわか

りました。金融企業は経済を回すために不可欠なものだと言うことがわかりました。 

金融機関などで接客をする際、お客さんに理解していただけるような話す力だけが必要だと思っていました

が、むしろお客さんの話しをしっかりと聞くことが大切だということを聞いて、少し驚きました。しかし、

これは日常生活においても言えることだと思いました。今日の講座で多くの新しいことを知ることが出来ま

した。 

・なんとなくお金のことについて知りたい思いでこの講義を希望しました。想像以上に有意義な時間を過ご

すことができました。吉田さん自身、大学を出るまで自分が何をしたいかどうか分からなかったという話を

聞いた時、僕も現状全く将来について目処がついていない状態なのでホッとしました。僕自身地域に貢献し

たい、恩返ししたいという思いは持っていて淡路信用金庫さんの地域貢献の話や First Call Bankの話をし

ていただけた時に、淡路信用金庫良いかもな…という一つの道筋を見つけられました。まだまだ時間はある

ので色々なことを見て、吟味して、吉田さんの教え通りの豊かな人生を送りたいと思えました。有意義なお

話、本当にありがとうございました。 

・金融とはお金を全国に生き渡せる、人間の体の血液のような仕事をしているとよく聞いてました。金融

は、お客様の話をよく聞いて、相談に答える仕事がとても大変だということもわかりました。お客様の相談

をよく聞きいい答えをするために、色んな情報を知ることで、自分自身の成長が望めることはとてもよりと

思いました。金融は多くの仕事の中でも難しい仕事だとよく聞きますが、色々な行事に参加したり、ボラン

ティアのような仕事ができるのは、やりがいがあると思います。ありがとうございました。 

金融と聞いて銀行しかないと思っていましたが、他に信用金庫、信用組合、農協など色んな分野があること

を初めて知りました。また淡路信用金庫は淡路島に住んでいないと働く事ができないと思っていましたが、

淡路島以外にも 9店舗やっていると聞いていろんな場所で仕事ができる事がわかりました。金融の仕事だけ

でなく、地元のイベントに参加しチームワークを強くしたりして地域にも貢献でき、楽しそうだなと感じま

した。私は淡路で働くことを考えていなかったけれど、淡路島にも目を向けていろんな会社を知っていこう

と思いました。 

・講師の方の趣味が漫画を読む事でインドア派だったり、特に将来やりたい事もなく勉強していたという所

が私と共通していたので、私みたいな人でも目指せるのだと思えて、話が聞きやすかったです。何大学の何

学部に入ればどんな所に就職出来るのかとか全然分からなくて不安だったけど、｢地方の信用金庫はどんな良

い大学を出たかは重要視していない｣という言葉を聞けて安心しました。私はコミュニケーションが苦手だけ

ど、どこに就職するにもそれは必要になってくると思うので、｢話し上手は聞き上手｣という言葉をよく頭に

置いて、まずは人の話に関心を持って聞く所から、今のうちに人と関わる事に慣れたいです。 



４．法律 

【講義の内容】 

 自己紹介 

 弁護士の業務 

民事事件・・・人と人 

刑事事件・・・犯罪の疑いをかけられている人の弁護 

         被疑者（裁判前） → 被告人（裁判～） 

  やりがいを感じるとき・・・依頼人が喜んでくれるとき、依頼人の表情が明るくなるとき 

 弁護士の所属 

個人事務所 

五大事務所（弁護士 400～500人） 

企業内弁護士（in house lawyer） 

… 弁護士資格をもって会社に勤める。法務部やコンプライアンス部に配属。 

政策秘書、県知事など政治家 

 弁護士を目指したきっかけ・弁護士になるには 

幼い頃から「人を助けたい」という思いがあった。 

高校のころ、父の知り合いが過労死 → 教育か法か迷った末、中央大・法学部へ 

→ 中央大・法学部、司法試験を目指す学生が多く集まってくる 

自分も自然と司法試験を目指すように 

  ちょうど司法制度改革時期であった。現行試験→新試験、法科大学院（ロースクール） 

 法律を学ぶということ 

   社会は法律で成り立っている。会社で働いたり、公務員として働いても法律は関わってくる。 

 洲高生に向けて 

 洲高生は都会の生徒と比べて、伸びしろが大いにある。 

 限界を自分で決めずに、自分を過信するぐらいで頑張ってください。 

 努力は無駄にはならない。 

 

【生徒の感想】 

法律、特に弁護士について全然知らなかったが、実際に働いている人の話を聞いて、深く知ることができ

た。法学部に行く＝弁護士になったりするイメージが強かったが、それだけではなく、様々な職業に就ける

のだなと思った。特に、企業内弁護士に興味を持った。例え、司法試験に受からなくても、法律に関係する

仕事についたりと法学部が思った以上に、職業選択において、視野が広まるなと感じた。社会や企業は、法

律からできており、それを知ることで、分かることも沢山あるなと思った。浜辺さんがいっていたように、

自分の限界を決めずに、勉強していきたい。 

 

弁護士というお仕事はテレビだけでしか見たことがなく、身近には感じていませんでした。なので、今回

は貴重なことが聞けてとても勉強になりました。私は法律に興味があり、弁護士に憧れていた時期がありま

した。弁護士は人と人の間に立ち、どうするのが 1番良いか常に考えるということを聞き、さすがだなと思

いました。私には、友達の間に入って解決しようとしているくせに、最後は「こんなもんでいいかー」とな

ってしまうクセがあります。だから、最後まで責任をもって仕事をする弁護士は大変だけどカッコいいなと

思いました。私たちの平和な生活は弁護士さんをはじめ、色々な人の力で作られているということを知って

いたつもりだったのですが改めて気付かされました。浜辺さんと同じように私も「人を助けたい」という気

持ちがあります。人を助ける、笑顔にするにはどうすればよいか少しながら分かった気がします。将来どの

道にいっても巡り回って人を助けることにつながると私は勝手に思っています。これから先、大きな壁にぶ

つかることもあると思います。でも、今日教えていただいたように限界を自分自身で決めず努力を続けたい

です。そして胸を張って私は今誰かを助けていますと言えるよう、残りの高校生活頑張っていきたいと思っ

ています。 



５．公務員 

【講義の内容】 

公務員の法律上の位置づけ（地方公務員・国家公務員） 

服務とは、公務員がすること・してはいけないこと 

社会教育課の仕事（後援、遺跡管理、公共施設（ホールなど）の管理） 

具体的な仕事内容（デスクワーク、力仕事など） 

なぜ淡路市役所職員になったか 

質疑応答（印象に残る仕事は？コロナ後の仕事の変化は？公務員を目指す上で心がけるべきこと 

     高卒公務員と大卒公務員どちらのほうがよい？） 

 

