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１１月号は、２学期就業体験報告会、選択科
目、特別支援学校体育大会などについて掲載し
ました。

今年度の２学期就業体験は、１０月１５日（月)～１０月２６日（金）

の２週間にわたって行われました。実習期間中、疲れからか発熱

等で体調不良となる生徒も数名いましたが、大きな病気やケガもな

く無事終了しました。保護者の皆さまには、ご協力を賜りましてあり

がとうございました。

さて、この２週間の就業体験は生徒たちにとって、自分の進路を

考えるための大変貴重な機会となり、生徒一人一人がそれぞれ、

多くの学びの成果を持ち帰っています。

この成果の発表の場である「２学期就業体験報告会」が１１月２

日（金）に行われました。１年生から３年生まで、すべての生徒たち

が就業体験で取り組んだ仕事や頑張ったこと、会社の方から褒め

られたこと、アドバイスされたこと、そして自分の反省点や次回の就

業体験の抱負、就職に向けての決意などについて発表がありまし

た。とても、すばらしい発表会でしたので、是非とも保護者の皆さま

にもご一読いただきたく、いくつかの感想文を掲載いたします。

「就業体験を終えて」

１年７組 Ｙ・Ｍ

僕は沖縄トヨタ那覇店に就業体験しに行きました。

実習内容は車の洗車をしたり、洗車して終わった車をふいたり、

床の水はけ、荷物はこび、タイヤのワックスぬり、車検のシールの

いんかん押しをしました。

良かった点は、与えられた仕事がしっかり出来たことです。

また事業所から褒められたことは、洗車しておわった車をふく作

業スピードが早いと言われたことです。

次に反省点は、あいさつが大きな声で出来なかったことです。

事業所から指摘されたことは、大きな声であいさつした方がいい

ということと、自分から次は何をすれば良いのか聞きに来た方がい

いと指摘されたことです。

そして、２週間の感想は、最初はと

ても実習がむずかしくて大変だったけ

ど、後からは仕事になれて、全然むず

かしくなくなりました。

そして、次の実習までに改善するこ

とは、あいさつを大きな声ですることなので、学校でも先生たちに大

きな声であいさつをする。また ,自分から次は何をすればいいのか
聞きに行くために学校では自分から先生に報告するようにする。

「就業体験を終えて」

１年８組 Ｈ・Ｙ

自分は、１０月１５日月曜日から２６日金曜日までの約二週間、

那覇新都心にあるエイアンドダブリュ(Ａ&Ｗ)に就業体験をしに行き
ました。

主に仕事内容は、ホールチェックや

挨拶、食器洗い、商品提供、ジュース

入れなどがあってその他にはジュース

の補充やマフィンのシール貼り、袋づ

め、トレイ洗浄、台下冷蔵庫やジュー

ス作り、窓ふき掃除、食品計量などが

ありました。また、キッチンの仕事では実際にパンをハーフカットに

して切ったりして、覚える事ではパンの種類やドレッシングの種類を

たくさん覚えました。

良かった点は、あいさつや商品提供、ホールチェックなどは基本

的に積極的に出来ていたので良かったと思いました。

逆にできなかった反省点は、立ち姿と洗い物をまとめて洗う事が

出来なかったことで、そこを出来るようにしたいです。

この２週間の実習を終えて感じた事は、職場で働くという事がど

れほど大変な事かがあらためて実感出来たので、今回の実習で出

来なかった事もふまえて次回の実習に生かせられるようにしたいで

す。

「就業体験を終えて」

２年７組 Ｈ・Ｙ

私はＳｕｎｎｙ Ｓｉｄｅ Ｃａｋｅｓで実習しました。一週間目は店内の

掃除と、皿洗い、お茶とケーキと HOT コーヒーの配膳、テーブル拭
き、コーヒー作り、菓子包装をしまし

た。二週間目は、一週間目と同じ作業

内容といちごのヘタを取って水洗いを

してタオルで軽く拭いて冷蔵庫に入れ

て冷やしました。一番難しかったの

は、ケーキを１０等分に切る作業が難

しかった事とチョコペンで文字を書くのが難しかったです。

自分なりに良かった点は、遅刻をしなかった事と早めに出勤でき

た事とお客さんが注文した商品をちゃんと渡せた事と報告ができた

事です。事業所から褒められた点は、菓子包装と細かい作業が上

手と言われた事です。自分としてできなかった点は体力がもたなか

った事です。事業所から指摘された点は、機械を使う時は指をはさ

まないように気をつけてと言われました。今後の課題は、休まない

で毎日出勤できるように頑張る事と体力をつけるように頑張りたい

です。初めてケーキ屋さんで実習をして大変だったけどお店の人皆

面白かったし、ケーキが沢山食べられたので楽しかったです。

「私の実習先は沖縄こどもの国です。」

２年８組 Ｋ・Ｔ

私の実習先は沖縄こどもの国です。主な仕事内容はいろんな種

類の動物達の部屋の掃除、調理場で切った材料は動物達のエサと

なり、各種類のエサやりをしました。

意識してやった事はアリクイのふん

はかんたんには落ちないので、力を入

れてみがく事を意識しました。自分で

考えて行動した事は、カンガルーのエ

サやりの時に担当の人のやり方を見

て覚え、実践しました。回数を重ねる事で自信がつきました。

実習先の評価では、初日に６点が１つだけありましたが、次の日

からはは９点と１０点が多かったです。しかし２週目の評価は４点が

多かったです。理由はボーっとしたり、いねむりをしてしまったから

です。次回の実習に向けての課題は実習前の夜から夜ふかしをし

ない、集中力をもっとつけるために本をたくさん読む事をすすめら

れたので本を読もうと思います。

※ 紙幅の関係で掲載できなかった生徒たちの感想文は陽明

高等支援学校ホームページに掲載しました。ご一読下さい。



「就業体験を終えて」

３年７組 Ｋ・Ａ

私は、沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇に行

き、二週間の実習を受けました。

一週目と二週目の作業が同じ内容だったので、お客様が使った

シーツを取り、忘れ物がないかの確認をし、ベットメイク作業をしま

した。しっかりとコツなど覚えるのに一年くらいかかるって指導員の

人に言われました。私はそのコツを覚えるため一生懸命頑張りまし

た。一番良かった所は、すばやく行動が出来た事やしっかりとあい

さつ、返事などがあったり、作業を覚える時間は掛かる事も沢山で

したけど、最後まで出来て本当に良かったって思いました。自分と

して出来なかった所は、ベットメイクなどをしている時に少しミスが

あった事や時間は掛かる事もあり大変でした。

指導員から指摘された点は、しっかり一つのベットは長く時間を

掛けずに頑張って覚える事、改善などを心がけなどをする様にした

いって思いました。

すべての生徒が報告した後、お互い

に質問をして他の生徒の実習や職場に

ついて知るための時間を設定しました。

生徒たちの最大の関心事は、他の職場

の始まる時間(始業時間)で、同じような

質問が相次いでいました。

報告会の最後に、県教育委員会の就職支援コーディネーターの

翁長 克氏から、生徒たちへ就業体験で学んだことを将来の就職
お なが かつ

や社会生活に活かすことのアドバイスがありました。

３年生にとっては「勝負の２週間」と、ある３年生の生徒が言って

ました。まさしく！あと３ヶ月で卒業し、社会に羽ばたくための大事

な、大事な２週間でした。３年生の今後の健闘を祈る！

第 66回全琉小中高校図画作文書道コンクール（絵画の部）
優良賞 １年 Ｕ・Ｒ

２年 Ｔ・Ｋ、Ｓ・Ｋ

３年 Ｏ・Ｒ

今年度から 1 年生と 2 年生の皆さんは職業教科のうち２つの職
業教科を選択して授業に取り組んでいます。

職業教科のうち、選択 A は「食品加工」・「農園芸」・「ビルクリー
ニング」の 3 つの種目のうちから１種目を選択し、週 8 時間の授業
があります。現在の 2 年生は来年、 3 年生になった時は原則、今
年の作業種目とは別の種目を 2 種目中から選択し、週 10 時間の
授業となります。これは、 1 つの作業種目に 1 年間じっくり取り組
み、作業経験を広げることを目的とします。

また、同様に選択 B は「福祉」・「ものづくり」・「縫製」の 3 つの種
目のうちからも１種目を選択し、週４時間の授業があります。続い

て、翌年、 3 年生になった時は原則、 2 年生の時と同じ種目を選択
し、週 4 時間の授業があります。これは、「福祉」・「ものづくり」・「縫
製」などは高い技術や知識等が必要となる種目なので、 2 年生・ 3
年生の 2年間でそれぞれの技能を高めることを目的とします。
今回、初めて選択する 1 年生と保護者の皆さまには、来年度に

