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陽明高等支援学校進路情報「てぃーだ」
１０月号は、２学期就業体験、陽明祭の様子、
卒業生講話、全国障害者スポーツ大会などに
ついて掲載しました。

生徒全員で成し遂げた「陽明祭」から２週間が過ぎた、１０月１５

日から「２学期就業体験」が始まりました。期間は１０月２６日まで

の２週間で、今回、１年生２０名が初めて校外での実習に取り組み

ました。

総合スーパーや保育園、ホテル等、４３の事業所に５０名の生徒

が実習生としてお世話になりました。今回の２学期就業体験では、

進路指導担当職員が熱心に職場開拓を行い、沖縄紙業や明成建

設、業務スーパー、大成青果、マックスバリュ牧志店、イタリアン・ト

マト、サンクスラボ株式会社、ユニオン仲間店、ゆうわ保育園、沖

縄トヨペット、沖縄コカコーラボトリング、ホンダカーズ沖縄、ゼビオ

株式会社など就業体験先事業所の過半数となる、２３カ所の事業

所が新しく開拓した事業所となっています。これまでお世話になっ

ています事業所も含め、実習を快く引き受け入れていただき、あり

がとうございます。

今回、保護者の方や学級担任、進路指導担当の先生、教頭など

で、いくつかの事業所をたずねてみましたので、生徒たちの頑張っ

ている様子をどうぞ、ご覧下さい。

【沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇】

３年生のＡさんと２年生のＹくんが、チェックアウト後の客室を回

り、２人１組でベッドメイキングの仕事に取り組んでいました。指導

担当職員の山内さんから、国際的標準のベッドメイキングの方法を

指導していただき、テキパキとした手さばきを目の当たりにして、見

学していました私たち大人も皆、感心する事しきりでした。実習生

の２人には、今回の実習でどれくらい上達するか楽しみです。

【株式会社あんしん】

２年生のＲくんとＫくんの二人がお世話になっています。お弁当

やおにぎり等の惣菜を店舗毎に振り分ける業務に取り組んでいま

した。電光掲示板に表示された個数の品物をカゴへ正確に入れて

いく、根気の必要な業務でした。二人は黙々と取り組み、指導員の

方への報・連・相もきちんと出来ていました。

【沖縄コカコーラボトリング株式会社】

１年生のＨくんが清涼飲料水の段

ボール箱が沢山積まれた倉庫の中

で、一人で配送伝票を確認しながら

配送先別に飲み物毎に段ボール箱を

準備していました。普段は口数が多く

賑やかですが、寡黙に働くＨくん

でした。 【マックスバリュー銘苅店】

カレールゥーの棚に箱から商品を

並べる品出し作業をしていた、１年生

のＫくん。従業員の方に並べ方を教え

ていただいて、私たちにもこんな風に

並べるんだ、と教えてくれました。作業

はテキパキとしており、終了後は

従業員の方に報告も出来ていました。

【軽食の店 ルビー泊店】

１年生のＨくんは、今春卒業のＨ・

Ｔ先輩が働いている職場での実習と

なります。お昼前に店に伺ったので

すが、ほぼ満席状態で、二人は注文

を受けた料理を配膳したり、片付け

や飲み物の準備など、お店の方の指

示を待たずに、自分で判断して働い

ていました。また、帰るお客さんにも「ありがとうございました！」と

自然な感じて声が出せていた事はなかなか感動でした。

【ホンダカーズ沖縄大平店】

１年生のＧくんとＫくんの二人が実

習をしています。この日、午前中は

洗車作業があり、午後は店舗周辺の

清掃作業をしていました。屋外展示

の新車周辺の落ち葉を竹ぼうきで、

車体にぶつからないように気をつけ

ながら掃いていました。

【サンクスラボ株式会社】

こちらでは、１年生のＲくんが実

習をしています。会社に伺った時は

ノートパソコンの画面に集中して取

り組んでいました。パソコンの中の

アプリの操作について、指導員の

方に熱心に指導していただいてい

ました。

【沖縄トヨタ自動車株式会社】 会社に伺った時は、１年生のＭくん

が車検や定期点検を受けた車輌の

洗車やガラス拭き等の業務に取り

組んでいました。作業の手順は覚

えていて、洗車機から出てきた車体

についた水滴をタオルで拭き上げ、

フロントや窓ガラスも洗剤を吹き付

けて丁寧に拭いていました。車検や

点検等の件数が多い時は、洗車の台数も多くなるとのことでした。