【生徒の感想】 

公務員という言葉はよく聞いたことがあったけど、どのような仕事をするのかよくわからなかったけど、公

務員はみんなのために働く行政サービスで自分がさ大変な仕事をすることになっても、誰かのために働くと

いう責任があるとおっしゃっていて、公務員はなくてはならない職業だなと思いました。利益を求めないと

いうのが意外だなと思いました。地域の課題について今から考えたり市の広報を読んだりすることが将来に

役立つと聞いたので実行したいと思いました。 

 

公務員を進路の選択肢に入れてはいたけど、公務員の中でもどんな職種があるのか、役所の職員でも何の仕

事があるのかを詳しく知らなかったので、教えて頂けて良かったです。公務員といえば市役所や区役所にい

る職員の方というイメージが強かったけど、力仕事も多いという話を聞いてとても意外で驚きました。文化

の良さを伝えたりイベントを開いたりと様々な役割があるのだなと思いました。自分でも係や課によってど

んな仕事があるのかを調べてみたいです。 

 

今回の講演で、公務員はみんなのために働くということを大切にして日頃から働いているんだなと思いまし

た。公務員は色んなこと仕事があるけど、みんな共通しているのは｢全体の奉仕者、公共の利益｣で全て法律

によって定められていると分かりました。今回は市町村役所職員の話で、部や課によって仕事はそれぞれ異

なるし、働き方も変わってくるけど地元・社会のために働いているのは全ての職業において同じなんだと思

いました。そこで自分がしんどいかもしれないけど、誰かのために、みんなの利益のために働く気持ちをも

つのは素晴らしいことだとも思いました。地元から世界に向けて発信する仕事にやりがいを感じるのは良い

事だし、自分もそんなやりがいを感じられる職業につけたらいいなと思いました。 

 

今までは、生活が安定しているから公務員の職に就きたいと思っていたが、公務員として就職するには、全

体の奉仕者として、公共の利益のために勤務する＝自分や一部の人でなく、みんなのために働くという志や、

地域または社会の課題を見つけ、どのように解決するのかを考えることが必要であるということを知った。

また地域・社会の課題をどのように解決するのかを考える力は、新聞など色んなものを読み、たくさんの人

の考えに触れることで身につくものだということが分かった。今のうちから公務員になると決めつけず、視

野を広くたくさんの仕事について興味を持つことが大切であるということが分かったので、自分の枠を決め

つけず、今の高校生や大学生のうちにたくさんの職業について考えてみようと思った。 



６．教育（小学校） 

【講義の内容】 

小学校教諭の魅力 

・学校には何でもある！ 

・人間は後の世代の方が賢い！ → 成長の瞬間に立ち会える 

「同じような１日はないため、毎日が楽しい」とお話しくださいました。 

 

小学校教諭に求められる資質 『○○力』 

生徒からは「コミュニケーション能力」が挙がりました。 

講師先生からは、学力・運動能力・観察力・人間関係調整能力・表現力・想像力・創造力・対話力・忍耐

力学級掌握力・説得力などが挙げられ、それぞれについて説明くださいました。 

 

いい先生ってどんな先生？ 

生徒からは「自分たちをしっかり見てくれる」「明るい」「困ったときに話を聴いてくれる」「きちんと怒っ

てくれる」が挙がりました。 

講師先生は「人間力」を挙げられ、「人としての魅力を身につけるために、いろんな経験をしよう！」とお

話しくださいました。 

 

小学校教諭の１日 

勤務時間は 8：20～16：50 

・７：20に出勤をし、教室環境整備をして児童を出迎えている。 

・休み時間はできる限り児童と一緒に遊んでいる。 

・研修や校務分掌の業務などがある。 

・帰宅は 19：00～20：00くらい。 

 

小学校の先生になるには 

 高校 → 四年制大学 → 大学院 → 専修免許状 → 教員採用試験 

 高校 → 四年制大学 → 一種免許状 → 教員採用試験 

高校 → 短期大学 → 二種免許状 → 教員採用試験 

高校 → 一般・就職 → 教員認定資格試験 → 二種免許状 → 教員採用試験 

 

高校から現在まで 

高校・大学時代の先輩やご家族、先輩の先生や校長先生方から掛けられた言葉を紹介し、ご自身の体験談

をお話しくださいました。 

 

「勉強は自分の幅を広げる！」という学びから、講師先生は現在も「プロ意識を持って知識をアップデー

トする」ことを続けていらっしゃいます。人間的魅力を培うことの大切さを教わりました。 

最後に、「夢をもってやりがいのある仕事に！」、「何かを始めるのに遅すぎることはない！」というメッセ

ージを伝えてくださいました。 

 

 

 



【生徒の感想】 

・小学校教諭は今一番気になっていた職業だったので、今日お話を聞けて良かったです。私がイメージして

いたよりも小学校の仕事はやりがいがありそうで、でも大変な面もあることが分かりました。仕事のことだ

けでなく、今後進路決定するにあたって大切になるであろうことも教えていただき、今後に生かしていきた

いと思います。本日はありがとうございました。 

 

・今日は、将来の一つの選択肢として話を聞かせていただきましたが真剣に将来職業として考えてしまうよ

うな素晴らしい講義でした。大きな壁に当たったり、失敗だったことを語ってくれてこれからのためになっ

たと思います。教師になるにはさまざまな「力」が必要だと知り、また勉強をすることに越したことはない

と話の中でもわかったので苦手ですが頑張りたいと思いました。 

 

・小学校の先生の魅力は、夢や思い出、社会の縮図など学校には何でもあり、変容の見取り、成長の瞬間に

立ち会うことができるという面である。 学校の先生は、学力、運動能力、観察力、表現力、想像力、創造力、

対話力、忍耐力、説得力、指導力など、たくさんの資質や能力が求められる。 「いい先生」というのは、教

える側の能力のみならず、人間としての生き方、在り方という、人間力だということを教えていただきまし

た。 小山先生の 1日のスケジュールを見た時、すごくハードで、大変な仕事だなと思った。しかし、学校に

行くと、毎日違う事があちらこちらで起きていて、子供たちの成長を誰よりもそばで感じることができる魅

了のある仕事に、より一層興味をもった。 今回の講座で、はっきりとした、夢が見つかった。 今回の講座

で聞いた話を、学校生活で実践していきたい。 



７．教育（中・高） 

【講義の内容】  

「教師」やりますか？ 

 