向けてどんな作業種目に興味があるか、将来の仕事などについて

お子さんとお話しされて、より良い選択になるよう、ご協力をお願い

いたします。

来る１１月２５日（日） うるま市具志川総合グラウンドにおいて

第 30 回沖縄県特別支援学校体育大会が開催されます。本校も下
記の種目・選手で参加します。保護者の皆さまには、どうぞご来場

いただき、激励と応援を宜しくお願いします。

〇一般男子 １００ｍ

１年：１２人

２年：１２人

３年：３人

〇一般女子 １００ｍ

１年：１人 ２年：４人

３年：２人

〇代表男子 ３０００ｍ １年：１人 ３年：１人

〇男子 １００ｍ

１年：２人 ２年：１人

〇女子 １００ｍ

１年：１人 ２年：１人

〇代表男子 １００ｍ

２年：１人

〇代表女子 １００ｍ

２年：１人

〇代表男子 ２００ｍ

１年：１人

〇代表混成 ４００ｍリレー

陽明Ａ：４人

陽明Ｂ：４人

陽明Ｃ：４人

〇代表男子 ４００ｍリレー

陽明Ａ：４人

陽明Ｂ：４人

陽明Ｃ：４人

〇代表女子 ４００ｍリレー

陽明Ａ：４人

〇走り幅跳び ３人

〇ソフトボール投げ ３人
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平成３０年度 ２学期就業体験 感想文

１年７組

「就業体験をおえて」

Ａ・Ｒ

私はサンクスラボ株式会社に２週間の就業体験に行きました。この会社は一般ユーザーサポ

ートをオンラインで行っています。私がやった業務は、ＭＩＬＵの検索やＰＣ基本操作のスキ

ルアップやアイテムユニット業務、ＧＡ見習いです。

個人目標は遅刻しない事、体調をくずさない事、挨拶する事です。

良かった点は、越境ＥＣのアマゾンの価格調査がスピーディーにできました。

反省点は、時々指示により自分のしたい事を優先した事です。

今後の課題は、一つ一つずつ指示された事をしっかり聞いて、がんばりたいです。

今回は、自分の好きなパソコンの仕事だったので、楽しくできました。会社の人が優しくお

しえてくれてうれしかったです。次は、ちがう仕事も体験したいです。

「就業体験をおえて」

Ｉ・Ｋ

僕は国際ビル産業てだこホールで二週間実習しました。

仕事の内容は、室内や外のそうじでした。

床清掃は、大ホールホワイエと大ホール２階外の清掃をして、ほうきや、ちりとりとモップ

と床洗浄機でろうかや外をきれいに清掃しました。

次は、ガラス清掃でまどを伸縮用ハンドルとウィンドスクイジーとバケツとタオル、白青と

シャンピングでていねいにやりました。他には、ゴミ分別とてすりそうじとトイレそうじと鏡

そうじをていねいにやって、たくさんの人にほめられました。

良かった点は、清掃で担当者の指示にしたがって頑張ることができたことです。僕が進んで

担当者の話を聞いて、あいさつや言葉づかいや返事、質問、報告がちゃんとできたので、たく

さんの方にほめられました。

「就業体験実習を終えて」

Ｕ・Ｒ

私はフレッシュプラザユニオン仲間店で体験しました。仕事の内容は品出しと商品の補充を

しました。個人目標は、あいさつをする、会話を頑張る、話をきくでした。自分なりに良かっ

た点は、指示通りにできた事です。事業所からほめられた点は、大きな声であいさつとていね

いに品出しした事です。あと、自分としてできなかった点は、言いたいことをちゃんと伝えら

れなかった事です。事業所から指摘された点は、お客様が近くにいるときは、「いらっしゃい

ませ」という事です。最後に、次の実習までに改善しなければならない点は、あいさつと伝え

たい事はちゃんと伝える事です。

二週間、最初は不安でしたが、じゅう業員の方々がやさしかったので、少し不安がうすくな

ってきました。また頑張りたいです。
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「就業体験」

Ｓ・Ｈ

僕は泊高橋のルビーで実習をしました。ルビーは、朝九時三十分に出勤で、十時から営業で

す。朝はそうじと調味料のほじゅうです。最初はそうじで、ほうき、モップでした。モップの

水をおゆでモップします。その後は机をふきます。ほじゅうはハシ、コショウ、ショウユ、ウ

スターソース、ソース、つまようじ、塩、七味、ティッシュなどをほじゅうしました。ハシと

ティッシュとつまようじは同じ場所にあって覚えやすかったです。ウスターソース、しょうゆ、

塩、ソース、七味、コショウは新しく入れかえます。

十時からお客様がくるので、アイスティーを氷を作っておきます。そして、じょうれん客に

はコーヒーを作ってあげます。のどがかわいたら自分でアイスティーかコーヒーを選んでのめ

ます。自分はコーヒーとアイスティーどっちものんでいました。

十時になってお客様がきて食券を買ってその食券をもらってオーダーします。できあがった

食事をはいぜんをします。お客様が食べて終わったらかたずけて机をふきます。お客様が食べ

終わったらかたずけて机をふきます。

そして、ソースとかがないときがあるので、あるかないかを確認しながらはいぜんとかをし

ます。だいたい朝の十時から十一時までは少ないので持ち帰り用の弁当箱を作りました。大き

いふくろに弁当箱を入れて７ふくろぐらい作りました。十一時からいそがしくなるので、弁当

箱は終わってはいぜん、げぜんをやります。

Ａランチ、Ｂランチ、Ｃランチにはスープをはいぜんします。ステーキにもスープをくばり

ます。

そして、一時からお客様が、少なくなっていくので、弁当箱を作ります。二時からまかない

が食べれます。五百円以下ならなんでもたのめます。

「就業体験を終えて」

Ｓ・Ｈ

ゆうわ保育園で２週間の就業体験をしました。

仕事内容は、園児のお世話、園庭せいびなどをしました。

個人目標は、決められた仕事をきちんとやることです。

良かった点は、決められた内容をきちんとがんばったので良かったです。ぎゃくに、反省点

は、報告不足、きゅうけいが多いのが自分の反省点です。

今後の課題は、報告はどの実習でも大事なので、それや、次の実習にはもっと力をつけてが

んばりたいです。

２週間実習を終えて感想は、学校より仕事の方が大変でした。保育園は、園児のお世話だけ

でなく、園児の安全を守ったりする人だなと思いました。

この実習で一番わかったことは、仕事は色々大変だけど、それ以上に仕事の大変さもわかっ

たので、２週間実習をして本当によかったです。

学校でできることは、みなりを気をつけて過ごす。

最後に、ほかの仕事も色々体験したいです。
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「就業体験を通して」

Ｔ・Ｍ

今回、私が行ったのは、沖縄トヨペット港川店に行きました。

仕事内容は、車をふいたり、タイヤを洗ったり、車の中を掃除したり、タイヤのワックス付

けの四つの仕事をしました。

個人目標は、洗車をうまく出来るようにする、トヨペットの人と話せるようにする、ちこく

をしないです。三つ達成出来ました。

良かった点は、どの作業でもうまく出来たので、良かったと思います。ほめられた事は、昼

食の時、トヨペットの社員さんときんちょうせずに話せた事です。

反省点は、あいさつの声が小さい事が反省点だと思います。

二週間の感想は、この仕事の大変さや、いろいろこの仕事について学べたので、良かったと

思います。特に、タイヤを洗う車と洗わない車の区別がむつかしかったです。

次の実習までにかいぜんする事は、あいさつの声が小さかったので、学校で出来る事は、あ

いさつの声を大きくするようにしたいです。

次回の実習は、スーパー関係の仕事に行きたいです。

「就業体験を終えて」

Ｈ・Ｋ

かねひで沖国前店で就業体験をしました。仕事の内容はしなだし、前だし、たなにある商品

を数えてふせんしに書いてはりだすしごとをしました。個人目標は文句を言わないで、作業を

することとあいさつができることです。

良かった点は、お願いをされた仕事をちゃんとできました。事業所から「体力あるねー」と

褒められました。

反省点は、お客さんなどにたいしてあいさつの声が小さかったと思います。

事業所の担当の店長から前だしは名前が見えるようにならべるようにおしえてもらい、きを

つけるようにしました。

就業体験をおえて、学校とちがってきをつかってつかれました。

次の実習までに改善することは、あいさつをきこえる声ではきはきとあいさつすることです。

上司への言葉づかいを直していきたいです。

学校では先生にたいしての言葉づかいをなおしたいです。

「就業体験を終えて」

Ｈ・Ｙ

僕は、大平特別支援学校の近くの住宅街の中にある、たいよう保育園に２週間の就業体験を

行い、たくさんの事を学びました。

仕事内容は、園庭で園児と一緒に遊ぶ事と着替えの手伝い、はいぜん、布団並べ、ねかしつ

け、職員が食べるご飯入れ、机ふき、ふくろ包み、ペーパーたたみ、運動会の練習の手伝い、

歯みがき、タオルで口ふいてあげる事と、ござをしく事です。

この２週間でたくさんの仕事をスムーズに早くこなすことが個人目標なので達成できてよか

ったです。
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良かった点は、ていねいに仕事に取り組めた事と分からない事をすぐに聞けた事、あいさつ

