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４６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）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。 

 

●「企業見学先」一覧（教員の引率あり）※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（水） 

１０：００ 

  ～１２：００ 

１３名 

【大澤】 

２ 

 

 

 

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１日（水） 

１３：３０ 

～１５：３０ 

３０名 

【谷・中島】 

 

３ （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 ３日（金） 

１０：００ 

～１２：００ 

 

８名 

【三橋】 

 

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（水） 

１０：３０ 

～１２：００ 

９名 

【中島】 

 

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 

藤原康之 

支店長様 

 

杭瀬支店 

神崎慎治 

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（水） 

１０：００～ 

１２：００ 

８月９日（木） 

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 

【大澤・井上・ 

藤村・岸本】 

杭瀬支店： 

尼崎市杭瀬本町 2-1-1 

   （06-6401-0331) 

６ 

 

（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 25

号   （06-6401-0262） 

８月２１日（火） 

１３：００ 

～１５：００ 

１６名 

【難波】 

 

７ コープこうべ 

尼崎近松店 

 

店長  

山田和史 様 

尼崎市上坂部３－11－１ 

（06-6496-0227） 

８月２２日（水） 

１０：３０ 

～１２：００ 

２８名 

【河野・島田】 

 

８ 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（木） 

１０：００ 

～１２：００ 

 

１７名 

【菊永】 
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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 

(06-6499-4919) 

８月１日（水）～２日（木） 

  ６日（月）～９日（木） 

 ２１日（火）～22日（水） 

の午前か午後の半日 

３２名 

【学年・中島】 

 

●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２５，２６，２７ 

８月２，３，４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・８月１日 

８月７日・８日のうち１日 

１名 

【中島】 

１３ 生協歯科 （歯科衛生士） 尼崎市稲葉荘 4丁目 6番 27号 ７月２７日（金） ２名 

【中島】 

●一日 理学療法士体験  ※今年度は警報発令のため、中止としました。 

 受入先 所在地 受入日 人数・担当 

１４ 甲南病院（理学療法士） 

 

神戸市東灘区鴨子ヶ原 

1-5-16（078-851-2161） 

７月２９日（日） 

１３：００～ 

６名 

【橋本】 

 

●事業所インターンシップ（引率無し）５日 

企業名 担当者 所在地 受け入れ日 人数 

（株）ヤマシタワークス 

金型製造・加工 

代表取締役 

山下健治氏 

担当：浜田部長 

尼崎市西長洲 2-6-18 

（06-4868-8477） 

 

７月 30日（月） 

～８月３日（金） 

１人 

 

（株）ビーワン  

一番星 

作業服販売・接客 

代表取締役 

細井貴彦氏 

担当： 

尼崎市南武庫之荘 7-17-3 

（武庫之荘店） 

（06-6432-3040） 

７月 30日（月） 

～８月３日（金） 

１人 

 

●県庁インターンシップ（引率無し）５日間 

兵庫県教育委員会事 神戸市中央区下山手通５－１０－１（３号館） 

０７８－３６２－４４７８ 

１人 

 

 

 

 

 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３１日（火） 

１４：００～１６：３０ 

 

２名 

1日目 

【浅田】 

2日目 

【村越】 

 

・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２８日（火） 

１４：００～１６：００ 
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 46回生「高校生就業体験」アンケート集計結果（2018．9） 

 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 
   

   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、行わ

れなか

った 

 

 

 

 １，企業見学 140 56 75 7 2   
  

 ２，幼稚園実習 32 21 11 0 0   
  

 ３，看護・医療体験 7 7 0 0 0   
  

 ４，ロボットセミナー実習 2 1 1 0 0   
  

 ５，企業インターンシップ 2 1 1 0 0   
  

 ６，県庁インターンシップ 1 1 0 0 0   
  

 合計 184 87 88 7 2 0 
  

 欠席 8         6 
  

 
            

 ２，実際に見学や体験ができて、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 

5、行わ

れなか

った 

 

 

 １，企業見学 140 58 73 8 1   
 

 ２，幼稚園実習 32 23 9 0 0   
 

 ３，看護・医療体験 7 6 1 0 0   
 

 ４，ロボットセミナー実習 2 1 1 0 0   
 

 ５，企業インターンシップ 2 1 1 0 0   
 

 ６，県庁インターンシップ 1 1 0 0 0   
 

 合計 184 90 85 8 1 0 
 

 欠席 8         6 
 

 
            

 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 
   

   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、行わ

れなかっ

た 

 

 

 １，企業見学 140 59 63 5 1   
 

 ２，幼稚園実習 32 36 6 0 0   
 

 ３，看護・医療体験 7 6 1 0 0   
 

 ４，ロボットセミナー実習 2 2 0 0 0   
 

 ５，企業インターンシップ 2 1 1 0 0   
 

 ６，県庁インターンシップ 1 1 0 0 0   
 

 合計 184 105 71 5 1 0 
 

 欠席 8         6 
 

 
          

 
          