０ 自己紹介・アイスブレイク 

 Ｑ．皆さんは今、「教師」になりたいのですか？ 

  ・経緯や思いは色々あるでしょう。仕事として何を重視するか、ともつながっているでしょう。 

 

１ 仕事をする・働くにあたって 

 Ｑ．仕事を探すとき、あなたは何を重視しますか？ 

  ・《問いかけ》何を重視するか。 《生徒返答》休みがあるか。週２日、日曜日は絶対。 

                        お金。給料はできるだけ沢山。 

                        やりがい。 

 

※やりがいはあるが、休みやお金についてはこれから掘り下げてみるという和やかな展開でした。 

 

２ 「教師」の仕事のイメージ 

  ・《問いかけ》各自５枚、付箋に教師の仕事のイメージを具体的に書いてみる。 

         それを黒板に記した軸上に貼りに行く。 

           ㊤きつい←←←←←縦軸→→→→→楽㊦ 

         ㊧だるいだけ←←←←←横軸→→→→→やりがいある㊨ 

 

  ※生徒から「部活はしんどい」「修学旅行は楽しそう」「上下関係が厳しいそう」等の声がありました。 

全体傾向として、楽と捉えた内容は非常に少なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・《提示》大久先生のこの１月のスケジュール → 多忙・休日も少ない現状 

   ・《提示》民間企業の 2000年、2010年、2019年、2020年の調査ランキング。 

        男子が就きたい職業、男子の保護者が子に就かせたい職業、 

        女子が就きたい職業、女子の保護者が子に就かせたい職業 



３ 私がなぜ教師をめざしたか 

  ・大久先生は、親類に教師が多すぎた。→ よく知った職業が教師だった。 

（自分が知る職業の中から、選ぼうとするのが人間） 

   ・人に話をするのが得意だった。 → 向いている気がした。多分楽。 

   ・物欲が無く、金持ちになろうとは思わない。 

 

４ 私の分岐点（高校以降） 

 

  ・高校：文理選択 → 大学    → 大学院   → 就職        →  教師 

    文系〇      文学部     行く      教師〇         小学校 

     理系       教育学部    行かない〇   教える(教師以外)    中学校 

              総合学部    (就職)     民間          高校 

                                          公立・私立 

 ５ 「良い先生」・「理想の教師」とは 

 

※ 生徒から「生徒に寄り添える先生」「面白い先生「授業内容がわかりやすい先生」」等の 

声がありました。 

 ※ 具体的な人物目標があるとよい。 

 

６ まとめ 

 Ｑ．「教師」とは？ 

 

  ・忙しいかどうかというと忙しい。 

  ・「良い先生」・「理想の教師」になれるかどうかは本人しだい。 

  ・「教師」の仕事とは・・・既に説明した。 

  ・「教師」になろうと思ったら・・・既に説明した。 

   ・教師として大切にしていること・・・「生徒を好き」であること。 

                     （教育実習に行ったら、教材研究はもちろん、 

生徒ととにかく話してほしい） 

   ・多くの職業を知り、教師の仕事の大変さも知った上で、教師を選んでくれたら嬉しい。 

 

【生徒の感想】 

・凄く面白く分かりやすい説明ありがとうございました！私は美術の先生に興味があって参加しました。教

師のしんどさ、大変さやしないといけないことは分かっているつもりでしたがまだまだ、生徒側からしか見

れていない面が沢山あるなと思いました。 

 

・とても面白い講義でした。始めの教師のイメージは、給料が低く、ずっとプリントばっかり作っていそう

と思っていたけど、もっとハードだけどやりがいがある職業だと知りました。今日聞いた、目標を持つ、人

との会話を大切にするなどを今後心がけようと思いました。今日でとても教師という職業に興味を持ちまし

た。 

 

・普段の生活で多分 1番身近な職業だと思いますが、今回の講義で表面的なイメージではなくその裏にある

やりがいであったり魅力を感じることができました。僕が教師を目指したのは大久先生と同じように両親や

親戚が教師をしていることが大きな理由としてあります。小さな頃から教師という職業しか知らず、正直安

定した収入と楽しさを感じられるこれ以上の仕事があるのかと思っていたのですが、中学、高校と上がるに

つれて仕事に対する考え方も変わってきて最近では逆にこんなに辛い仕事があるのかと思うようにもなって

いました。ですが、今回のこういった経験から今まで知らなかったさらに深い魅力を感じることができまた

興味がてできました。 

 



・私が 4、5年生の時の先生がとても良い先生でその先生に私の人生を変えてもらえたって言っても過言では

ないぐらい私にとって大切な 2年間でした。 そして私もこんな先生になりたい！と思って教師になれたらい

いな〜と考えていた時期があり、今回教育のワークショップを選びました。とても楽しい授業で教員の仕事

についていろんなことが知れてまた教師いいな〜と思いました。先生が今日おっしゃっていたように“こう

いう人になりたいな〜と理想の人物像を持つ”沢山の職業を知って“人生の分岐点でしっかり悩む”という

のを大切にして行きたいと思いました。 

 

・教師の仕事のイメージをみんなで出し合って共有したり生徒の意見をしっかり聞いてくれたりして、生徒

を巻き込みながら授業をしてくれたので、とても楽しかったし為になる授業でした。仕事を選択する時には、

色々な仕事を知っていれば知っているほど選択肢が増えると分かったので色々な仕事に興味を持って選択肢

を増やしていきたいと思いました。講師の方のお話の中で「生徒のことが大好き」と言っていたのがとても

印象的で、どんな仕事を選択したとしても自信を持ってその仕事が大好きと言えることがとても大切なこと

だと思いました。 

 