返事が出来た事です。

ほめられた点は、作業が早くて園児には優しく、時折見せる笑顔が素敵で明るくて面白いと

ほめられました。

反省点は、急に熱が上がり２日目休んでしまった事です。

２週間終えての感想は、仕事をする上で一番大切な事は、安全性、責任感、積極性も大切だ

とわかり、実習する前まで知らなかった事など本当にたくさんの事を学ぶことができてすごく

プラス点ばっかでマイナス点は一つも無かった。

就業体験をする事が本当にできてよかったです。

次は体調管理も心がけたと思います。

自分の特技のリフティングもわざと難しいボールで披露できて皆、喜んでくれて本当に良か

ったです。

仕事には数え切れない程の職種があるけど、その職種も色んな方向に分けられてる場合があ

って、決して楽な仕事はない。だから、事業所に実際に行って、その仕事を体験出来るって事

は本当に大事だと思いました。

「就業体験を終えて」

Ｈ・Ｙ

ぼくは就業体験は、豊見城コカコーラに行きました。仕事内容は、パレットに飲み物のケー

スをのせること、コーラなどの飲み物のしょうみきげんの見分けと、紙の見分けをやりました。

個人目標は、作業内容を覚える、ちこくしない、ほめられるようにがんばるでした。

最初は、パレットに飲み物ケースにのせる時、種類やまちがいだらけでした。いろいろは飲

み物があって、ぜんぜん覚えきれなかったのです。でも仕事になれて、まちがいがとってもへ

りました。

ほめられた点は、作業がはやくできるようになったことです。

反省点は、ちこくしたことです。理由は、雨でじゅうたいとかでバスがおくれ、ちこくにな

りました。他は、声が小さいといわれました。

指摘された所は、ケースをのせる時は、バラバラにのせなくて、かためて、つみかさねたほ

うがいいっていわれたことです。

２週間の感想は、力仕事するのがとってもつかれました。

次の実習までには改善することは、ちこくしないため、はやねはやおきしたいと思います。

また、雨がふった時には、早く家を出ようと思います。他には、大きな声であいさつができる

ようになるため、つねにあいさつすることです。

「就業体験を終えて」

Ｙ・Ｍ

僕は沖縄トヨタ那覇店に就業体験しに行きました。

実習内容は車の洗車をしたり、洗車して終わった車をふいたり、床の水はけ、荷物はこび、

タイヤのワックスぬり、車検のシールのいんかん押しをしました。

良かった点は、与えられた仕事がしっかり出来たことです。

また事業所から褒められたことは、洗車しておわった車をふく作業スピードが早いと言われ

たことです。

次に反省点は、あいさつが大きな声で出来なかったことです。
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事業所から指摘されたことは、大きな声であいさつした方がいいということと、自分から次

は何をすれば良いのか聞きに来た方がいいと指摘されたことです。

そして、２週間の感想は、最初はとても実習がむずかしくて大変だったけど、後からは仕事

になれて、全然むずかしくなくなりました。

そして、次の実習までに改善することは、あいさつを大きな声ですることなので、学校でも

先生たちに大きな声であいさつをする。

また自分から次は何をすればいいのか聞きに行くために学校では自分から先生に報告するよ

うにする。

１年８組

「就業体験を終えて」

Ｋ・Ｔ

１０月１５日(月)～１０月２６日(金)まで、軽食の店ルビー宜野湾店で就業体験をしました。

最初に机ふき、座しきのホウキがけ、ホールのホウキがけ、ホールのモップがけをしました。

最初のそうじできつかったのがホールのモップがけです。なぜなら、ホールのゆかはよごれが

いっぱいあるので、モップを強くこすってよごれを取るのがきつかったです。次に、わりばし、

ソース、つまようじ、ティッシュのほじゅうをしました。ソースがあふれたりして、手がよご

れて大変だったです。お客さんが来たらお客さんの対応をして、はいぜん、かたづけをしまし

た。客が来なくなったら、スプーン、フォーク、レンゲ、ナイフをふいたりしました。ティー

パックを２７個まとめたりしたり、こおり、レモンティーお茶のほじゅうをしたり、ふくろを

切ったり、食器を水洗いしたり、食器をかたづけをしました。５日目は、冷凍庫の氷を取った

り、油缶をあけたりしました。６日目はブラックペッパーをようきに入れたり、ソースの置き

皿のそうじをしました。７日目からはＡ、Ｂ、Ｃ、チキンカツ、牛ロースステーキの材料を準

備してランチのスープを出したりしました。にんじんしりしりをやったりしました。８日目は、

ウィンナーソーセージを３等分に切るのがむずかしかったです。１０日目は、いすのあしのそ

うじをしました。自分なりに良かった点は、お客さんからの問い合わせやわからない事がある

と指導員へ確認をとれたことです。自分として、できなかった点は、お客さんにお飲み物はセ

ルフですと言えなかった事です。次の実習までに改善しなければならない点は、声を大きく出

すことです。実習をふりかえって９日間、忘れ物がなかったのでよかったです。

「就業体験を終えて」

Ｋ・Ｋ

僕の実習先は、イオン琉球株式会社（マックスバリュ銘苅店）です。仕事内容は、色々あり

ましたが、主に商品の品出しを行いました。品出しは、倉庫から商品の入ったカゴ台車を各コ

ーナーへ運びました。その商品を棚に入れ替えをしながら品出しを行いました。また、お客様

が棚から商品を取った時に商品の前出しを行いました。

良かった点は、商品の日付を見ながら新しい商品の品出しができたことです。また、お客様

から分からない商品のことで声を掛けられてちゃんと受け答えることができました。職員から

ほめられた点は、「ちゃんと仕事内容の確認ができたね」「商品の品出しがちゃんとできてい

たね」。

できなかった点は、お客様に難しいことを尋ねられて答えることができませんでした。他に

も商品の品出しが間に合わなかったことです。職員から指摘された点は、「お客様から、「ダ
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ンボールをもらえますか？」と聞かれた時は、大きさやいくつ必要なのか確認するほうが良か

ったですね」。

次の実習までに改善しなければならない点は、あいさつや返事をちゃんとできるようにする。

指示以外の仕事でも気付いた時は、確認を取って行うことができるようにすることです。二週

間終えて大変だったことは、お客様に声をかけられたり、ずっと立つ作業をしていたので、と

てもつかれました。少し仕事の大変さがわかりました。

「就業体験を終えて」

Ｓ・Ｋ

自分の就業体験先は、ホンダカーズ沖縄大平店でした。体験内容は、初日は整備見学、翌日

は南城市と糸満警察署、豊崎のホンダの店に訪問、洗車後の拭き上げ、ショールームでの接客

対応（主にお客様のお飲み物出し）、カタログ学習（車の安全性能の学習）、展示車洗車、最

終日は整備体験をさせてもらいました。初日の整備見学は、エンジンオイル（オイルフィルダ

ー）交換、ブレーキフルード交換などを見せてもらいました。たまにウォッシャー液を入れさ

せてもらいました。その次の日は、南城市の大里北小学校に行き集金をし、糸満警察署とホン

ダカーズ沖縄豊崎店に資料を提出し、そのついでにバイクも見て、帰りに高速道路で車のスポ

ーツモードを体験させてもらいました。すごくドライブ気分みたいな感じがして、楽しかった

と共に、社員さんはこんな大変な仕事をしてるんだなと率直に感じました。その翌日は、洗車

後の車体の拭き上げで、洗車の際は車体に体重をかけないようにと注意されて、何台もの車を

拭き上げました。２時間の間に何台も拭いたので、体力的にも疲れて大変でした。翌日は、展

示車洗車で、炎天下の中２時間も洗車したので、きつかったです。しかも、午前午後共に立ち

っぱなしだったので、足腰が痛くなりました。月曜日の午前中はジョールームでお客様のお飲

み物出し、フロントでの挨拶、午後はカタログ学習で、ホンダセンシング（自動車の安全性能

の一つ）の事を詳しく学びました。いくら安全性能がついているとはいえ、必ずしもそのシス

テムが作動する訳ではないから、ドライバーの方々もシステムに頼りすぎない事が大事だと思

いました。木曜日は午前午後共に工場見学をして、翌日の最終日の社員さんが朝礼の際の社是

の読み上げの時に、泣いていたので、泣いてくれるほど、自分達を受け入れてくれたんだなと

思うと、自分も泣きそうになりました。しかも、昼食を社員さんと食べに行って、社員さんに

おごってもらいました。それと、店長さんにホンダ製のつなぎを着させると言われた時は、こ

んな貴重な体験をしてもいいのかと思うくらい、うれしかったです。そのつなぎを着てタイヤ

の空気入れ、オイル交換をしたりして、すごく良い実習をさせてもらいました。車を購入する

時も、ホンダで買おうと思うくらい、ホンダが好きになりました。

実習を通して良かった点は、初日は緊張して声が小さかったけど、実習するにつれて慣れて

きて声が大きくなったことです。反省点は、行動がマイペースで、素早く次の行動に移せなか

った事です。今後の課題は、行動を機敏にし、次の行動に素早く対応することです。

「就業体験を終えて」

Ｈ・Ｓ

１０月１５日～１０月２６日まで、沖縄トヨタ自動車さんに実習に行きました。実習の目標

はちこくしないことと人の話はちゃんとさいごまできくこととしんけんに行うことでした！

実習内容は洗車とワックスがけと展示場の清掃です。１０台以上やったので体が追いつかな

くて、重くなって途中で熱が出て一日は休んでしまいました。そのあとからは、がんばりまし

た！クラウンの洗車を任されたのでびっくりしました。でも、ワックスがけや洗車のしかたを
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やさしく教えてくださいました、他の車もかんたんにふけてピカピカになるまでふきました！