多くても慌てず、しっかりと頑張れ！

※今回の訪問では店長さんはじめ、皆さんに親切に対応して頂きました。



【ジーケイフーズ】 【マックスバリュー 牧志店】

【サンエー経塚シティー】

【共栄ビル産業】

【りうぼう 大平店】 【泊ふ頭ターミナル】

【ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞかねひで沖国大前店】 【 A & W 】

【ゼビオ株式会社】 【軽食の店ルビー宜野湾店】

【たいよう保育園】 【浦西りうぼう】

【愛和保育園】 【国際ビル産業(てだこﾎｰﾙ)】

【大成青果】 【首里りうぼう】

【明成建設】

【びっくりドンキーりうぼう天久店】 【ジミー大山工場】

【丸大 勢理客店】 【沖縄トヨタ自動車 本社勢理客店】

【有限会社 沖縄紙業】 【業務スーパー 宜野湾愛知店】

【ﾌﾚｯｼｭﾌﾟﾗｻﾞ ユニオン仲間店】 【沖縄ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会】



２学期就業体験を翌週に控えた 10 月 10 日(水) 6 校時に卒業
生講話を実施しました。第１期生の天野彩水さんと第２期生の宮平

あ み

あさみさんの二人の先輩を招き、仕事の

ことや学生時代を振り返った話をしても

らいました。１年生から３年生までの在

校生は、それぞれの職場でがんばって

いる先輩方の体験談を聞いて、就業体

験に向けて気持ちを新たにしました。

ここで、２人の講話の内容を掲載しますのでご一読ください。

【天野彩水さんのお話】
あ み

皆さま、初めまして、私はサンエー経塚シティーネットスーパー

担当の天野彩水と申します。今日は宜しくお願いします。

最初にネットスーパーとは、普段、お客様にご利用頂いている

サンエーの食品館の商品をインターネット、スマホでご注文し、ご

自宅にお届けするサービスの事です。サンエーネットスーパー

は、経塚シティーと西原シティーの２店舗です。経塚シティーは今

年で５年目になりました。

仕事内容は、朝出勤したらまず食品事

務所に行き、日誌を見ます。そして、冷蔵

・冷凍の保冷剤を準備したり、９時半にな

るとオペの人から連絡が入り、常温・冷蔵

・冷凍・特殊のシールを出し BOX に貼ったり、パッキングリストを
出したり追加シールを出したりしています。特殊というのは、ケー

スやお米の事を言います。ピッキングというのは、ネットスーパー

注文の商品を売り場から集める作業の事です。パッキングという

のは、ピッキングで集めてきた商品をお客様毎に箱に入れていく

作業の事です。ピッキングで売り場に出る時は売り場に一礼して

から商品を取りに行っています。取りに終わった時も一礼してい

ます。私が主に商品を取りに行っているのは、平日はお酒、米、

冷凍食品、化粧品。休日の日曜日は冷凍食品、化粧品です。パ

ッキングで常温・冷蔵を交互にやっていて、常温の場合は１便は

１人体制、２便の時は２人体制の補助が付いていて。冷蔵の場

合は１便、２便とも２人体制でやっています。私の場合は冷蔵で

１番手に入るのが多いので、洋日配、和日配、野菜、果物、加工

肉で、野菜は主にレタス、キャベツ、大根です。常温に入るとき

は１番手、２番手になる時が多いです。また、補助になる時は冷

食、特殊などしています。補助は常温、冷蔵の補助がいるので

商品が足りない時、また間違ってきたときには各担当者に電話を

したりしています。１便も２便もこんな感じでやっています。パッキ

ングが終わったら、品出しや片付けや次の日のオリコンの準備

などをしています。

「１番大事なことは」

日曜日が大変です。平日は注文数が多い時もあれば、少ない

時もあります。ですが休日の日曜日になりますと平日の倍の件

数になります。平日は１グループ、２グループに分けられてない

のですが、日曜日になると分けれていて、やるスペースも倍にな

りオペの人もパッキンの人もドライバーの人の人数も倍になりま

す。もの凄く大変です。初めて一年前の日曜に入った頃は、緊張

していて不安でした。ですが、日曜の仕事も何回も積み重ねてい

くうちに緊張がほぐれ日曜の流れを覚えていました。一年目を過

ぎた今の私は日曜のバタバタも落ち着き、自分のやることを少し

ずつ把握してきました。商品を間違ったりバーコードの４桁を見る

のを忘れて、オリコンに入れてしまい注意されてしまった事もあり