・自分は、父が中学の数学の教師で同じ中学にいました。 講師の先生の話を聞いていると先生になりたかっ

た理由が自分と すごく似ている部分があり嬉しい気持ちや、共感出来る所がありました。 また、講師の先

生の話は、とても面白くて「この人の授業受けてみたいなー。」 と思ったぐらい素敵な方でした。講師の先

生は、何か尊敬できる人や、 良い人と出会いましたか？という質問をされていましたが、 自分は、父の事

をとても尊敬しています。また、目標にもしています。 父と同じ職につき、同じ部活動を持ち、職へのやり

がいを感じながら 過ごしたいと思いました。 自分は、小さい時から中学の数学の先生になりたくてずっと

今まで 生きてきました。講師の先生は、「色んな職業をこれから知ることになる。」 とおっしゃっていまし

たが、自分は、『「教師」一択しか選びたくない。』 という自分の夢に自信があります。なのでこの夢を曲げ

ずに、また諦めずに 突き進んで行きたいと思いました。講師の先生のような、話が上手で、 生徒からも尊

敬されているようなそんな人格の持ち主になりたいと思いました。 この職業ワークショップを通して、自分

がこれから進む進路や、自分が興味のある 職の詳しい内容を知ることが出来ていい体験が出来ました。 体

験で学んだことを忘れずに、これからを歩んでいきたいと思います。 

 

・自分は、将来学校の先生になりたいと思っていたので、今回のお話はとても貴重な経験だと思いました。

そして、今回のお話を聞くにあたって自分が思ってたことやそうでない事など先生に関するたくさんの情報

を知れました。また今回のお話で 1番印象的だったのは何もかも広い選択肢を持って物事を決定することの

大切さです。僕も将来、色々な選択肢を持って行動するよう心掛けたいと思います。 

 

・教師というのはいかに生徒と向き合っていけるかというものだと思っていたが、話を聞いてやはりそうだ

った。そして講義してくれた先生もまた、面白く、生徒がどのような事を求めているのかを分かっていたと

感じた。話の中で印象に残っているのは、「褒めるのは簡単だけど叱るのは難しい」と言うことだ。生徒 1

人 1人はもちろん性格が違う訳でその性格を正確に見抜き、叱ることが難しいと言うことに感心をした。 



８．保育・幼児教育 

【講義の内容】 

 ■保育士になるためには 

  ・養成機関（大学・短大・専門学校） 

 

 ■保育士の仕事内容 

  ・登園、あそび、おやつ、お昼寝、降園 

   それぞれに気を付けることやねらいがある 

 

 ■あそびについて 

  ・子供の成長に欠かせないもの 

  ・あそびを通して発見・学び・共感などを得ていく 

  ・発達・興味・年齢に合わせたものを準備 

  ・子供たちは興味を持ったことはどんどん吸収していく 

 

 ■子供には「愛着」が大事 

  ・特別な人と気持ちがつながることが大事。子供はそれを支えに生活、それがあるから不安でもチャレ

ンジできる 

  ・保育士は家族の次に特別な人 

 

 ■保護者支援について 

  ・子供の保育と同じくらい大事な仕事 

  ・子育てが楽しいと思ってもらえるように → そんな親に育てられたら子供は健やかに育つ 

 

 ■自分も成長できる仕事 

  ・保育には正解がない → 毎日反省・発見 → 成長 

 

 ■社会的意義 

  ・数値で測れる「認知能力」（点数や IQ）だけでなく「非認知能力」（粘り強さ、社会性、自信など）が

これからの変化の激しい社会では大事 

     → 就学前にこの力を身につけさせられる保育士は子供の未来と日本の未来を支える仕事 

  ・待機児童を解消しないと保護者が就職できない、それでは社会が回らない 

     → 保育士は社会を回すうえでも大切な仕事 

・保育は AIにはできない 

 

 ■生徒へのメッセージ「今を思い切り楽しんで」 

  ・専門性が求められる中高の先生とは違い、保育は求められることが多岐にわたる上、 

   あそびがベースなので何でも保育につながる 何でも挑戦して 

・得意なことは伸ばそう 得意分野を持つことで保育の質が上がる 

  ・苦手なことがあってもいい 他の人と協力したり道具を使ってカバーできるし、苦手な子の気持ちが

わかって寄り添える 

  ・「泣いても笑っても同じ１日」だったら笑って過ごそう 

 

【生徒の感想】 

今回旭さんに保育・幼児教育について講義していただいて、保育の大切さを改めて感じることができました。

毎日の保育の中で子供と共に成長していくことが出来るという点にとても感動しました。子供が遊んでいる

時間ただ単に一緒になって遊ぶのではなく子供の心と体の豊かな成長に関わって行けるという部分にとても



魅力を感じました。自分自身保育士という職業にとても興味があったけど、ピアノが弾けなくて悩んでいた

部分もありました。でも旭さんの話をきいて、苦手なことがあるということは苦手なことがある園児の気持

ちに共感できるというプラスの部分がありすごく安心できました。また保育士について詳しく調べて今後に

活かしていきたいです。 

 

保育・幼児教育は子供の成長を援助するだけと思っていたけど保護者の人の相談にのり支えたり、地域の人

との関わりなど幅広く関係していて改めて人との関わりっていうのは偉大なものであり大切にしなければい

けないことなんだなと思いました。一つ一つの仕事を詳しく聞いていく中で、子供に対する配慮、気配りが

たくさんみれて例えば昼寝の時とかもうつ伏せだと呼吸障害が起こったりしてしまうから子供たちを寝かし

たあとも目をくばったり、保育士は命を預かる仕事と聞いたときはすごく重みを感じました。けどそれほど

現代社会にとって必要な仕事でありかっこいいなと思えました。 話の中で今を思い切り楽しむことが大事と

おっしゃっていて、自分の好きなことは保育の力になるとききどんなことにも積極的に取り組んでいこうと

思いました。 

 

僕はこのワークショップを通して子供たちへの接し方や、対応の仕方などで特に気持ちの面を凄く学びまし

た。例えば、子供が自分からやりたいと思うまで待ち、出来たら一緒に喜び褒め、気持ち(楽しいなど)を共

有する事です。そして、あくまで自分で行動して欲しいから自分達はその準備と手助けをするという言葉は

凄く胸に来るものがあり 1番心に残っています。そして何より、子供達の笑顔でやる気が出るというのは凄

くわかる気がしました。そしてまた、諦めない心や非認知的能力の必要性やその日その時に満足せず常日頃

反省する姿勢、これからの AIに負けない為の人間性、自分から楽しむなど様々なことを勉強させて頂きあり

がとうござました。これから僕は毎日反省をし、非認知的能力をつけ、AIに負けない人間性そして、諦めな

いことを実行していこうと思いました。 

 