本年度の「就業体験」総合

的な評価は、１８４人中、

１７５人（９５％）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。 

「職業講話」については、１

８４人中、１７６人（９６％）

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。 

実際の体験や見学について

は、１８４人中、１７５人（９

５％）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

習は、３２人中、２３人が「と

ても良かったと」答えてお

り、７０％以上が満足できた

実習だったと考えたれる。実

習が中心の就業体験は、評価

が高いといえる。 
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☆生徒のコメントより 

①良かった点 
           

 資料があり、わかりやすかった 
         

 企業ではどのようなことが大切であるかがわかった 
      

 働くことの大切さ、やりがい成功の秘訣などをきけてよかった 
     

 とても丁寧に説明していただいた。専門用語などもその場で具体的に説明してくれた 
  

 仕事や働くことについての具体的なイメージがわかった 
      

 企業の人が丁寧にわかりやすく教えてくれた。とても気を遣っていただいた（飲み物、帽子のサイズなど） 
 

 実際に工場を見学して知らない事を知ることができた。面接の時に見られるポイントなども教えて頂いた 
 

 働くために大切なこと、高校生のうちにやっておくべきこと、コミュニケーションや勉強についていろいろと教えてくださった 
 

 仕事の話を具体例を挙げて話してくれた 
        

 多くの質問に答えてくれた、普段の生活では見ることができないところを見れた。どのような仕事なのかの説明もあった 
 

 銀行についていろいろとわかった 
         

 わかりやすく工場の中を説明しながら案内してくださった 
      

 金庫の中を見ることができた 
         

 職場の人が就職活動のなどの話をしてくれた 
       

 親切にひとつひとつのことを教えて頂いた。とてもわかりやすかった 
     

 1つひとつ丁寧に説明してくれてわかりやすかった 
       

 人生の経験などを話してくれた 
         

 実際に仕事をしている方にお話を聞くことができてよい体験になりました。仕事とは何かを考えるきっかけになりました。 
 

 将来社会人になる上でのマナーなどを教えてもらった 
      

 普段目にする事のない企業だったので、別の職種が知れた 
     

 仕事場の方々の人生談を聞くことができた。学校と仕事の違いをひとつひとつ細かに教えてくれた 
 

 今後大切なことや働く場所を決める時の注意点を教えてもらった 
     

 音の大きい工場ではトランシーバーでお話をして頂き。大人になるために役立つ話をしてもらいました。 
 

 就業体験の方の今までの人生をきいたことで今後の自分の人生の進路に役だった 
  

 会社全体が清潔で見学している側も気持ち良かった 
      

 普通に生活していたら見られないようなものが見れた 
      

 働くことの大変さがわかった 
         

 知らない事をたくさん知ることができた。今後の参考になった。 
     

 トランシーバーを使って説明をしてくださり、よく理解できた。働くとはどんなことなのかというお話がわかりやすかった 
 

 いろんな体験をして自分のなかの引き出しを増やすというアドバイスをくださった 
   

 金融機関のことを詳しく知れた。実際には見ることのできない裏側を見学できた。貴重な体験ができた。 
 

 会社の仕組みをわかりやすく教えて頂いた 
       

 就職の話をしてくださりありがたかった 
        

 大企業には行ったことがありますが、中小企業に行ったことがなく、新しい発見が多かった。 
  

 先生たちが言うより第一線で働いている方の言うことの方が説得力があり、説明がうまかった。講話がおもしろかった 
 

 工場の役割配分やその会社の歴史を知ることができた。いろいろな国に部品を輸入していることがわかった 

 企業が必要としている人材がどのような人なのかがわかった 
     

 銀行員としての責任感について知ることができた。知りたかったことが知れた 
   

 企業と地域の交流の重要性を知ることができた。銀行の仕事内容を学べた 
   

 就職についていろいろと聞くことができた 
        

 社会に出る上での必要なことやマナーがわかった。航空機の脚の細かな事が知れてよかった 
  

 積極的に自分から話すと笑顔でたくさん話してくれる、先生がなにかあったらすぐに気づいてくれた 
 

 幅広い年齢層の子どもと関われた 
        

 子どもとよくふれあえた 
          

 いろいろな話がきけた。子どもたちとたくさんかかわることができた。 
     

 子どもと直接接することができた。自由に子どもと話ができた。先生方の活動をじっくり見ることができた 
 

 仕事の大変さがわかった。どうしたら子どもが笑って遊んでくれるのかを考えさせられた 
  

 子どもとかかわれる時間をたくさん作ってくださった。先生たちが親身に話を聞いてくださった。 
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 どのように先生の道へ進んだかを明確に教えてくださった 
      