また車のボンネットやルーフはめんせきが大きいのでしんちょうがたりず、ばしょをかえてふ

いてましたので、のぼりおりをくりかえしながら、洗車とワックスがけをしてました。その時

とちゅう気分がわるくなったときもあったけど、さいごまでがんばりたいなっておもい、さい

ごまで、ひっしにがんばりました。でも、がんばりすぎて、しょくいんの人に休んでよーとか

店長さんまでにも言われました。

反省点は勤怠４回チコクがあったことです。なのであとから、ちこくしなければよかったな

ーって、こうかいしました。今後ちこくしないようにがんばりたいです。

「就業体験を終えて」

Ｈ・Ｙ

自分は、１０月１５日月曜日から２６日金曜日までの約二週間、那覇新都心にあるエイアン

ドダブリュに就業体験をしに行きました。

主に仕事内容は、ホールチェックや挨拶、食器洗い、商品提供、ジュース入れなどがあって

その他にはジュースの補充やマフィンのシール貼り、袋づめ、トレイ洗浄、台下冷蔵庫やジュ

ース作り、窓ふき掃除、食品計量などがありました。また、キッチンの仕事では実際にパンを

ハーフカットにして切ったりして、覚える事ではパンの種類やドレッシングの種類をたくさん

覚えました。

良かった点は、あいさつや商品提供、ホールチェックなどは基本的に積極的に出来ていたの

で良かったと思いました。

逆にできなかった反省点は、立ち姿と洗い物をまとめて洗う事が出来なかったことで、そこ

を出来るようにしたいです。

この２週間の実習を終えて感じた事は、職場で働くという事がどれほど大変な事かがあらた

めて実感出来たので、今回の実習で出来なかった事もふまえて次回の実習に生かせられるよう

にしたいです。

「実習を終えて」

Ｈ・Ｋ

ぼくは、就業体験でスーパースポーツゼビオで実習させてもらいました。

一日目には、親と挨拶に行きました。まず、店内の中にあるいろいろなコーナーの場所の説

明を受けました。挨拶などがおわり、親は帰り、自分一人になりました。

まず、最初の作業は、店内クリーニングです。モップを使って掃除しました。店内クリーニ

ングは朝９時３０分から１０時３０分まで毎日やる作業だから忘れないでねと言われました。

１０時０分にオープンと同時に作業の手を止めて、入ってきたお客様に「いらっしゃいませ」

と言うきまりがありました。その挨拶が５分ぐらい続いて、またクリーニングにもどりました。

次にあんこ詰めという作業を教えてもらいました。あんこ詰めとは、売り場にでているカバ

ンの中にパンパンの袋をいれて、つぶれているカバンの形をふくらませて見栄えをよくさせる

作業です。売り場のカバンはたくさんあって、とても大変だったけど、いろいろなカバンを見

ながら作業できたので、とても楽しかったです。

１日目から２日目までは、１日目にならった簡単な作業をしました。３日目からは、少し難

しい作業も教えてもらいました。

ハンギング作業、ハンガーにかかっていない服とズボンをハンガーにかける作業。たたむ作

業、まだたたまれていない服、ズボンを正しいたたみ方でたたむ作業。ふくろむき作業、ふく
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ろがついたままの服のふくろをむく作業。にうけ作業、新しくはいってきた商品をダンボール

からだして番号のとおりにわける作業。商品せいり作業、うり場に出ている商品をきれいにす

る作業。このような難しい作業も教えてもらいました。どの作業もやっていくうちに楽しく感

じました。

実習期間中で、自分なりに良かった点は、一回教えてもらったのをちゃんとおぼえることが

できたことです。事業所からほめられた点は、作業スピードが早くてすごい、といわれました。

逆に自分としてできなかった点は、声が小さかったことです。事業所から指摘された点は、売

り場に立つから、もっと元気な声で立とうねといわれました。

今後の課題は、よかった点、ほめられた点を、もっといいふうに伸ばし、また、反省点は自

分としてできなかった点と事業所から指摘された点、どちらも、声が小さかったのが悪かった

と思うので、普段から声の大きさを意識しないといけないと思いました。

次の実習では、今回、学んだことをしっかり思い出して臨みたいです。

「Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓで実習を終えて」

Ｈ・Ｇ

僕の実習体験先は、Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ大平店でした。

実習期間は１０月１５日～１０月２６日までです。

実習内容はショールーム接客で、大きな声であいさつするのと展示車洗車とカタログ学習で

車のしくみを勉強したり、店舗清掃をしたり工場整備とか他にも色んなことをしました。

初日は整備工場の見学で一つだけ手伝ったことはウォッシャーを入れることです。あとは、

車の整備が終わったらかけ声もだしました。

次の日は、ショールーム接客であいさつの他にはお客様に飲み物を入れたり配ったりして、

お客様が帰ったら飲み物とおしぼりを片付けて、プラスチックコップを洗ってフタを捨てるこ

ととテーブルを拭いて終わりです。

展示車洗車でわかったことは、車のビラー(柱)に体重をかけると車体がへこみやすくて売り

物にならないからです。

その後は、店舗清掃では店の周りを竹ぼうきで落ち葉集めをしました。しかし、清掃に集中

している途中で竹ぼうきのトゲが指に刺さってしまいました。早く家に帰って母親にトゲをと

ってもらいました。少し痛かったけれど清掃を最初から最後までやりとげることができたので

良かったと思います。

カタログ学習では、Ｈｏｎｄａ ＳＥＮＳＩＮＧで合計１０個の機能があって、交通事故を

防ぐために工夫がされていることがわかりました。

工場洗車は、洗浄することなく車を拭き上げするだけでした。車の拭き上げでボディーと窓

だけでなくステップも素早く拭くことです。

そして最終日には、整備体験をしました。仕事内容はウォッシャーを入れることとタイヤの

空気入れと機械でボルトナットを外したり付け戻しする時はレンチも使いました。

僕が難しいって思ったことは、タイヤの交換だと思います。

作業で立ちっぱなしの時間も長く、大変な日もありましたけど、実際にやってみて本当に楽

しかったです。社員達はこんな風に毎日ずっと立ちっぱなしで作業しているのがすごいなあと

感じました。

僕もこれを今後、活かせるように頑張っていきたいです。
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「就業体験を終えて」