保育士は子供のお世話をするだけかと思っていました。でも、子供の成長を見守ることはもちろん、保護者

との関わりや保育士同士での団結力、非認知能力の重要性など自分が思っていた以上に保育士＝エッセンシ

ャルワーカーという意味が良く分かった時間だったなと思いました。中でも、苦手なことがあっても大丈夫

というところが印象に残りました。苦手なことがあっても共有し合えばいい。また苦手なことがあるからこ

そ、自分と同じ苦手を持っている子供の気持ちに寄り添えられる。私は今までできないことがあると恥ずか

しいと思っていました。でもそうではなくて苦手なことがあるから自分自身も成長できたり、またそれを補

っていくことでより良いものができるということが学べて良かったです。保育の仕事は大変だと思うけど、

子供の笑顔だったり子供の成長を糧にできる仕事はいいなと思ったし、何より子供と日々過ごせるのは私に

とって憧れの場所だなと思いました。 

 

保育士は子供との関わりを大事にしていて、また子供だけでなく保護者とのコミュニケーションをとること

を大事にしていることを初めて知りました。1 日にやることがいっぱいで大変だけど子供たちの笑顔がある

から頑張れたり、保護者の方からのありがとうの言葉があるから頑張れるというところが保育士という仕事

のいい所なんだなとお話を聞いて感じました。ただ子供たちを遊ばせてあげるだけでなく、遊びの中に「学

ぶ」ということを入れたり、「自然」に触れさせてあげたり、子供の時から色々な経験や発見をさせてあげ

ることが大事なんだなということがわかりました。そして、保育士は命を預かる仕事であり、楽しいことば

かりでなはなく日々反省して成長していける仕事で、子供の日々の成長を見守り喜びあえるというところが

自分自身とてもしてみたいし、成長していく上での楽しさを自分も味わってみたいと感じました。先生が仰

られた、「子供の、やってみたい・どうして？・できた！・嬉しい！という意欲や挑戦などの色々な経験を

大切にしてあげられる、保障してあげられるのが保育士であって、決して AIには真似できない」という言葉

がすごく印象に残っていて、今の時代は AIや機械が世の中で発達して広まっている中、やっぱり人間じゃな

きゃできないこともあるし、人間がするからこそいいことがあるんだということを改めて確認しました。先

生のお話を聞いて、より一層保育士や子供に関わる仕事がしたいという気持ちが高まりました。今しか出来

ないような経験をして、今を思い切り楽しんで、保育士になれた時に役に立てるようにしようと思います。

そして、そこで経験したり挑戦して失敗したことから学んで、子供たちに寄り添えるような人になりたいで

す。 



９．栄養 

【講義の内容】 

① 栄養関係の職業について→管理栄養士と栄養士の違い 

② 栄養教諭について（平成 17年に制度が開始） 

・給食の献立の作成、栄養管理、食育 

→単独（自校式）と共同（センター方式） ☆洲本はセンター方式（市内 12校に給食を配布） 

・センターでの仕事 

 調理中の仕事…検収（品質のチェック）、調理、味見、配缶 

 事務作業…献立作成、発注など 

③ 食育の取り組みについて 

給食時にちょこっと食育、親子給食試食会、掲示物などを用いて実施している 

④ 仕事のやりがいについて 

⑤ 実際に児童にしている食育指導 

紙芝居…「おせち料理の意味」を紙芝居で教える。 

近畿の郷土料理を献立にする 

 

【生徒の感想】 

・ 栄養士にあれだけたくさんの仕事があるのは知らなかったのでびっくりしました。栄養に少し興味があ

ったけど今回の講座を聞いてもっと興味が湧きました。もし栄養関係の仕事につかなかったとしても将

来絶対役に立つと思うので自分でも少し勉強してみようかなとおもいました。 

 

・ 栄養の分野は栄養士、管理栄養士、商品開発、調理師などがある事は知っていましたが栄養教諭という

仕事があるということを初めて知りました。この講義で聞かなかったら知る機会はなかったと思うので

いい機会になりました。将来は医療系の仕事に就きたいと思っていましたが、今日話を聞いて栄養士や

栄養教諭もいいなと思いました。これから自分に合った仕事を見つけれるように頑張ります。今日はあ

りがとうございました‼  ︎

 

・ 今の私が最も興味を持っていたのが「栄養」だったので講座を聞けて本当に嬉しかったです。私は、食

べること・子ども・スポーツ・筋肉に興味があって、「スポーツ栄養」というのがあるよと西島さんか

ら教えてもらって、今とてもワクワクしています。そのためには今、勉強を頑張ろうと思いました。 

 

・ 私は栄養教諭という職業を初めて聞いて、最初は何をするのか全然分かりませんでした。でも話を聞い

ていくうちに、子供に興味を持ってもらうために紙芝居を作ったり、給食を作っている動画を見せたり、

地域の郷土料理を教えたり、時には実物の物を子供達に上げたりとたくさんの発送が必要な仕事なんだ

なと感じました。それに、栄養教諭というひとつの仕事から栄養士と教員というふたつの仕事ができる

というのはすごく魅力的だと思いました。 

 

・ 栄養教諭という職種を今日の講義で初めて知り、まだまだ私の知らない職種があるのかもしれないと思

い、新しい職業をもっと知りたいと思いました。また、大学によって取れる資格が違うと聴き、大学選

びも慎重にしないとなと思いました。今回は去年まで食べていた給食の裏側を知れてよかったです。 



１０．技術開発 

【講義の内容】 

① 自己紹介 

 洲本高校出身 26歳 

 岡山大学工学部出身 

 Panasonic 

② ソフトウェアエンジニアとは 

 坂田さんは、「組み込み系のシステムエンジニア」で」機器を動かすためのプログラムを設計している。 

 システムエンジニアの仕事は、大きく 4つに分けられる。 

(1)設計・開発 要望をもとにプログラムを設計する 

(2)分析  問題の原因究明など 

(3)調査  他の会社とのツール比較 

(4)マネジメント 戦略や立案 

③ どうやったらなれるのか 

 工学部の情報系・電気系・システム系に進学すること。大学院卒が多いので、出来れば大学院まで進学し

たほうが良い。大学では、プログラミングや英語などを学ぶ。考える癖をつけるように。 

④ 意識してほしいこと 

 (1)進路は慎重に 

   相性の良い仕事に就くように、進路は慎重に考える。なぜなら、相性の良い仕事に就いたほうが、ス

トレスが少なく、無理なく自己研鑚することができる。好きなことを職業にできる様に、好きなことを学

べる大学に進学することが大切。 

 (2)論理的に考える 

   演繹法・帰納法などを身に付ける。職場では報連相が大切。その時に一足飛びにならない丁寧な説明

ができる様に、日頃から論理的に考える癖を。 

⑤ 余談 

 人間関係は、仕事の出来にも影響する。自分のためになる人間関係つくりを。 

〇質問 

質問：将来的に設計したいシステムは？⇒ 自動運転車、しかし、今はその部門にいない。 

質問：この仕事が自分に合っていると思うことは？⇒ない。なので、自分に合った仕事についてほしい。 

 