 子どもと遊ぶだけではなく、洗い物などの表に見えない仕事も体験させてもらった。先生たちが話しやすかった 

 普段できない体験ができた。幼稚園の先生の話が聞けてよかった 
     

 子どもたちとふれあって、元気さ、行動、言動などがほほえましいと思った。 
   

 子どもたちとのコミュニケーション。先生方の話し方を知れた 
      

 幼稚園の先生の仕事について詳しく聞くことができた。園児と接する難しさを知り、自分で工夫して接することができた。 
 

 より幼稚園の先生になりたいと思った。 
        

 実際に子どもとたくさんふれあうことができてよかった 
      

 いつもと違う体験ができた。仕事内容を知ることができた。 
      

 何をしたらいいのかわからなくなると先生方がすぐに指導してくださった。赤ちゃんがかわいかった 
 

 とても自由な雰囲気で子どもたちも元気でよかった 
       

 実際に体験することで気づくことや今まで知らなかったことを理解できた 
   

 子どもとの接し方、けんかのとめかたなどが保育士の方を見ているととても勉強になった 
  

 子どもものびのびとしていて、こちらものびのび活動できた。先生方の話が、将来の進路を考える材料になった 

 先生方が質問に対して丁寧に説明してくださった。子どもがとても元気だった 
   

 高校卒業から就職までの流れや就職するために注意することなどを細かく教えてくださった。 
  

 実際に歯科衛生士さんが患者さんの歯を治療しているところが見れて良い経験になりました。 
  

 実際に体験できたのが良かった。看護の大変さや仕事がわかった 
     

 たくさんの体験ができた。病院で働くことの難しさややりがいをきけた 
    

 薬剤師の仕事内容をとてもわかりやすく説明してくださり、理解が深まった 
   

 丁寧に説明して頂いた。他校の人との交流もあった 
      

 ロボットの作業を見ることができた。ロボットのプログラムを変えると異なった作業ができることを知ることができた 

 ロボット見学の説明がわかりやすかった 
        

 自分の将来をより具体的に考えることができた 
       

 具体的に企業がどのような成果を上げたのかを知れた。学校で教わらないような細かいことを教えてくれた。 

 人と話をすることに少し慣れた 
         

②改善点 
           

 見学だけで体験がない。後ろにいたら説明が聞こえない 
      

 実際に体験をしたかった（多数） 
         

 暑いので冬休みでも良いと思う 
         

 体験をしたかった 就業体験といえる行事にしてほしい 
      

 自分の将来に近い仕事体験などが増えたらいいと思う 
      

 企業の場所がわかりにくく、遠かった。 
        

 もう少し職場の話を聞きたかった 
         

 こんなに大勢でお店を回ってお客様に迷惑でないか不安だった 
     

 もっと職業を増やしてほしい（多数） 
        

 メモをとれる雰囲気、時間がなかった 
        

 説明ばかりだった 
          

 においがきつかった 
          

 緊張感がすごかった 
          

 事前に聞いていた話と違ったので、企業の内容を詳しく教えてほしかったです 
   

 もう少し生徒の興味のあるジャンルの会社を選択肢に入れてほしい 
     

 オーストラリア研修と日程がかぶっている企業が多く、選択肢があまりなかった。 
   

 事前に必要とされるものの再確認 
        

 実習をするためには体力が必要。虫になれる 
       

 1日体験してみたい 
          

 男子の人数を多くした方がよい 
         

 雑用が多く、あまり園児と関わることができなかった。（午後） 
     

 あまり子どもとかかわれなかった。3分の１ぐらいはかかわりたかった 
    

 体調不良で倒れてしまった（毎年 1，2人は倒れるらしい。そういうことはしらなかった） 
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 （参考） 先生方の評価（企業見学引率）提出 7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 8 6 2 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 8 5 2 1 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 8 6 2 0 0 
 

 
            

 ４．先生方の意見・感想から… 
         

 ☆内容について 
           

  地元の企業を知る良い機会である。 
        

  いろいろと勉強になる機会だと思います。 
       

  「就業」というような作業的な事が全くなく、生徒は店内を見て回るだけなので、物足りなかったと思う。 
 

  「あましん」さんは地元の企業として積極的に協力していきたいと話をされ、対応も非常に丁寧でよかったです。 

 ☆時期について 
           

  参加率もよく適切だと思う 
         

  夏休みしかないと思います。 
         

  夏休みの終盤は少し心配である。 
        

  受け入れ先に問題がなければこの時期でよいと思います。 
     

 ☆ワークシートについて 
          

  体験を整理するために必要な作業である 
       

  筆記用具を忘れた者が何名かいた 
        

 ☆その他 
           

  生徒は社会の厳しさを知るよい機会になったと思います。 
      

  企業の方に何度も聞かれましたが、男子生徒から何も質問がなかった。女子生徒は事前にしっかり調べて積極的に質問ができていました。 

  今年の新入社員の方からもお話を伺い、いろいろと体験の内容を工夫してくださいました。 
  

  職場の方のお話は丁寧でとてもよかった。店内の説明は人数が多く、後ろの方が聞こえにくかった。 
 

  5人の方の就職時や現在の働き方についてのお話を聞いたが、大変貴重な内容であった。 
  

  8人の生徒のために、5人の社員の方が関わってくださり、とても丁寧に説明をして頂いた。 
  

  他の社員の方もあいさつをしてくださったり、とても親しみやすかった。 
     

  学生の時の就職に対する気持ちや現在の仕事に対する考え、悩みなどについてのお話を聞くことができた。 

  ロボットについての説明が興味深かった。ロボットの台数は日本が世界一とか、アイデア次第でヒットするものを 

  作ることができるなどと聞いて、やる気になった生徒も多いのではないかと思う。 
   

 

７５％の先生方に「とても良かっ

た」という評価を頂いた。 

７５％の先生方に「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。しかし、就業体験としている

ので、体験を取り入れる等の工夫が

必要との指摘もいただいた。 
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参加生徒の感想 

 

①（株）特発三協製作所 様 

  僕が、特発三協製作所さんを訪れて思ったことは、バネが思った以上

に身近な所（車、冷蔵庫など）に使用されていることを知り、このよう

な会社があるから、人々はいつも通りの豊かな生活ができるのだなあと

思いました。また、従業員さんの数の多さにびっくりしました。僕は、

伺う前は 10人ぐらいかなあと思っていました。50人以上いらっしゃる

と聞いたときはとても驚きました。従業員さんたちも仲が良さそうで、

会社の仲間でスポーツをしているひともおられました。誕生日の人がい

る月は誕生会を開くなど、とてもよい雰囲気を感じました。僕は、将来何かを作り出す仕事に就きたいと

思っているので、こちらの会社も選択肢のひとつにいれさせていただきたいなと思いました。今回の体験

で、会社とはどんなものか、仕事とはどんなものかを学ぶ良い機会になりました。（男子） 

  僕は今回の就業体験で、初めて自分が住んでいる街の企業に伺うことができました。担当者の方のお話

の中で驚いたことは、バネは車の部品に多く使われていて、車の設計のかなり重要な部分であると知った

ことです。また、試作品のバネで作った車で国の新型自動車の認証試験を行うことはだめで、バネすらも

量産型でなければいけないことを知り、この小さな部品がとても大切な事に気づきました。工場見学では、

生産している所に人があまりいなかったことに驚きました。ほとんどの機械が自動で動き、僕の思ってい

たイメージと全く違う事にびっくりしました。ただ、包装や検品の作業には人がおられました。社長さん

のお話を聞いて、自分の将来に向けて、現在すべきことや、現在していることの意味などを、自分で気づ

くことができました。僕はこの就業体験で将来の自分のプランを立てることができたと思います。（男子） 

 