Ｏ・Ｓ

僕は、アレキサンダー共栄ビル整備機械会社で就業体験をしました。仕事内容は、ゴミ分別

とシーツはがしと更衣室と浴室の清掃と客室の清掃などでした。難しい仕事ではなかったけど、

担当の方が教えてくださったので、仕事に慣れるようになりました。ただ、緊張で疲れたりも

しましたが、諦めずに仕事に集中して、最後までやりとりをしました。

大浴場の清掃では、浴室の中と更衣室の仕事をしました。担当の方が丁寧に教えてくれたの

で、嬉しかったです。

更衣室の床の清掃では、掃除機の使い方を知ることができ、ベランダの清掃をしました。

自分で掃除を頑張って、仕事をすることができました。浴室の清掃では、大変な仕事でした

けど、担当の方が教えてくれたので、頑張れたし、仕事に慣れるようになりました。

次に、客室の清掃の仕事をしました。担当をしてくれる人は、国吉さんと宇佐さんといっし

ょに客室の中で仕事を教えてくれました。

最初は、仕事の内容が分からなかったけれど、宇佐さんが客室の仕事の内容を教え、仕事の

コツが分かりました。僕が慣れている仕事は、シーツはがしの仕事とシーツ入れの仕事をしま

した。ただ、仕事の説明が分からなかったけど、担当の人が教えてくれたのが、とっても内容

がよく知ることができ、慣れるようにしました。もう一つ仕事があったのは、ゴミの分別をし

ました。ちりゴミとトイレのちりゴミと缶とペットボトルの３カ所を捨てる仕事をしました。

最初のときでは、客室のベットで、毛布と枕と布団のシーツの３つともシーツはがしの仕事が

慣れるようになり、宇佐さんが教えてくれるのが、慣れるようにしました。担当の人が、よく

教えてくれたり、分からないときには、質問をすることが大事でした。まだやってない仕事で、

ベットメイキングの仕事をやりたいです。

「アレキサンダー」

Ｏ・Ｈ

僕はアレキサンダーホテルで実習をしました。事務所は三階にあり、迷路のような通路で覚

えるのが難しかったです。大浴場のせいそう、客室の清掃が実習内容の中心でした。浴場はか

がみ、まど、せんめんきなどをスポンジでこまかくこまかくていねいに洗いました。最後はス

クイジーで水切りをして仕上げました。シーツはがしは、シーツ、パジャマ、まくら、布団を

種類別に分ける大きな袋に入れます。また、部屋のそうじも行いました。この作業はスピード

よくやらなければなりませんでした。良かった点は、シーツはがしが上手にできるようになっ

て、スタッフの方に「上手くなったね」とほめられたことです。また、客室のすみっこなどに

気をつけて、そうじができたことです。

反省点は、体調をくずし、早退してしまったこと、評価が８から３に下がってしまったこと

が、そうじきでコンセントをくるくるまわそうとしたけど、ていねいに、まるくまけなかった

ので、ぐちゃぐちゃになってしまい、スタッフの方にていねいに、やっていただいたこと。

また、大浴場の手洗い場で手のよごれを洗ったこと。さいごにどうぐのかたづけを、元の場

所へもどすのができなかったことです。たくさんありました。今後の課題は、トイレや水分を

もうちょっとひかえるようにする。トイレ行ったあと内容をわすれてしまうときもあったので、

スピードをもっとあげて評価をあげられるようにがんばるということです。スタッフの方にア

イスをもらったり、休けい時間にプロ野球の話をしたりしました。山口県の出身のことを話し
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たり、福岡県にすんでいたことを話したり、福岡の名物のことを話したりしました。足が速い

ことや体力があることや、陸上部に入っていることを話しました。野球部の体験をしにいくこ

とを話しました。スタッフの人たちがやさしかったです。

「就業体験を終えて」

Ｋ・Ｓ

僕が２週間実習に行った場所は株式会社リウボウフーズで働きました。

最初にユニフォームに着替えてスタッフの指示に従って、包装という場所に行って商品のパ

ックづめをしました。

パックづめでは、きんぴらごぼうといった色々な商品をパックづめして、ちゃんとはかりで

計ってやりました。パックしたのはバットに積みこんでどんどんやっていきました。その後に

工場の中を少しだけ見学して、バットがいっぱいだったので、バットを洗うところがあるので

そこでバットをスタッフの人に頼んで洗ってもらいました。そして、またパックづめに戻って

パックづめをして、スタッフに途中よばれて少し加熱室を体験して、きんぴらごぼうを混ぜま

した。少し混ぜるときにこつがいるので、ちょっとだけ苦労しました。その時に指導員の人か

らアドバイスをもらって、「下から混ぜた方がいいよ」と言われたので、下から上に混ぜてみ

たら本当に混ぜやすかったので、とてもいい体験をしたと思います。

加熱室は暑いので長時間働いていることがとてもすごいと思いました。自分は体力と集中力

があんまりなかったので、つかれがひどかったし、あと、少しぼーっとしたりしてスタッフに

怒られたことが多いです。

あと、自分で勝手に動きすぎといわれ、ちょっと自分でも直そうと思いました。

２年７組

「就業体験をおえて」

Ｅ・Ｒ

今回、自分が二週間の就業体験した所は業務スーパーでした。主に作業の内容は、商品の補

充と商品の前出しとお客様の荷物運びと段ボールつぶしです。

一週間目の初日は、まず商品のチェックと商品の前出しと商品の補充をしました。

初日、自分がしどういんの人に注意された事は、もう少しスピードを上げてと言われた事で

す。 二日目は冷凍の食品の補充やジュースの補充をしました。冷凍食品の商品を取りに行く

時、マイナス 25度のへやに入って商品を探すのに苦労しました。
二週間目は、お客様からどこにこの商品があるか聞かれ、自分が案内する事が多かったです。

自分が就業体験をおえて感じた事は、けっこうたのしくじゅうぎょう員の人とも会話しながら

作業できて良かったです。

自分が難しいと思った事は、お客様の商品のふくろづめです。理由はどれを下にしたらいい

のかとかあったので、そこが難しかったです。

職場の人達にほめられた事は、作業がはやいねや声が大きいと言われました。

自分が反省すべき点は、少しでも自分で見つけてやれる作業をしていきたいです。

次の実習ではもっと作業のスピードを上げたいなと思いました。
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「就業体験をおえて」

Ｏ・Ｒ

２週間の就業体験は、最初はいろいろわからんかったけど、すこしずつおみせの人におしえ

てもらったので、どんどんやり方をおぼえてきました。

仕事ないようは皿あらい、テーブルふき、しょっきさげ、しょっきふき、サラダいれでした。

皿あらいは、皿のあぶらがおおくて手がべたべたで、きたなかったけどあらった。皿あらい

がだいたいおおかったので、こしがいたくなりました。

１週間は、たいへんだったけど、すこしずつやり方をおぼえてきて、だいたい皿あらいがお

おかったです。２週間めは、だいたい自分でやりかたをおぼえてきたので、あんまりおみせの

人なんもいわれないでできた。

この２週間はちこくもあって、やすんだりもあったので次からはしないようにする。

２週間は、ながいようなみじかかったです。この２週間は、つかれました。

よかったところは、こうどうがはやくできたなと皿あらいがはやくできたことです。

「楽しかった、あんしん」

Ｓ・Ｋ

僕は１０月１５日月曜日から１０月２６日金曜日まで、あんしんで実習をしてきました。午

前の流れは、出荷、仕分けの準備、午後に使うバッカンの準備をして、早く終わったら、店ふ

だのほじゅうをしました。弁当とおにぎりの仕分けの作業内容は、トラックでとどいた商品を、

１２から１７までの番号の所に並べて、作業員が仕分けた商品を、カートに乗せて、値段を確

認したあとに、色のついたボタンの上に表じされた数字通りに、商品を入れていきます。この

作業の難しい所は、商品を入れながら、バッカンを下ろしたり、上のバッカンに店ふだをさし

たあとに、商品をいれたりしないといけなかったので、慣れないうちは大変でした。午後の流

れは、お弁当の仕分け、おにぎりの仕分けをしました。かわむきの作業内容は、かご車に積ま

れている。飲料をダンボールについているビニール袋をやぶって、台車にのせていくというも

のでした。この作業の難しいところは、ダンボールのふたの部分を早くきれいにはがすところ

と、袋を早く商品をきずつけずにやぶるのが慣れるまでに時間がかかりました。木曜日の午後

２時からは、いつもとは違う作業をしました。それはポスターの仕分けで、作業内容は、クロ

ネコヤマトからとどいた荷物に入ったポスターを、１アイルから６アイルまで全部入れていき

ました。初めての作業でしたが、すぐに覚えることができました。楽しかったことは、大平特

別支援学校から来たかいとの友人と、昼休けいと１日の作業が終わった後におしゃべりをした

ことです。みなさんに伝えたいことは、仕事が楽しくて、日ごとに上達していけば、その仕事

は向いているということです。自分の課題は、商品を落とさないように気をつけることと、じ

ょうきょうに応じてりんきおうへんにたいおうすることです。

「首里りうぼうでの実習」

Ａ・Ｋ

２週間の実習は、１日も休まずに毎日、実習さきに行くという目標を立て、頑張りました。

８時～２時の実習で、朝が早かったために少し大変でしたがスーパーの方達は、もっと早くか

ら来ており、オープンは９時からですが、その前の１～２時間がいそがしいから「頑張って」
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と言われました。その時に割引シールをはったり、商品をバックヤードから運んで、棚や冷ぞ