【生徒の感想】 

今回坂田さんには技術開発の話だけでなく、今何をするのが大切なのかなどとても為になるお話を聞かせて

いただきました。とても印象的だったのは、『本当に心から好きと思えることを仕事にしよう』ということで

した。実は僕もこの講座を受けようと思った理由が坂田さんがソフトウェアエンジニアに就職したのと同じ

理由で、中学でやったプログラミングの授業をうけ、楽しい、また、自分は得意だと感じたからなんです。

そこで坂田さんのそこそこじゃなく、本当に好きな物という言葉が胸に響きました。たぶん僕は慢心しやす

い質なので、謙虚で慎重にこれから先のことを考えていこうと思えました。今回はとても為になる講演をあ

りがとうございました。 

 

ソフトフェアエンジニアの坂田さんに高校のうちからするべきこと、SWエンジニアのなりかた、進路の決め

方など今やこれから必要になってくることを教えていただきました。好きなことを職がにするとそれが好き

じゃなくなるということを聞いたことがあったのですが、坂田さんの話を聞いて仕事を続けていき人生を楽

しむためには好きなことを職業にすることが良いことをしれました。また、論理的思考力を身につけること

でコミュニケーション力がつき、将来仕事の場で役立つことも教えていただきました。論理的思考力を養う

方法は出した結論の理由を考える習慣をつけるようにすることと教えてもらい実践していこうと思います。

本当に将来のために良いことが聞けました。僕は今勉強あまりしなくても成績がとれると思って慢心してい

るところがあるので直していきます。 



１１．建築デザイン 

【講義の内容】 

・小中高大の話 建築デザインとのつながりとなることを中心に 

・留学や卒業設計作品について 卒業設計は由良の成ヶ島での建築モデル（防波堤ミュージアム） 

・これまでのデザイン作品や影響を受けた物事を写真・図・イラストを交えて 

 

【生徒の感想】 

・今回建築デザインの講義を聞いて僕は将来何がしたいかを自分の趣味や得意なことを合わせて考えるのが

いいとわかった。建築デザインは絵のうまさがあるんだなと思いました。僕は講義の先生が小学生の時に

書いていた廊下の絵に僕が今書いても勝てないなと思いました。 

・最初僕は、建築のデザインには美術的な力があればできるんじゃないか。と思っていたけど、学術的な知

識も必要だって聞いて、実際に 3D モデルを使って作った模型を見た時やハザードマップから波の高低を

考えて堤防の高さを決めたという話を聞いて凄いなぁと思いました。 

・建築のことについて、何も知らなかったけど今日の講座を聞いてただ、図面を描いて大工さんに建てても

らうだけでなく、3Dモデルや、模型、ツールなど色々なのことが行われていると分かりました。デザイン

をするには、安全性や環境への対応、コンクリートや木材の質感など形を考えるだけではないと分かりま

した。 

・平面図や断面図は書いたり読み取ったりするのは難しそうだなと思いましたが、それが設計する人と作っ

ていく人の共通言語だと聞いてすごいなと思いました。 

・建築の仕事をするにあたって、海外に行くなどして実際に見て学ぶことがとても重要になるということが

わかりました。実際に見て学ぶということは、何をするにも大切なことだと思いました。 

・講座を聞いて、発想力の重要さがよく分かりました。また、どんなものを作りたいのか一度頭の中で構築

することが大事だと思いました。より良いものを作るためには、自分の人生の中で見てきた色々な物から

ヒントを得ることが大事だと思った。 

・この職業研究ワークショップの項目の中で一番興味が沸いたのが、建築・デザインでした。自分も絵を描

くのがすごく好きで、自分の得意を仕事にできている斎藤さんの話を聞いていると、将来のことへの不安

や悩みが一気になくなったような気がしました。海外から刺激を受けることの大切さを知って、今まで考

えもしなかった 留学 にも行こうかなという気持ちになりました。話を聞いているときは全然リアクショ

ンできなくて不安にさせてしまったかもしれないですが、すごく面白い話で、一瞬で 50分が過ぎました。

今になって聞きたいことがたくさんでてきました。 

・建築・デザイン科の道を行くにおいて、身近なことのデザインについて考える癖をつけると良いのかなと

思いました。その建物をスケッチしたり写真を撮ったりそのデザインについての感想を考えたりしたりと

視点を変えて考えていく癖をつけていきたいと思います。 

・先生の話を聞かせていただいて、建築とはデザインするだけではなく、環境のことや安全性のことも考え

ないといけないことがわかりました。また、一つの建築物を建てるには建築家や建築士さんたちが何度も

試行錯誤して長い時間をかけて作っているから、建物をじっくり見ていこうと思いました。私の中では、

「建築は言葉がなくても意思疎通できる」という先生の言葉が建築のとても素敵な部分だと思いました。 

・国内外の様々な建築物や 実際にデザインされた図面、模型をたくさんみせていただきました。それぞれに

ついて 詳しく説明してくださったのですが、話を聞いていくうちに こんなことが本当にできるのかと疑

いたくなるほど、“建築を構想する”ということは私にはとてもレベルの高いことのように感じました。 た

だ、全てのデザインが美しく、単純に素敵だなと感じるものばかりで この分野への憧れはより一層強く

なりました。 



１２．看護・医療 

【講義の内容】 

① 自己紹介 

② 高校生活（洲本高校での思い出） 

③ 看護師を目指そうと思ったきっかけ  

④ 看護師になるには 

⑤ 大学卒業と専門学校卒業のメリット・デメリット  

⑥ チーム医療について（職種について） 

・放射線技師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士など 

⑦ 兵庫県立病院の魅力 

・働く職場環境が整っている 

・教育体制が整っている 

・長く働く制度が盛りだくさん 

・修学資金貸与制度がある 

⑧ 1日のスケジュール 

⑨ 最後に 

・受験勉強は早めに取り組む 

・受験に必要な科目の授業を選択する 

・オープンキャンパスに参加 

・定期テストは手を抜かない 

・看護師はやりがいのある仕事 

 