②ヤンマー株式会社 様 

  ヤンマーの尼崎工場の見学をさせて頂いて気づいたことは、世界的に活躍している企業なのに、環境や

従業員の安全、整理整頓がきちんとされているということでした。飾ってあった表彰状などを見ていると、

2007年度の５S３T（整理整頓などのこと）の賞状は 3位だったのに、2017年度は 1位を取られていまし

た。世界的に活躍している理由は技術が第一かもしれませんが、他の事にも長けている、それも自分たち

の利益だけを考えるのではなく他の事にも気を遣いながら取り組む事にも理由があるのではないかと思

いました。新入社員に教えていることで、興味深いことがありました。基礎は当たり前にできて、さらに

専門とする事を 1つもつ T字型、または、2つ持つπ字型の人間になれということです。会社自体がπ字

型になり、先導していることがすごいなと感じました。今回、世界で活躍されているヤンマーという会社

に見学に行くことができたのは、本当によい経験だと感じました。（男子） 

  今回の就業体験を通して、仕事の複雑さや、難しさ、やりがいなどを改めて知ることができました。僕

はヤンマー尼崎工場を見学しました。主にエンジンの開発の工程を見学しましたが、1つのエンジンを作

るために、何度も細かいチェックを繰り返していて、とても大変そうでした。工場の中はいろいろなパー

ツに分かれていて作業をされていました。各パーツの特徴を教えて頂きながら見学をさせてもらいました。

今まで、工場を見学したことはなく、初めての経験だったので、改めてすごいなあと感じました。たくさ

んの人が 1つの部品を作るのに関わっていて、チームワークが大切だなあと思いました。今回の体験で、

仕事をする上では、一人ひとりが責任を持って、働く事が大切なのだと改めて知ることができました。僕

も数年後には社会へ出て働く事になるので、この経験を活かしていこうと思います。（男子） 
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③（株）日興商会 様 

 私は今回の就業体験で「日興商会」さんを訪問させて頂きました。

短い時間でしたが多くの事を学ばせて頂きました。印刷工場というこ

ともあり、印刷に関する様々な機械がありました。従業員の方々も大

勢いらっしゃいました。その中でもとても印象に残ったのは、車いす

や聾唖の方々もお仕事をしている姿でした。聾唖の方々には、他の従

業員さんが手話で会話している姿を見て、本当の企業の形を見せて頂

いた気がしました。身体障害者の方々も“当たり前に働く”そんな企

業や場所が、もっともっと増えていけばいいなと思いました。お話中でお客さんへのサービスは「人＋物

＋感動」を大切にしているとおっしゃっていました。私も将来仕事に就いたときに、どんな仕事であって

も、この心意気を大切にしたいなと、心から感じました。（女子） 

  私が就業体験でお邪魔させて頂いたのは日興商会さんです。そこで驚いたことがあります。それは、ア

ルミ板で印刷の版を作っているのですが、触ってみても凹凸が全くないことです。普通の金属板に印刷す

る物が書かれているようにしか見えないのですが、それで印刷をしていると知ったときには驚きました。

担当者の方のお話によると、手で触ってもわからないぐらいの小さな凹凸があるそうです。それを聞いて、

すごい技術だなあと驚きました。就業体験で学んだことがあります。それは仕事のやりがいです。担当者

の方のお話で、お客様に「ありがとう」といわれた時に仕事のやりがいを感じるとおっしゃっていました。

私はこれを聞いて、人に感謝される仕事は良いなと思いました。いろいろな事を就業体験で学びましたが、

これを糧にして就職に役立てていこうと思いました。（女子） 

 

④レンゴー株式会社 様 

  今回レンゴーさんにお邪魔してみようと思った理由は、段ボールを生み出した会社だということが気に

なったからです。どんな会社か調べて見ると段ボールだけでなく、いろいろな製品を作っておられると聞

いて、益々興味がわきました。会社の説明を伺うと、段ボール原紙と紙管原紙を生産しているとのことで

した。初めて知ることが多く、とても驚きました。説明の後に工場を見学させて頂きました。事前に知ら

されていたとはいえ、本当に暑く、大きな音が常にしており、ここで働いておられる方々は本当に大変だ

なあと思いました。段ボール原紙の原料の古紙が段ボール原紙になる過程を見ることができて、とても感

動しました。また、リサイクルの際に出てくるゴミやにおいのついた段ボールや色つきのものが混ざると

紙が台無しになることをお聞きし、これからは、きちんと分別していこうと思いました。（男子） 

  私は始めて段ボールを製造している会社を見学させて頂きました。短時間ではありましたが、たくさん

学ぶことができました。工場内の機械は常に動いていて、24時間すっと生産していることを知り、本当

に驚きました。ということは、真夜中でも従業員の方々が働いておられるということになるので、とても

大変だろうなと感じました。そして、段ボールという日常何気なく使用しているものでも、ひとつひとつ

工場で手間をかけて作っておられることに感動しました。工場内は、と

ても音が大きく、耳栓をした方がよいと言われるほどで、働いている従

業員さんたちは毎日この状況なので、本当にすごいなと感じました。お

仕事はチームでされているので、お互いに協力し合う事が一番大切だと

おっしゃっていました。私たちも学校生活でクラスというチームの中で

お互いに協力し合うことを大切にしていきたいと思いました。少しの時

間でしたが、いろいろなことを学ぶことができた一日でした。（女子） 
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⑤尼崎信用金庫 長洲支店 様 