ました。

今では職場の人たちから頼まれるのが増えてきて、とても嬉し

いです。休憩時間には職場の皆さんと、わいわいお喋りを楽しん

でいます。

「就業体験と就職して仕事をする違いとは？」

「就業体験は」

確認すること。自分に合っているのか。

「仕事は」

給料を頂くので責任を持って自分の業務をこなす。

「私が仕事をする上で大切にしている事は」

素直で明るく笑顔でいること。敬語を使うことを心がけていま

す。

「後輩の皆さんに学校にいるうちにやって欲しい事は」

挨拶・分からない事があれば恥ずかしがらずに質問して欲し

いと思います。また素直に人の話を聞けるように努力して欲しい

と思っています。

「後輩たちへ伝えたい事」

皆さんは残り学校生活にいるうちに就業体験や友だちと一緒

に遊んだり学校生活を大切にして欲しいです。

「三年生の皆さんには」

残り半年の学校生活になると思います。自分の進路を焦らず

先生達や家族と決めてって欲しいと思います。３年生の君たちな

ら大丈夫！！就職したら、毎日会っていた友とはほぼ会えなくて

寂しくなってしまいます。友達との時間を大切にして欲しいと思っ

ています。

「先生方へ」

これまで私たちが就職する事ができた。いつも支えてくださっ

た先生方！本当にありがとうございます。私たち１期生は、全員

就職する事ができたのは家族や先生方が支えてくださったから。

こんなに素晴らしい仕事場に勤めることができた事を感謝してい

ます。これからも私たち１期生を見守って欲しいです。

「私が努力していきたい事」

まだ、私は一人前ではなく、半人前なので頼られる存在になり

たい。また、職場の人から私自身に伝えてくれた言葉がありまし

た。その言葉は「天野さん！！天野さんは毎日、パッキングをや

っているよね。誰にも負けないって思うようにしてネ。」って言葉

です。確かに私は、この１年ずっーとパッキングで過ごしてきまし

た。だから、私は絶対ミスもしたくないし誰にも負けたくありませ

ん。自分は高校の頃から負けず嫌いでした。だから、その一心で

頑張りたいと思っています。私はネットスーパーに就職できて良

かった！！って心からそう思います。あの就業体験があったから

こそ、私の居場所があります。自分が悩んだり、落ち込んだり、

笑ったりする時もいつもそばにいてくれる職場のみんながいま

す。私から感謝の気持ちしかありません。この場を借りて、ネット

スーパーのみんな、ありがとう。ほんとにネットスーパーはチーム

ワークがいいです。そして、私にとって大切な存在です。これから

も、サンエー経塚シティーのネットスーパーの社員として明るく笑

顔で努力していきたいと思っております。

最後に皆さんの前でサンエーの事をお話することができた事、

心から嬉しく思います。本日は、聞いて下さりありがとうございま

した。

【宮平あさみさんのお話】

私はＪＡＬスカイエアポート沖縄株式会

社に勤めています、宮平あさみと申しま

す。宜しくお願いします。

まず始めに仕事内容は、主に機内清掃

をしています。お乗りのお客様が心地良く座る為に座席の上にホ

コリを叩き落としたり、シートポケットの中に入っているエチケット

袋や機内誌を補充したりならべる仕事です。大変な事は国内線

と国際線のシートのベルト直し方と機内誌を並べ替える順番に

違いがあり、覚えるのに時間がかかってしまいましたが、色んな

国の飛行機に乗れるのはめったにない事なので、良い経験だと

思いました。



空港の仕事で厳しかった所は、自分がこの仕事を始めたばか

りの頃は、人見知りをしてしまって、全く職場の方々と話すことが

できませんでした。自分の中で「どんな話題にしようか」とか「どう

関わっていけばいいのか」って色々と考えていたら、職場の先輩

方から「少しずつ覚えていけば良いよ」とか「自分のペースでいい

から」って言ってくれて優しい言葉を沢山もらいました。月日が経

つにつれて少しずつ距離が縮まってきて今は、職場の先輩達と

会話ができて楽しめています。他にも楽しめる事があります。そ

れは、Ｃ A さんと話が出来ることと、お客様の笑顔が見れること
です。

私が仕事上で気をつけていることは、周りにいる職員に積極

的に話し掛けることと、作業中に分からない事があったら、ため

らわずすぐに先輩に聞くことです。台風が過ぎた時は、会社から

連絡が来ない時は、念のために自分から会社に確認の電話をし