う庫に入れたり、ダンボールくずしなど、とても、大いそがしで気が付いたら、１時間たって

いたようなとても大いそがしでした。

良かったと言われた点は、１日も休まず頑張れた所と品出しを出来た所と言われました。

自分で良かったと思う点は、一度教わったこと、失敗してしまった所は、改善出来た所だと

思います。

反省点は、お客様の質問に答えられなかった所です。

今後の課題は、もう少し早めに実習所につくことです。

「就業体験」

Ｋ・Ｙ

今回自分が二週間行った実習先は沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハです。

１週目の初日の午前中は客室のベットのはぎとりをして１時間休息をして、午後にベットの

メイキングをしました。２日目は、午前中は客室のベットのはぎとりをして、午後はベットの

メイキングをして、指導員からうけた説明はベットのよせ方と三点折りと四点折りを教えても

らいました。３日目は、午前中はシーツのはぎとりとベットメイキングをして、午後は他の人

のメイキングを見学をしていました。４日目は、午前中は１１階のベットのはぎとりとメイキ

ングをして他の人の清浄とお風呂のそうじを見学して、午後はユカメンキと言う機械で床と絨

毯を磨くのと清浄する機械で絨毯を清浄をしました。５日目は、午前中はベットのシーツのは

ぎとりとメイキングをして、午後はまくらの置き方を教えてもらいました。２週目は洗い場で

やりました。初日は、午前中はグラスの乾拭きをしました。２日目は、午前中にトレーの乾拭

きとグラスの乾拭きとタオルをほしたことと乾いたタオルをたたんで、午後はグラスの乾拭き

をしました。３日目は、午前中はグラスの乾拭きと皿の乾拭きと皿洗いを少しやって、午後は

グラスの乾拭きをしました。４日目は、午前中はグラスの乾拭きとトレーの乾拭きとゴミをす

てに地下のゴミ捨て場にすてにいって、午後はグラスの乾拭きをしました。

５日目は、午前中はグラスの乾拭きをしました。自分なりに良かった点はベットメイキング

が少し早くできたことで、事業所から褒められたことは、作業のスピードがてきぱきだねと褒

められたことです。できなかった点は、ベットのシーツの三点折りと四点折りをすばやくでき

なかったことです。指摘された点は、キングサイズのベットのまくらをベットの中央の頭の方

にまくらをいれるところを向けた方がいいと指摘されました。

自分の今後の課題は、人とのコミュニケーションです。

「就業体験をおえて」

Ｃ・Ｉ

ぼくの就業体験先は、沖縄紙業に行きました。

まず初日は、ベルトコンベヤのしんぶんしをよけいなものをとったり、それをざっしをわけ

ました。

午後はシュレッダーにするカーボン用紙となにもない用紙の分別をしました。一週目はずっ

とやりました。

二週目の前半は、午前中は古紙回収をしました。古紙回収のさいしょに和風亭とうらそえ冷

とうにいったり、西松やとＪＡＬシティ、南部医療などに行きました。

ふつかめは、４ｔトラックにのって琉大病院にいって、ざっしとダンボール、シュレッダー

済みの紙とペットボトルなどのかいしゅうをしました。
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そのあと、いっかい会社にもどって、そのあといちにち目といっしょのところをまわりまし

た。

九日目は、事む所で計量をしました。計量では、トレーラーがきて、それのコンテナに古紙

をつめるので、フォークリフトでもって、はかりにのせたリフトと古紙のけいりょうをして、

かみにきにゅうをして、そのあとパソコンに入力をしました。

あとおきゃくさんにおかねをわたしたりしました。

沖縄紙業はくるまやフォークリフトなどにちゅういしながらだったので、あまり作業に集中

できなかったので、つぎいけるならもうちょいがんばりたいです。

「就業体験を終えて」

Ｈ・Ｙ

私はＳｕｎｎｙ Ｓｉｄｅ Ｃａｋｅｓで実習しました。一週間目は店内の掃除と、皿洗い、

お茶とケーキと HOT コーヒーの配膳、テーブル拭き、コーヒー作り、菓子包装をしました。
二週間目は、一週間目と同じ作業内容といちごのヘタを取って水洗いをしてタオルで軽く拭い

て冷蔵庫に入れて冷やしました。一番難しかったのは、ケーキを１０等分に切る作業が難しか

った事とチョコペンで文字を書くのが難しかったです。

自分なりに良かった点は、遅刻をしなかった事と早めに出勤できた事とお客さんが注文した

商品をちゃんと渡せた事と報告ができた事です。事業所から褒められた点は、菓子包装と細か

い作業が上手と言われた事です。自分としてできなかった点は体力がもたなかった事です。事

業所から指摘された点は、機械を使う時は指をはさまないように気をつけてと言われました。

今後の課題は、休まないで毎日出勤できるように頑張る事と体力をつけるように頑張りたいで

す。初めてケーキ屋さんで実習をして大変だったけどお店の人皆面白かったし、ケーキが沢山

食べられたので楽しかったです。

「就業体験を終えて」

Ｙ・Ｓ

僕は、明成建設に実習へ行きました。実習初日、本社に出勤し、ミーティングに参加してか

ら現場の安謝郵便局へ行き、注意事項、説明を聞きながら現場や周辺の見まわりをしました。

２日目からは、バス停の仮かんばんを設置など、現場内でいらなくなった、物やゴミを片付

けしたりして型枠打設前清掃や新しく出来あがったコンクリートのかべをきれいにしあげて枠

の解体をけいけんしてうれしかったです。

また、現場事務所で書類作成を頑張りました。２週間、実際に現場で実習を体験してよかっ

たです。仕事中は、きびしい所もありましたが、休けいの時は、やさしくしてくれて話もした

りし合って、僕はとても楽しかったです。色々、建物が出来る様子、仕組みをこまかく教えて

くれて、自分の勉強にもなり、建設業という職業のたのしさときびしさを知る事が出来ました。

「就業体験を終えて」

Ｙ・Ｒ

２週間就業体験がありました。私の実習先はジミーの工場です。工場では、クッキーの箱の

テープ貼りやダンボールたたみなどをしました。ベルトコンベアでながれてくるお菓子の箱を

テープで止める時に早くしました。

ほめられた事は「テープ貼り、上手だね」と言われてとてもうれしかったです。
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がんばったことは、ベルトコンベアでながれてくるお菓子の箱をテープで止める時に長さに

気をつけました。それに、スピードも少し早かったのでちょっと大変でした。

ラベルの日付けの文字がうすくなったので新しいラベルにかえてはりました。

ジミーに行って立ちっぱなしの作業だったけど色々お菓子を見るのが楽しかったです。

それに、面白い人もいたし、皆とてもやさしかったです。

今後の課題は、あいさつをしっかりすることです。そのために大きな声でしっかりとがんば

りたいです。

２年８組

「就業体験 りうぼう大平店について」

Ａ・Ｙ

私は、りうぼう大平店で就業体験をしました。主な仕事内容は、お客さんが商品をとりやす

いように前出しと、店内の清掃、商品のしょう味期限をはやい順に棚にならべる仕事や、商品

の補充、せいか（ねぎ、みかんなど）の袋づめなどです。今回の就業体験でがんばったことは、

前回できなかった、けいごに気をつけて会話をした事です。意識してやったことは、報告、連

絡、相談を意識してやりました。

むずかしかったことは、ペットボトルがたくさん入っている台車をバックヤードから運ぶ時

に押してしまって、指導員から押さないでひいて台車を使用することを教えてくれましたが、

むずかしかったです。実習先からの評価は、わからないことなどは、質問、報告をきちんと伝

えたので指導がしやすかったという評価をもらいました。今後に向けての課題は、気持ちのコ

ントロールができずに１日むだん欠勤をしてしまったので次回はしないようにしたいです。私

が今までいって実習先の中で私にあっていると感じたのが今回いった、りうぼう大平店です。

その理由は、仕事内容が私にあっていると思ったからです。

「就業体験を終えて」

Ｕ・Ｄ

就業体験では、丸大勢理客店に２週間実習をしました。主な仕事内容は、商品の取り扱い方

や商品の品出し、賞味期限の早い物からの前出しを繰り返し作業をしました。

頑張った事は、実習中に体調を崩したので、これ以上体調を崩したらダメだと思い、強い気

持ちを持ち続けて頑張りました。

意識してやった事は、賞味期限をチェックする事に意識して作業を続けたら家庭にある食べ

物全てにチェックする様になりました。

難しかった事は、新しくダンボールから出した商品の賞味期限が棚と同じ物があった場合、

後出しせずに前出しでも良いのか悪いのかを自分で考えましたが、後出しにする事に決めまし

た。少し判断が難しかったです。

褒められた事は、あなたは声が出ていて、とても素晴らしいと褒められました。

今後に向けての課題点は、私は実習中に体調を崩してしまいました。なので、今後は部屋の

空気を換気したり、カゼを引いてしまった場合は、カゼ薬などを飲み体調を整えたいです。
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「イタリアン・トマトカフェ・Ｊｒ」