  僕は信用金庫が完全に地域密着型の金融機関であることを初めて知

り、驚きました。地域密着型ならではの尼崎信用金庫のスローガン、

地域のベストバンクを掲げておられることも初めて知りました。長洲

支店では、町内パトロールを奉仕活動として行っていることも、地域

密着型の銀行ならではの活動だと感じました。残業などの問題で、多

くの企業がブラック企業などとささやかれている中、尼崎信用金庫は

定時から一時間後には支店内のオフィスパソコンはすべて使えなくな

り、残業は 1時間しかできない仕組みになっているそうですこれは、

これからの日本ではとても大切な事であると感じました。まだ、就職する時期には早いけど、将来の職業

候補に銀行員が加わりました。（男子） 

  僕は今回の就業体験を通して、今まで自分たちが思っていたイメージとはまた違い、より興味を持つこ

とができました。尼崎信用金庫さんではお金を預ける、引き出す事だけでなく、お金を必要としている人

にお金を融通することや、預金を貸し出して社会全体のお金を増やすという、社会的役割を担っているこ

とを知りました。普段は絶対に見ることができない金庫を見せて頂きました。その金庫は想像していたも

のを違って、大きかったのが印象的です。もし、不審者が入って来たときのマニュアルや道具を見せて頂

きました。特にすごいと思ったのは、入り口付近においてある何気ない観葉植物が、その人の身長がどれ

くらいだったのかを測る役割があるということです。僕はこの体験を通して、どういった取り組みをされ

ているのかを知ることができ、大変勉強になりました。（男子） 

 

⑥尼崎信用金庫 杭瀬支店 様 

  今回の職業体験で尼崎信用金庫杭瀬支店さんに伺いました。尼信には何度か行ったことがありますが、

どんな仕事をしているか、どんな役割を担っているかはあまり知りませんでした。とても良い経験になり

ました。尼信の特徴は地域密着ということでした。近くの小学校の登下校の時に小学生を見守り、近くの

商店街で商売をしている人たちのために、両替機がおいてありました。その他にも銀行員の方と地域の方

が親しそうに話をしていたのが、とても印象に残りました。少しだけお金を数える練習をさせて頂きまし

た。銀行員の方は、とても簡単そうにやっていたけど、とても難しかった。扇みたいに広げようとしても

ばらばらになってしまってうまくはできませんでした。多くの額のお金を数えるのも、最初は人の手で数

えるそうです。機械で数えていると思っていたので、とても驚きました。今回の職業体験は、将来の職業

について考えるよいきっかけとなりました。（男子） 

  銀行についての仕事内容などをお伺いすると、世の中のお金を回していくためには、銀行は重要な役割

を担っている会社だと感じました。偽物でしたが、100万円を使って縦読み、横読みのお札の数え方など

も教えて頂きました。お札の枚数を数える作業は思っていた以上に難しかったです。その後、出入り口付

近であいさつをしました。そこで、ひとつ思ったことがありました。銀行でも頻繁にお客さんが来るんだ

なあと感じました。そして、周囲に商店街があるので、支店長さんは商店街の方々と仲良くお話をされて

いました。後で聞くと地域の方々との関係を大切にしておられ、月に 1回ほど、商店街のこれからなどに

ついて話し合いをされているらしいです。そして商店街の方々の、両替機があると便利だという声に応え

て、銀行内に両替機を設置しているという事でした。実際にあいさつをしている時に商店街の方々が４～

5人来店されました。地域交流を大切にしているよい企業だと感じました。 
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⑦（株）トーホー 

  私がトーホーさんに伺って、一番学んだことは、責任を持つことの大切さ

です。代表の方のお話では、“会社の責任を負っている”というお話がありま

した。たくさん苦労されてきているのだろうけれ、あんなに自信を持って、

胸を張って責任を負っているということができるなんて、本当にかっこいい

なと思いました。工場で働いている方も、一人ひとりの方がとても真剣な表

情で作業をしておられ、かっこいい、すごいなと思いました。自分が知って

いるマークや表示があったので、驚きました。工場の中は暑いし、においもきつかったので、少しの時間

いるだけでもしんどかったです。このような状況で毎日働いておられるなんて本当にすごいと思いました。

天才と呼ばれる人がいたり、特殊な資格を持っている人がいたりと職人さんは本当にその道のプロなんだ

と思いました。今日、伺ったたくさんのお話をしっかりと覚えておいて、将来の役に立てたいと思いまし

た。（女子） 

  こちらの会社は尼崎にとどまらず、世界にも関わりを持たれています。また、ネームプレートだけでな

く、宇宙に関わる部品まで作っている大規模な会社でした。最初、調べてはみたものの、会社についてあ

まりわからず、事前に質問も考えることができないまま、始まってしまいました。しかし、担当の方から

話を聞き、実際に自分の目で見ることで、会社が製作している製品や、どのように作られているのかなど

を、より現実的に体感することができました。この就業体験を通して、この職業は花形の職業ではないけ

れど、ひとつの部品も欠けないように、信念を持って生産されていることがわかりました。そして、小さ

なものにもいろいろな人が関わって製作しておられるので、さらに感謝をして使用していこうと思いまし

た。貴重な体験をすることができて、とても良かったと思います。（女子） 

 