 

【生徒の感想】 

・看護師という仕事は、すごく大変な仕事なのだと改めて感じた。 コロナ患者のいる病棟で働いている看

護師さんたちは「自分たちもかかるのではないか」という不安と恐怖と毎日闘いながらコロナ患者のケア

に、最善を尽くしてくれている。ニュースでは医療崩壊や、医療現場の大変さ、厳しさなど様々なニュー

スは耳にしていたものの、実際、患者さんと接している看護師さんの話しを聞くと、より一層医療現場の

厳しさが手にとるように分かった。今回の講座を受けて、私たちに出来るコロナ対策をしっかりして医療

従事者の負担が少しでも減るように、そしてコロナがなるべく早く終息するように日々の行動を改めたい。 

 

・自分は看護師になりたいなと思っているので、今回のお話を楽しみにしていました。看護師は聞いてい

たように大変な仕事で精神的にもやられる時があるけれど感謝の言葉をもらったりすることで看護師のや

りがいを感じれるというのはいいことだなと思いました。自分が思っていたよりも１日のスケジュールが

ハードでビックリしました。自分は、人助けをして感謝された時にとても嬉しく思ったのをきっかけに看

護師になりたいなと思いました。私は、コミュニケーション力があまりないので心がけていこうと思いま

した。受験にあたっても色んなことを教えていただいてもっと頑張ろうと思えました。ありがとうござい

ました。 



１３．医学・薬学 

【講義の内容】 

①高校時代の勉強について。 

 医学部を意識した時期、勉強時間、勉強方法、一日の過ごし方、淡路島という環境ですごすことのメリッ 

ト・デメリットなど。 

勉強時間は 3年生の夏休みからは 1日 10時間程度、図書館で勉強をするのが好きだった。勉強は長時間 

続けると集中が持続しないのでこまめに休憩をとりながら行う。 

淡路島はデメリットとして競争力が生まれにくく、島外とでは感覚に違いがある部分もある。 

しかし裏を返せばメリットにもなり、他人のことを気にしすぎず自分のやりたいことをじっくり考えて行 

動することができる。  

②医学部入学から医師としてはたらくまで。 

 医学部でかかる費用について、私立大学と国公立ではどれほどの差があるか。どのようなことを勉強する 

のか、亡くなった方が医学生のためにご遺体を提供してくれることで行うことができる解剖のことや年次 

があがることに実践的になっていくことなど。勉強以外にもクラブ活動や趣味などを行うこともでき、6 

年間常に勉強していなければならないというわけではないということ。 

③整形外科医師として。 

 専門医とはどのようなものか、専門医の一覧表を提示して説明。非常に数が多かった。 

専門領域は自分のやりたいことや研修医のときの経験などから決めていく。 

仕事の内容は一日のスケジュールとともに説明していただいた。 

患部のレントゲン写真を見せながら治療方法の説明など。 

 どのようなスケジュールで仕事をしているか。 

 

【生徒の感想】 

今日はありがとうございました。自分自身で情報を集めて自分のためになる情報を取捨選択する必要がある

と思いました。受験勉強のポイントを教えてもらって実行しようと思いました。勉強中はスマホから離れよ

うと適度に休憩も取ろうと復習もしっかりしようと思いました。自分の選択には後悔しない！自分自身の意

思で決断していこうと思いました。最初選んだ時は自分がなりたいとかではなくただ単に面白そうだなと理

由で選びましたが講師の方のお話を聞くにつれ医学の道はとても厳しいのはもちろんですがすごく楽しくや

りがいのある仕事なんだと言うことがわかりました。今日のお話を聞いていて 1番印象に残ったのは本当の

人間を使い解剖するというのがすごく印象的でした。今日聞いたお話を周りのお友達に話してみようと思い

ました。 



１４．心理・カウンセラー 

【講義の内容】 

心理カウンセラーとはどんな仕事？ 

〇 公認心理士は国家資格、臨床心理士は民間の資格 

〇 医療行為はできない。精神療法は精神科医が行う。 

〇 心理士が働く場所にはいろいろな分野がある。（保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働） 

〇 心理の分野は掛け持ちで働く人が多い。 

 

心理士になってよかったこと 

〇 必死で生きていこうとする人々に日々出逢えること。 

〇 心のバランスを崩した人が笑顔になる姿を見られる 

〇 「人は変われる」という力を見せてもらえる。 

〇 全ての経験が何一つ無駄なく仕事に活かせる。 

 

仕事の中で教わったこと 

〇 相手を信じ認める言葉はもっとも副作用のない薬。 

〇 言葉ひとつで人の命を奪ってしまう。 

〇 決めつけをなくさないといけない仕事。 

 

しておいてよかったこと 

〇 これまでたくさん悩んだこと。 

〇 いろいろな人と交流してきたこと。 

〇 いろいろなことに疑問を持って観察したこと。 

 

最後に 

「どう生きていこう？」と考え出したときから、変化のプロセスは始まっている。 

 

【生徒の感想】 

心理学は想像以上に領域が広くて驚きました。今までの経験が何一つ無駄にならない、もがきながらも必

死で生きようとする人と関わることができるという言葉に惹かれ、本当に素敵な職業だなと思いました。人

の気持ちに寄り添い人が変わる瞬間に立ち会えるのは凄く嬉しいということが伝わりました。はじめから心

理学に興味があった訳ではなかったのですが、今日の話を聞いて心理カウンセラーという職業の素晴らしさ

にとても興味が湧きました。ありがとうございました。 

 

自分自身、心理の方へ進みたいと考え始めていたので、今まさに聞きたいと思っていた事を聞くことがで

きたのでとても良かった。そして、自分が思っていた以上に心理関係の仕事があるということや、行く大学

によってその多くある種類の中で何に強くなるかも大体決まると聞いて、これは自分でももっと調べないと

なぁと思った。武久さん自身の経験を交えて、どんな仕事なのか、何が大切かをたくさん聞くことができた

ので、進路選択の上で、聞いた事すべて忘れずに活用したい。 



１５．国際貢献・異文化交流 

【講義の内容】 

①自己紹介 

タンザニアに 3年（青年海外協力隊）、タイに 2年（現在も）滞在。写真でどんなところなのか具体的にイ

メージできていた。生徒が思う以上に都市化が進んでいること、校外との差に驚いている様子。 

 