Ｋ・Ｎ

今回の就業体験では、イタリアン・トマトカフェ・Ｊｒで２週間実習をしました。

一日目は、きんちょうしすぎて、とまどいもあったけど、任された仕事もこなせて良かった

です。

店員さんもおもしろく、優しくて、きがるに話しかけてきて、きんちょう感がほぐれていき

ました。

仕事内容は、洗い物・配ぜん・テーブルふき・ドリンク入れを行いました。

ドリンク入れとは、お客様から注文されたドリンクをガラスコップに氷を適量いれて注文さ

れたドリンクを入れる事です。

頑張った事は、分からない所や困った事があったら質問できた事と出勤時や退勤時に積極的

に「おはようございます」「おつかれ様です」と言えた事です。意しきした事は、自分から先

にドリンク入れを行ったり、洗い物も自分から先に行った事です。

「進んでドリンク入れや洗い物してくれて助かったよ」とほめられてうれしかったです。

今後に向けての課題は、あいさつの声を大きくする事ともっと積極的に働きたいと思いまし

た。

「私の実習先は沖縄こどもの国です。」

Ｋ・Ｔ

私の実習先は沖縄こどもの国です。主な仕事内容はいろんな種類の動物達の部屋の掃除、調

理場で切った材料は動物達のエサとなり、各種類のエサやりをしました。

意識してやった事はアリクイのふんはかんたんには落ちないので、力を入れてみがく事を意

識しました。自分で考えて行動した事は、カンガルーのエサやりの時に担当の人のやり方を見

て覚え、実践しました。回数を重ねる事で自信がつきました。

実習先の評価では、初日に６点が１つだけありましたが、次の日からはは９点と１０点が多

かったです。しかし２週目の評価は４点が多かったです。理由はボーっとしたり、いねむりを

してしまったからです。次回の実習に向けての課題は実習前の夜から夜ふかしをしない、集中

力をもっとつけるために本をたくさん読む事をすすめられたので本を読もうと思います。

「就業体験を終えて」

Ｔ・Ｙ

私の実習先は、びっくりドンキー天久店です。仕事内容は、店内のそうじがあります。はき

そうじだけではなくソファーとテーブルのふきあげもふくまれます。水と氷のほじゅう、ラン

チメニューでつかうゴマドレッシングやみそしるのほじゅうなどです。自分でがんばった事は、

おきゃくさまが、来たらすぐに水出しをする事です。いしきしてやった事は、食後のテーブル

片付けです。順番まちのおきゃくさまを、またせないためです。なので片付けはいしきしてや

っていました。むずかしかった事は、きゃくをあんないしたあとにメニューのせつめいをしな

くてはならなくて、たまに、ことばがカタコトになった事があります。実習先の方からのひょ

うかは、五点は少しできたって言う意味で、十点はかんぺきにできているってありました。今

後に向けての課題は、自分からすすんでさぎょうをする事です。今回のしっぱいした点も今後
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にいかして気をつけたいと思います。私は、一度休んだので次のじっしゅうは、休まないよう

にして行きたいと思います。

「マックスバリュ牧志店の二週間」

Ｔ・Ｋ

私はマックスバリュ牧志店での就業体験をしました。

就業体験の二週間は事業所の方々にあいさつをして、そのあと指導員の指示のもとやりまし

た。

就業体験先でやった仕事は商品の前出しや品出し、商品の棚変えをしました。

商品の前出しは商品棚にある後ろまでいった商品を前までよせてお客様に見えるようにしま

す。

品出しは商品棚にある商品が無い時にバックヤードから在庫や商品棚の一番上にある商品箱

を取って商品棚に置いたり古い商品を前に新しい商品を後に置いたりなどの品出しをビールカ

ンの棚からスナック菓子の棚までをやり、余ったら棚の一番上に置きました。

棚変えは商品棚の商品を指示された紙に書かれたとおりに商品と商品札を取って商品の位置

を変えたりしました。

就業体験でむずかしかった事はお客様にぶつかりそうになったりお客様に言われた商品の場

所がわからなく困ったことです。頑張った事は、一人で前出しや品出しの作業をまかされて頑

張った事です。

事業所からの評価はお客様にぶつかりそうなことや前出しのスピードがおそい、クオリティ

などを注意された事の悪い評価や、お客様に元気なあいさつが出来た事や指導員から言われた

ことをきちんと出来たり、じゅう業員の手伝いをして指導員から良い評価をもらいました。

今後の就業体験で周りを注意して、作業のスピードを上げる事を頑張ります。

「就業体験を終えて」

Ｔ・Ｋ

ぼくは沖縄総合施設管理株式会社に行きました。作業内容はゴミのぶんべつとトイレ掃除、

北館、南館ターミナルの清掃をしました。ほめられたことは、自分からすすんではきそうじに

とりくんだことです。ちゅういされたことは、じゅんびがおそかったことです。はんせいてん

は、自分からあいさつができなかったこと、ほうこくができなかったことです。いちばんむず

かしかったことは、ゴミのぶんべつとトイレせいそうでした。ゴミのぶんべつでは、こまかく

わけるのがむずかしかったです。しかし、どんどんやっていくうちになれてきてやってみてよ

かったなとおもいました。意識してやった事は、自分からすすんで作業にとりくんだことです。

しっぱいしなかったのでよかったです。次の実習までにはあいさつやほうこくができるように

がんばりたいです。今後の課題点は、せっきょくてきに作業にとりくみ、がんばりたいと思い

ます。

「就業体験」

Ｎ・Ｋ

私はジーケイフーズに行きました。実習内容は、ライン作業でサンドイッチとサラダのふた

しめ、そばのめんほぐしなど色々しました。

がんばった事は、サラダのふたしめ、パセリをきんとうにちらすことをがんばりました。
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むずかしかった事は、ライン作業の中の一つ、ローラーがあって、スピードがはやく自分の

作業ペースより早くあせりました。

朝がはやくてねむくなるけど、工場の中がさむくて、それで目がさめて集中できました。

たのしかったことは、大平とくべつしえん学校のせいとも来て「だれかな」って思ってかお

を見たら中学校のこうはいで、知っている人だったのでよかったと思いました。

最後らへんで、ハムを３まいずつ取って、そのハムを左右にかさねるのをずっとして、その

後、シール貼りもしました。

じかいの就業体験にむけての目標は、大きい声と自分からすすんであいさつをするように、

がんばりたいです。

「就業体験の振り返りと自分の考え」

Ｙ・Ｒ

あんしんでの就業体験はまず、弁当やおにぎりなどの商品をお店毎に仕分けをして運んでい

く作業の他に、午後に取り組む作業の準備を午前中に済ませるなどの体験をさせて頂きました。

商品の仕分け作業で自分は作業員の方へ分からない所に対しての質問を中心とした声掛けが

出来る様になりました。そして声掛けにより作業のコツが分かり、時々気にしていた作業中の

ミスが体験二週間目には目立つ事が無くなりました。

この二週間の就業体験では作業以外でもとりあえず自分なりに作業員の方への挨拶を意識し

てきた心算ですが、気付いた時には声の大きさが普段の大きさに戻っているのでまた職場に合

わせる事が大変でした。

こういった事柄を書いていくと就業体験に於ける今後の課題や自分の長所と短所が明確にな

っている様な気がして、課題に関しては声を聞かせる相手に丁度よく調節し、作業のペースを

速くする事を目指そうと思います。

この体験を通して三学年までの職場の見方と最終的な就職に向けての考え方を変えてみま

す。

「就業体験を終えて」

Ｙ・Ｓ

私の実習先は、株式会社明成建設です。

新しく作っている安謝郵便局の作業現場に実習に行きました。

私のおもな作業内容は、現場内の安全確認、道具整理や現場清掃、書類整理、この４つがお

もな作業内容でした。

２４日火曜日に屋上で型枠をはずす作業をしているときに、テレビ取材でテレビクルーが来

てさつえいし、最後はインタビューをしました。

ほかの作業では、仮のバス停の設置や安全看板取付、足場まわりの安全確認をやっていろい

ろ勉強になったのでとてもよかったです。

就業体験ラスト二日間は明成建設の本社で車を洗車したり書類整理をしました。

私の良かったとおもう点は積極的に作業にとりくめたことと、あいさつや返事もできてきた

とおもうのでよかったです。

反省点は、けい語はきちんと使っていたけど、ときどきけい語が使えなくなるので、次の就

業体験での課題点は完全にけい語を使いこなせるようにがんばりたいです。

この実習で私がやりたい建設関係の仕事の勉強ができたのでとてもよかったです。
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３年７組

「実習について」

Ｔ・Ｓ

今回、私はサンエー経塚シティーに実習に行きました。そこでやった仕事内容は、カート回

収と植栽の水やりです。カート回収は店内にちらばっているカートを特定の場所に置いたり、

数をちょうせいしたりします。例えば、３個まででだいじょうぶな所に５個置いていたら、そ

こから２つとってほかのたりない場所に置きます。植栽の水やりは、店内に置かれているうえ

きばちに水やりをします。その時に気をつける事があります。それは水のりょうです。うえき

ばちは二重になっていて、内側のうえきばちにはうけざらがあります。そこに水がたまります。

けど、水をあげすぎるとうけざらからあふれてきてもれてしまうので、あげる量をへらしたり、

水をあげなかったりします。この作業を二週間続けてきました。今回の作業でよかった点は、

こまかい所まで気付く事ができた事とあいさつができた事です。

反省点は、つかれてしまったせいで、集中力が切れてしまった事です。理由は、作業してる

時にいつもは持続できる集中力が切れてる事に気付き、すぐに気持ちを入れかえて作業に集中

できたのですが、どんな状きょうでも集中力を持続できるようにどりょくをしたいと思いまし

た。次の実習は、ほかの人に仕事をまかされるようになり、自分で考えて作業できるようにな

りたいです。

「就業体験を終えて」

Ａ・Ｎ

私は大成青果に実習に行きました。そこでやった仕事内容は、果物・やさいのふくろづめで

す。果物・やさいのふくろづめは、かごに入っている果物・やさいをふくろに入れます。この

作業を１週間続けてきました。２週目は就労サポートセンターミラソルに行きました。そこで

やった仕事内容は、ピッキング・めいしを使う作業、あいさつの練習、就労のための勉強、漢

字勉強、パソコン・新聞を使う作業、就労きそ、ＤＥＰＯの中のそうじ、サイズ並べ、ジェン

ガー・かるたあそび、トイレそうじをしました。よかった点は、作業が早かった事です。反省

点は、大きな声を出すのと、わからないことがあったらほうこくするのでできなかったことで

す。２週間の実習を終えての感想は、次の実習では自分の課題が改善できるようにしていきた

いです。

「就業体験を終えて」

Ｏ・Ｋ

今回、実習に行ったところは、ＪＡＬスカイエアポートです。

仕事内容は、機内清掃・ラバそうじ・イヤホン配り・ノベルティー補充。

大変だったことは、イヤホン配りです。飛行機の種類によって２００～３００のざせきがあ

って、これをミスのないように１つずつおいていくのが大変でした。

良かったところは、目標の自発的にはなしかけるることができた、ＣＡさんからのリクエス

トに答えられたことです。

課題は、国内線と国際線の機内誌の区別です。機内誌の順番がちがうので覚えたいです。
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「就業体験を終えて」