⑧コープこうべ 尼崎近松店 様 

  まず、驚いたのが、コープが協同組合であったことです。お客さんの気

持ちや希望に合わせて、安全で安心な商品を置いていたり、国産や無農薬

が多かったり、衛生管理を徹底している所などがすごいと思いました。特

に驚いたのは商品にならないサイズの野菜を安く売っていたところです。

他のスーパーではないところなので、無駄にしない心がけはすばらしいと思いました。お話を聞いていて、

皆さんは本当にコープが好きで働いておられるのだなあと感じました。お話を来ていると楽しい気持ちが

伝わって来ました。自分の好きなこと、やりたいことへ進むのは大切な事だと思いました。進路に向けて

そういう心を持っていたいです。また、アルバイトの方も重要だなあと思いました。自分自信がどの仕事

が合うのかを理解した上で、この先の進路や就職に生かせるように頑張って行きたいです。（女子） 

  普段から、何度も行っているコープこうべの裏側や店の工夫などをたくさん知ることができました。た

とえば、どこからともなく流れる広告の音は、今までの何気なく聞いていましたが、前を人が通るとセン

サーが反応して流れるという仕組みであることを初めて知りました。他にも、コープの自社工場があり消

費者の意見が反映されやすい形になっていたり、メニューを悩む人のために、キッチンサポーターがあっ

たり、産地が表示されていたり、細かな所まで工夫がされていて、お客さんが安心して買い物できる環境

になっているということに気づきました。たくさんの方々から話を聞いて、一番印象に残っているのは、

入社することが目標ではなく、入社した後に目標を持てる会社に就職するのがいいというお話でした。確

かにその方が入社したあともがんばり続けることができるので、私もそういう仕事や会社を見つけたいと

思いました。（女子） 
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⑨住友精密工業（株）様 

  住友精密工業さんに見学に伺い、思っていた事と違う事がたくさんありました。国産の飛行機のことは

知っていましたが、尼崎の工場で作っていると知りびっくりしました。その他には、飛行機のプロペラの

曲線は機械で作らず、人の手作業で作っておられるので、その技術がすごいと思いました。さらに、車を

作るときのような流れ作業をせず、ひとつひとつの作業を確実にすることを徹底されていました。作った

製品も誤差１００分の１ミリ以内に押さえないとお客さんに売ることができないと聞き、安全第一だと感

じました。仕事をするにあたっての責任や職場の人とのコミュニケーションが大切だと伺い、それが製品

の品質の高さにつながるのだと知りました。就職する際の面接は身だしなみや話し方など第一印象によっ

て半分くらい印象が変わると話されていてとても参考になりました。（男子） 

  僕は住友精密工業さんに見学に行って、気づいたことが３つあります。１つ目はあいさつや言葉遣いを

正すなどの当たり前のことを当たり前にしなければならないことです。小中高で教わってきた事は、将来

にも非常に役立つと知りました。今後も続けていきたいです。２つ目は仕事の厳しさです。大人になった

ら自分で自分に責任を持たないといけないので、仕事上のミスも自分で何とかしていかないといけないの

は大変だと思いました。３つ目はコミュニケーションを取ることの大切さです。僕は人との交流やコミュ

ニケーションを取ることがあまり得意ではないので、このままでは、仕事を始めたときに困ってしまうと

思います。今からでも積極的にコミュニケーションをとっていきたいです。今回の就業体験を通して学ぶ

事がたくさんありました。今後、どんな道に進んだとしても活かしていけると思うので、これからも学ん

だ事を忘れずに続けて行きたいと思います。（男子） 

 

⑨ロボットセミナー&発表会（尼崎商工会議所主催） 

  ロボットセミナーを見学して、いろいろなアームロボットを見る

ことができて良かったです。アームロボットが溶接をするところを

始めて見ましたが、すごいなと思いました。汚れていた十円玉を綺

麗にするロボットなど、いろいろな作業をするロボットを見ること

ができました。講座ではロボットを利用する危険な作業を人間がし

なくても、ロボットに任せることができるし、なにもりも安定したものを作ることができるというのが印

象的でした。発表会では正直、とても緊張しましたが、自分以外の発表者のロボットがとてもユーモアが

あり、すばらしいなと思いました。結果は 6位でしたが、この発表会はとても良い経験になりました。ロ

ボットについて考える 2日間で、ロボットの能力にとても感動しました。また、何よりもロボットに興味

を持つことができて、とても良かったと思います。（男子） 

  僕は文系なので、直接的にはあまりロボットとは関係ありませんが、興味があったので参加をしました。

そこには数多くのロボットがおいてありました。それらはどれもこれも、人の作業スピードより速く、し

かも丁寧に無休で仕事をすることができます。これらのロボットは人で不足にも貢献できます。改めてロ

ボットの便利さを知りました。ではなぜ、普及しないのでしょうか。それは、ロボットを使える人がいな

いからです。このような問題を解決するために会社を対象にセミナーを行い、高校生に興味を持ってもら

うために情報を発信する機会を持っているそうです。まったく、その通りで、僕はとても興味が深まりま

した。説明の後、自分たちでロボットを考えました。そのアイデアは、後日の発表会で発表するという日

程でした。発表会当日、会場に入ると驚きを感じました。市役所の方々や会社の方たちが、高校生のアイ

デアを真剣に聞き、質問をしてくださいました。高校生のアイデアでも大人の人たちの心を動かすのだな

と、とてもうれしく感じました。（男子） 
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⑩はまようちえん様 