②今日の締め(ゴール)について 

BTSについて。Googleの検索では、日本では韓国のアイドルグループ。タイでは主要な電車のこと。何が

一番大事かは人、国によって異なるという例。 

「自分の価値観」を広げるためには、どうすればいい？ 

 

③自分は将来どうなりたい？ 

先を見通す力が大事。 

将来の職業を答える生徒が多かった。 

どのような価値観で生きるかが大切。最初に見せたタンザニアとタイの写真は、実は全部インターネット

からの引用で、調べようと思えば誰でも調べられる。しかし、大事なのは検索ではわからない部分。 

 

④「勉強」は努力・能力の証 

やはり勉強は大事。海外では自国の歴史、地理について知っていることは当たり前。海外で働くなら理数

科目もできなければならない。 

 

⑤モチベーションについて 

言葉を覚えるには、生きていくのに必要な環境にならなければ、なかなか覚えられない。タイは日本語に

あふれていて喋れなくても生きていけるから、少ししか話せない。思い切って自分を追い込んで後戻りで

きなくしてしまうのもあり。 

 

⑥留学の話 

費用・期間・勇気・覚悟 が必要。大阪に進学、一人暮らしで 4年過ごして 1000万を超える出費と比べる

と、場所などによっては日本より安く行ける場合もたくさんある。例えばタイなら、ざっと年間 130～150

万ほどで暮らせて、通う大学も日本でいえば大阪大・神戸大クラスの大学にも入りやすい。いろんな国か

らの優秀な学生が集まるから、視野も広がりやすい。 

 

⑦最後に 

 知識は必要。厚みを出すには経験が必要。＝自ら動け 

 

⑧おまけ 

タンザニア時代、現地の人の依頼で日本の車を買う手伝いをした。日本の業者と連絡を取り輸入した。後日

日本の業者から手を組んで事業をしないかといわれたが、その時は断った。今は同じようなことをしている

人が、年商 500億のビジネスとして展開している。 

 

【生徒の感想】 

まずはタイのバンコクがどういう所でどういった魅力があるのかという所が知れて良かったです。私の中で

タイというのは遠い所にあって、日本とは全く違うまるで別の世界のような認識を持っていましたが、今日

の講座でタイは意外と日本にあふれてありふれているのだなと感じました。また、昨年ほど前から世間を騒

がせているコロナに対するタイの政府が取った政策の一部も初めて知りました。今日の講座の中で一番心に

残っている先生の言葉は「自分から動け」「周りを跳ねのける努力を」で、本当に心に響きました。今日はあ

りがとうございました。 



私は留学はただ留学先の文化に触れ言語を学び、世界のグローバル化に対応する力を養うものだと認識して

いたけれど、価値観を広げる 1つの方法だと知り、留学にはそんな効果もあるのかと勉強になりました。留

学のような新しい未知数の世界へ飛び込むことは容易では無く、覚悟や見通しを立てなくてはならないこと

に少し抵抗は感じるけれど留学も人生で経験したいなと思いました。刺激を新しい環境で受けるために、英

語、地歴(世界史)、日本語、理数系と幅広く常識として身につけておかなければならない力があり、この段

階で自分には無理だと思いすぐ断念したら留学して得られるものも自分のものに落とし込めないと思うので、

甘く考えすぎずおさえるべき力をきちんとおさえられる人間になりたいです。そして、自分から動くと言う

事が大事なことが 1番印象に残りました。確かに自分を振り返ると漠然とした自分の将来像に対してあまり

自分から動いて情報を得ようとしたりしていなかったかなと思い、価値観を広げて視野を広く持つためにも

自分から積極的に動いていこうと思いました。そして、留学と言う 1つの人生における経験も積んで国際に

関連している職業に就きたいと言う目標に向かって進みたいなと思います。 



１６．映像クリエイター 

【講義の内容】 

自身について紹介 

・生徒会長や放送部の活動など高校時代の経験について。 

・大学のサークルで映画を作成。アメリカで撮影を行った。 

・アメリカでの就職を休止し、現在は渋谷を中心に働いている。コロナの影響でリモートワークが多い。 

１つの動画ができるまで 

・映像を欲しい人、映像を作ることができる人、映像をどのように届けるのかの観点からお話をして頂いた。 

・企業が直接発注するのではなく間に広告代理店が入る。 

作り手の多様性 

・映像の専門学校やアニメスクールを出ると、仕事に活かせる人脈が作れる。 

・仕事を頼む際には信頼できる仲の人にまかせる傾向が強い。 

・映像専門ではない総合大学を出れば映像に詳しくない人の観点が知れる。 

伝えたいこと 

①古典を見るということ 

 新しいものを作るということは、これまでの何かと何かを組み合わせるということ。 

 後世まで残る作品にはなにか理由がある。それらに触れることが重要である。 

②夢を捨てるということ 

 夢を見ているうちは現実が見えていない。 

 夢を捨てるということは現実を知るということ。現実を知るところから目標を明確にする。 

③自分に何ができるのかを分かっておく 

 自分にできることが分かっていれば提供できるものが明確になる。 

 自分に足りないものも明確になる。 

④社会的な人間になる 

 人と仲良くなっておく。 

 ストレスのない人間関係は仕事を円滑に進めることにもつながる。 

 

【生徒の感想】 

・私は映像クリエイターとは映像を創る＝編集なのかなと思っていたけどそうじゃなくて企画をつくるとこ

ろから映像クリエイターの仕事なんだと驚きました。映像クリエイターと言ってもその中にいくつもの職業

があり、それぞれのすることが違うくて私も映像に関わる仕事に興味があったけど自分に向いているものは

無いと思っていたから、こんなにたくさんの仕事があれば私に向いているものもあるかもしれないので自分

で調べたいと思いました。 

・今回の講演で、自分の知らないこともたくさん知れたし、将来の仕事を考える上でとても良い勉強になり

ました。私はテレビ関係の仕事をしてみたいと思っていて、映像クリエイターはどうゆうことをするのかず

っと気になっていたので、テレビなどにも関わる話をしてもらってもっとテレビ関係に興味が湧きました。

自分の知りたい分野が少しでも増えたし、もっともっと知りたいなと思う内容でした。こういう仕事に就く

には、ある程度の知識もいるし、色んなことを吸収してだして自分のものにすることが大切だと分かりまし

た。それは映像に限らず、全ての職業に当てはまることだと思うので、普段の生活から意識していきたいで

す。 