て出勤します。学生の時にやっていた就業体験の時は２週間と

いう短い期間で職場の方と接することが出来ませんでした。自分

が空港で働いてからは、接する事が増えて人間関係での悩みと

かもありましたが、今はプライベートな話とか出来る仲になれた

のでとても嬉しいです。

最後に私から後輩達に伝えたいことは、学校に通っているうち

に身につけて欲しいことが３つあります。１つめは、人の話を右

から聞いて左に流さないことです。２つめは、疑問に思った事を

すぐに聞いて教えてもらうことです。３つめは、一番大事な事で自

分で間違った事を職場の人に注意されたら言い訳せずに素直に

聞き、すぐなおして行動をあらわす事です。

仕事では厳しい時があるかもしれませんけど、それが続いて

いくと楽しい時間も出来てきて、その時間は気づくとあっという間

に過ぎているものです。もし、辛い時や不安な事、悩みがあれば

皆の間近にいる友達や先生達、自分達や１期生の先輩達が聞き

ながらフォローしていきます。

自分が学生の時にお世話になった先生方や先輩達、それに

会社の皆さんには感謝しきれない程、感謝があります。１期生の

先輩達とは、色んな事がありました。ささいなケンカや大ゲンカし

たりしてぶつかる事が多少ありました。けど、相談事や助け合う

事もあって、とても最高な想い出が作れたし、学校での大きな行

事である陽明祭や舞台祭、それに体育祭があり、南風原分教室

や中農分教室、色んな区域から来る選手達の頑張れる応援の

声や言葉が今じゃあ、めっちゃありがたかったです。これからも

ダメな所やケンカする事があると思うんですけど、自分達２期生

の皆、そしてこれから社会に出る生徒を助け見守って下さい。

会社の皆さん、最初の頃は、皆さんには色んな事を教わらせ

てもらいました。厳しい指導や楽しい時間があり、自分は未熟者

でしたが、ちょっとずつ皆さんと仲良くなれて本当に嬉しいです。

ありがとうございます。これからも宜しくお願いします。

最後に先生達には、自分達１期生や２期生の事を陰ながら見

守って社会人になっても相談事や悩み事を聞いて下さってありが

とうございます。思い返すと先生達とは、いっぱい喜怒哀楽をい

っぱいしましたね！まず、自分の中で一番の喜びは空港に就職

が決まった事です。初めは、やっぱり何をしたらいいのか自分の

中でパニックっていて厳しい評価でしたけど、でも２・３回目実習

していったら、分かんなかった事が分かってきて評価が上がって

きて、それで結果、自分達は働きたい場所で働けました。自分達

２期生は迷惑かけすぎて先生達を怒らせたときもありましたね。

今さらながら、その時は申し訳ありませんでした。

楽しかった事は、朝の活動です。自分は朝早めに家から出て

学校に登校していました。それで教室の空気の入れかえとかキ

ーパー作りはほとんど自分が準備してました。余った時間は後輩

と色んな話をしたり先生達と話したり、八千代先生と一緒に野菜

や果物の収穫が楽しい時間でしたし、放課後では漢字検定部の

集まりで勉強したのも貴重な時間でした。

哀しかった事は、もちろん卒業式でした。やっぱり色んな思い

出があるから別れる時は、とても哀しくて先生達から教わった事

とか、学校長からの話は忘れたくない思い出です。先生達の泣き

そうな顔見たら自分まで泣けてきて離れるのがとても嫌でした。

でも、陽明に来て、めったに味わえない学校生活を迎えられまし

た。ありがとうございました。進路の先生達が自分達の為に一生

懸命頭を下げてくれたから今の職場で楽しく働けています。ここ

まで育てて下さって本当にありがとうございます。

２期生代表 宮平あさみ

台風 24 号の影響により、第 8 回陽明祭が当初の予定を延期し
て 10 月 1 日(月)に開会式と舞台発表、 2 日(火)に展示発表と後夜
祭をそれぞれ開催しました！平日開催で保護者や一般のお客様の

来校が少ないのでは？との当初の予想を超える来客で、生徒たち

は大いに張り切って取り組んでいました。陽明祭後の後夜祭もダン

スやバンドなどで盛り上がっていました。保護者の皆さまにはご協

力いただきまして、ありがとうございました。

10 月 13 日(土)～ 15 日(月)まで、全国障害者スポーツ大会「福
井しあわせ元気」大会が開催されました。本校から２年８組のＳくん

が水泳競技に参加しました。

その結果、25ｍ自由形で5位、

25ｍ平泳ぎで見事3位(銅メダル)

となりました！