  就業体験に行かせて頂き、園長先生とも直接お話できてよかったです。はまようちえんはやる気がある

人をきちんと見てくださり、先生方は仲間であり、支えあって協力して仕事をしていらっしゃいました。と

ても働きやすい環境だと思いました。また、園児の命を預かっているため、安全第一で常に園児の見えると

ころにいる先生方がすごいなあと思いました。そして、全体を見る目、一人ひとりを見る目、見通しを持っ

て流れを見る目、きちんと見て向き合うことが大切だと思いました。今の私はどの目も欠けているので、日々

の生活の中で相手の立場になって考え、様々な視点で物事を見るように心がけようと思います。また、先生

方は一人ひとりの個性をしっかりと見つめ、ほめているのがすごいなあと感じました。自分でできることは

できるだけ自分でさせる先生方は園児の主体性を、大切に育てておられ、とてもすごいです。私もいつの日

かそんな保育士になりたいと感じました。（男子） 

  今回、はなようちえんで体験をさせて頂いて思ったことは、子どもたちが生き生きとしていて、個性を

しっかりと伸ばすことができる環境だと感じました。やんちゃで、セミ採り夢中になっている子や、日陰で

砂遊びをしながらおままごとをする子などがいました。そして、それを温かい目で見守っている先生がおら

れ、とてもほっこりとした気持ちになりました。一番感じたのは幼稚園の先生って大変だなあということで

す。はまようちえんには畑があり、炎天下の中で、雑草をむしる等の手入れも、とても重労働でした。後で

伺った話ですが、先生方も個性豊かで、得意、不得意があり、それをお互いカバーし合っているということ

でした。とてもいい環境だと思います。それは、学校やクラスでも同様で、お互いに助け合うことによって

よりよい環境になるのだと感じた多くの事を学ぶことができた就業体験でした。（男子） 

 

⑨尼崎医療生協病院 様 

  最初は、教えて頂いたことがきちんとできるだろうかなど、不安でいっぱいでした。しかし、熱心に丁

寧に教えてくださり、とてもわかりやすかったです。いろいろなことを体験させて頂きました。一つ目は

手の洗い方です。自分では丁寧に洗っているつもりでも、機械に手を置いてみると指の間などの汚れがあ

まり取れておらず、びっくりしました。次にシリンジ操作をさせて頂きました。針は付けずに、シリンジ

で水を吸いました。指の使い方が難しすぎて苦戦しました。始めて血圧も測定しました。強く巻きすぎた

ら痛いし、弱すぎたら血圧がきちんと測れないと聞き、看護師さんはいつも素早く巻いて測定をしている

なんてとてもすごいなと感じましいた。たくさんの経験をさせて頂いて、たくさん学ぶことができました。

この経験を活かし、勉強や将来に向けて頑張ろうと思いました。（女子） 

  今回、一日看護体験に参加させて頂いて、より一層看護師になりたいと思う気持ちが強くなりました。

師長さんのお話や助産師さんのお話をたくさん聞くことができてとてもためになりました。新生児の心音

を聞いてみたり、だっこをさせてもらったりなど、多くの貴重な体験をさせて頂きとても良かったと感じ

ました。グループに分かれて病院内を案内していただきましたが、普段は入れないところまでも見ること

ができました。とても勉強になりました。病院内はとてもきれいで、雰囲気も落ち着いており、科によっ

て病院の壁紙を変えるなどの工夫も見られました。患者さんが過ごしやすいように、病棟によっておいて

あるものが違ったり、床がマットに変わっていたりと、配慮されている点もびっくりしました。今回、関

わってくださった助産師さんをとても尊敬します。また、憧れを抱きました。早く看護師になれるように

勉強を始めたいと思いました。（女子） 

  私は将来看護師になりたいと思っています。今回の体験でいろいろな事を学ぶことができました。まず、

人との関わりを学びました。地域の方々だけでなく、遠方から通院、そして入院されている患者さんやお

られました。その方々の心のケアがとても大切で、そのためには、コミュニケーション能力が必要だと思
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いました。また、医師の方々と難しい話をするなど、看護師はたくさん医学に関する知識を身につけない

といけないなと感じました。どの科にも看護師さんが必要なので、たくさんの方々をサポートしていく能

力が必要だと感じました。今は、面倒くさいと感じる勉強ですが、その勉強を頑張って、看護師になれた

らいいなと思います。（女子） 

 

⑩いちご薬局 様 

  今日の体験で普段は見ることのできない仕事をみることができ、薬剤師の夢がより大きくなりました。

薬を処方するにあたって薬もジェネリックになったり、新しい薬が開発されたりしているので日々勉強し

なくてはならないことがわかりました。薬が進化している中、薬剤師の負担が少しでも減るようにと機械

も進化していました。たとえば薬が間違っていないか確認をする機械は患者さんの方がおっしゃっていま

した。また、薬局は医師、看護師などと連携しチーム医療をしていると知りました。患者さんの家を訪問

し、薬がきちんと飲めているか、最近の体調はどうかなどの管理を薬剤師の方が行っているのを知って驚

きました。とても大変だけど、やりがいのある仕事だなあと思いました。患者さんとたくさんコミュニケ

ーションをとることが大切だとわかりました。（女子） 

 

⑪生協歯科  

  私は歯科衛生士になりたくて、今回の就業体験で生協歯科にお世話になりました。最初はとても緊張し

ていて、きっと厳しいんだろうな、失敗して迷惑をかけたくないなと思っていました。しかし、いざ行っ

てみると、皆さんアットホームな雰囲気で質問もしやすく、緊張がほぐれました。私たちが体験している

間に、お仕事がいそがしいにも関わらす、説明を挟んで実際に患者さんの治療をしてくださいました。何

もわからない私たちにとても丁寧に教えて頂きました。目の前で見る歯科衛生士さんはかっこよくて「私

もこういう人になりたいと」強く思いました。見ているだけではつまらないのでと言って、実際にペアど

うして歯を磨いたり、歯の型を取らせてもらったりしました。とてもよい経験になりました。これからの

高校生活でしっかりと学び、歯科衛生士になるために努力をしていきたいと心から思いました。（女子） 

 

⑫事業所インターンシップ  

○株式会社 ビーワン 1番星 様（5日間お世話になりました） 

   私は 5日間「ビーワン 一番星」という作業服を販売している会社にお世話になりました。お客様は

男性の方が多いと知っていたので、初日は少し緊張しました。1日目に、事務所に伺い、朝礼に参加さ

せて頂きました。売り上げなどのことはあまり理解できませんでしたが、最近のニュースのお話をして

くださったときは、とてもおもしろかったです。消費者としての見方だけではないと実感しました。お

店に行ってからはずっと緊張していました。今まで、アルバイトもしたことがなかったので、慣れない

作業や接客をするのがとても不安でした。しかし、職場の方が優

しい方ばかりで、いろいろとわかりやすく教えて頂きました。そ

のおかげで、楽しく仕事をすることができました。2日目、3日

目は仕事に慣れるのに必死でした。私は、従業員さんに聞いて仕

事をするだけでもとても大変だったのに、長く働いておられる方

は、私のフォローをしながら自分の仕事もされていて本当にすご

いなあと思いました。私も見習いたいと思いました。4日目、5

日目はだんだん慣れてきて、言われた仕事はきちんと終わらせる
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ことができるぐらいまでに成長できたように思います。きっと、私にいろいろと教えてくださり、支え

てくださった従業員さんたちのおかげだと思います。私もそのようなことができる大人になりたいと心

から思いました。仕事の合間にも、たくさんのお話を聞かせてくださいました。どの話も私の人生にと

ても役に立つ話ばかりでした。この 5日間は本当に時間が過ぎていくのがあっという間でした。こんな

に貴重な体験ができ、人として少し成長することができたような気がします。本当にお世話になりあり

がとうございました。（女子） 

○株式会社 ヤマシタワークス 様（5日間お世話になりました） 

   私が 5日間インターンシップでお世話になった会社は、金属を磨く

作業を主にしていましたので、初めはあまりなじみがないように思い

ました。しかし、5日間の体験を終え、私たちの身近な物に深く関わ

っていることがわかりました。最初に社内を案内していだたいたとき

に、工場で作業をしている様子と、開発している部品を見せて頂きま

した。錠剤を作っている部品を見せて頂いた時は、くぼみの所に粉を

入れて、圧縮させて作ると説明して頂きました。意外にも作業は単純

だと驚きました。金属を磨くときに使用している機械は、独自で開発されたものだそうです。大手のメ

ーカーとも契約をされているし、総理大臣から表彰を受けたとも聞き、とてもすばらしいと思いました。

操作をさせてもらうと、本当に簡単に磨けて、勢いに負けないように、磨いているものをしっかりと握

ることだけを気をつければ良かったので、簡単にできました。簡単にすごいことができる機械の発明は

とてもすばらしいことだと感じました。磨くときにグミのようなものとダイアモンドの粒を混ぜた物を

使用していて、ダイアモンドの粒をさわるのは少し怖かったです。グミを使ったのは、社長さんがお菓

子メーカーに勤めていた経験からだと伺い、一見全く関係のないジャンルのものがつながることに驚き

ました。また、視野の広さと発想力がすごいなと思いました。社員さん同士の仲もとてもよく、社内で

夏祭りの催しがあったのも印象的でした。社長さんも社員さんもとても楽しそうで、一生懸命に働いて

おられる姿がとても良かったです。5日間お世話になりました。（女子） 

○県庁インターンシップ（県教育委員会事務局）（5日間） 

   私は 5日間の県庁インターンシップに参加することが決まり、不安と期待が入り交じった気持ちでし

た。他の職業体験と異なり、来年、実際に受験をするかもしれない所に 5日間もお世話になるので緊張

が大きかったです。しかし、実際に詳しく仕事内容を知る経験ができるのも数少ない事なので、県庁だ

けでなく他の職業にも役立つことがきっと学べるだろうという期待もありました。まず、オリエンテー

ションに参加させて頂きました。会場には同じ進路を目指す高校生がたくさんいました。そのことを感

じることができて少し安心しました。また、インターンシップに参加できなかった人が 50人以上もい

ると伺い、その人たちの分も頑張ろうと心から思いました。私の配属先は兵庫県教育委員会事務局総務

課の仕事は、贈呈式や研修会、記者会見などの日程調整と運営、教育長と教育次長の秘書、県立学校な

どの人事、広報などです。デスクワークだけだと思っていましたが、式典の運営のお手伝いの仕事が多

くて驚きました。贈呈式ではおめでたい雰囲気の中にも緊張感があり、メディアに出たり、式典の運営

をしたりするときには、教育長の名の下でやっていることを忘れてはいけないと担当の方がおっしゃっ

ていました。社会人になるということは、常に責任が就いてくると言うことなのだと改めて感じました。

総務課の電話番号はホームページにも載っていることもあり、多種多様な内容の電話が常に鳴り止みま

せん。コミュニケーション能力の大切さも感じました。（女子） 

 