Ｏ・Ｒ

自分が実習に行った場所は、今年で３回目の浦西リウボウで実習させていただきました。実

習が始まる前、店長さんや副店長さんが変わったとの話を聞いて、どんな店長さんや副店長さ

んか気になっていました。初日の実習は、朝早くきて、従業員の皆さんと新しい店長さんとの

自己紹介をして、初日の作業に取り組み、まずは品出しをしました。品物は、つけ物コーナー

からやり、自分はキムチや野菜のつけ物の品出しを主にやっていました。３回目なので分から

ない所はあまりなかったので、自分自身では心配ありませんでした。

ほかにも冷凍食品やアイスコーナーの品を出したりして、とくに自分が気になっていたのが、

新商品の品の数がとても多かった事です。ダンボールを開けると、見覚えのない商品があった

り、見た事があるようなないような商品もあって、あちこち新商品を置くスペースをあけるの

がとても大変でした。一番新商品が多かったのがアイスと冷凍食品です。アイスは、新商品の

数が１５個くらいあり、冷凍食品は２２個くらい山ほどありました。冷凍食品は、冷凍庫の幅

が４列ぶんしかスペースがなかったので入る所はありませんでした。次にアイスコーナーでは、

列が３０列ぶんくらいあって１５個も新商品があったので、新商品はそのまま冷凍室の中に保

管し、その後は前出しや賞味チェックや商品棚ふきをしました。

前出しは通常通りにやって、商品棚ふきは商品棚にたまったホコリやゴミふき取る作業をし

ました。商品棚の場所によって結構ホコリがたまってた所もありました。去年の１回目と今年

の２回目では、棚ふきはありませんでした。３回目で棚ふきの体験をしたのは初めてです。そ

して、最後に賞味チェックは１０月と１１月までの期限のみの商品を探して、チェックをしま

した。ですが、少しだけ賞味チェックで注意点がある事に気づきました。見間違ったせいか、

１２月までの商品に敗った事に気づき、１２カ所くらい敗ってしまいました。１月にも実習が

あったら、その時にはもっと良い点を取って、卒業後は無事に就職できるように頑張ります。

「就業体験を終えて」

Ｋ・Ｙ

ボク達３年生にとっては勝負の２週間と言っても過言ではありません。ボクが行った事業所

名はラグナガーデンホテルで２週間体験させていただきました。ボクは３回目のラグナガーデ

ンで作業内容は覚えていましたので、スムーズにできました。ラグナガーデンホテルの作業内

容から説明します。最初は各階においてあるモニターで空いている部屋を確認します。そして、

空いている部屋に向かい、ベットのシーツやマクラカバーなどをはぎとりから始め、ベットメ

イキングを行います。ベットメイキングのポイントは、シワを無くす事を意識しながらメイキ

ングしないといけないので、集中力が必要になります。いま説明したのはラグナガーデンホテ

ルでの仕事内容です。さらにベットメイキングだけでなく、ベット崩しや作りもありますので

腰や肩にけっこう痛みが来ます。この二週間で自分なりに良かった事は、仕事中スピーディー

に作業をする事が出来ました。そして自分なりの反省点は、確実性がたりなかったと思います。

そして最後にこの仕事の楽しさを説明します。まず、なによりもコミュニケーションが楽しか

ったです。仕事で分からない所はもちろん、仕事以外のコミュニケーションも楽しかったです。

ボクはラグナガーデンホテルに就職する前に改善すべき点を理解し、学校生活で克服して胸

を張って卒業できるようにしたいです。
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「愛和保育園の実習を終えて」

Ｉ・Ｍ

僕は、愛和保育園で２週間実習させていただきました。今回で３度目の愛和保育園での実習

になります。

１回目の実習では、１才から５才児のクラスで体験させていただきました。子ども達への声

かけもよく、子どもが好きなのがとても伝わってきて良かった、と褒められました。わからな

いことがあれば、聞くともっとよくなると言われました。

２回目の実習では、課題を意識しすぎて緊張してしまい、思うように動く事が出来ませんで

した。笑顔が少なかったので、もっと楽しんで仕事ができたらいいね、と言われました。

今回の３回目の実習では、園長先生と相談して、

〇園児と楽しく過ごす。

〇積極的に行動する。

〇自分の支援できることを保育士に聞く。 の３つの目標を立てて頑張りました。

今回の仕事内容は、１日１回、０才児から５才児まで全クラスに入り、担当の先生の手伝い

をしました。０才児は人見知りをしたり、４才児からはやんちゃな子が多く、各年齢ごとにお

世話の方法も違うので、アドバイスをもらいながら頑張る事ができました。

先生方に笑顔で子ども達一人ひとりに合った声かけとサポートができていたと褒められまし

た。今回は、楽しく仕事ができたので、笑顔がよかったと言われてうれしかったです。

また、積極的に質問したり、子ども達の声かけもやさしくてよかったと褒められました。

それから、はじめて絵本の読み聞かせをしました。「読むスピードもよく、子ども達も興味を

もって見ていたのでよかった」の先生方からの一言がとてもうれしかったです。家でいっしょ

うけんめい練習してよかったです。

今回、立てた３つの目標は、ぼくなりに達成できたと思っています。でも、まだ勉強したい

ことがたくさんあります。小学生のころからの夢だった、保育園で働きながら、たくさんのこ

とを学びたいです。できれば、ぼくのことをとても分かってくれている愛和保育園で働かせて

もらいたいです。

「就業体験を終えて」

Ｍ・Ｎ

私は、２週間ふれあいディサービス宜野湾に行きました。

まず、職場に着いたら利用者さんに出すお茶の準備をして、利用者さんが来たら消毒とお茶出

しをして、お茶出しの時では利用者さんと目線を合わせてお茶を出しました。１０時からはラ

ジオ体操と筋トレをしてて体操してる時にふらつく人がいるので、近くで一緒に体操してまし

た。筋トレでは、出席ぼに誰が何番やったかと確認して、出席ぼに番号を書いてスタンプを押

しました。

昼は食事の配膳で、名前を確認して利用者さんに配りました。名前と顔がいっちしなかった

時は、職員に聞きました。

午後からは運動会の準備で利用者さんと一緒にボールを作ったり、箱など作って利用者さん

と沢山いろんな話をして楽しかったです。

１時過ぎからコーヒーを作って、２時にコーヒーショップを開いて、ここしか使えないフレが

あって、そのフレでコーヒーとかに使ったりしています。ブラックコーヒーは１００フレでミ

ルク砂糖入りでは２００フレで、自分が好みな物が飲めます。コーヒーショップが終わったら
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次は銀行を開いてフレの物を両替をしたり、今日の分のフレをわたしました。

４時からは利用者さんが帰るので、帰りの準備やイスを前に向けたりしました。利用者さん

が前に集まったら空いてるテーブルとイスをふきました。

職場からはほめられた事は、終わったらちゃんと報告をしていて、テキパキと動いていたと

言われました。

私が気をつける事は、筋トレと体操の時に本人に痛みがないかの確認が出来なかったので、

次からは本人に聞いて無理のないようにします。

「就業体験について」

Ｔ・Ｃ

私が行った就業体験場所は、介護老人保健施設アルカディアです。

アルカディアの朝は、利用者さんをむかえにそうげいへ行きます。一番長かったそうげいは、

ぎのわんまで行ったことです。そうげいが終わったら、利用者さんにアチコーコーのお茶をく

ばったりしました。

体操の前におちゃわんをかいしゅうしました。そして体操の時は、利用者さんといっしょに

体操をしました。

体操が終わって、お昼時間になりました。利用者さん用の食事の配膳と下膳をしました。配

膳の時は、利用者さんの名前を言って配ります。名前を言う理由は、同じ名前の利用者さんが

いるので、配りまちがえないようにです。食べ終わった所は、下膳をする前に食事量チェック

をしました。食事量チェックのさいてんは、１０～１点です。１０点はのこさず食べれたこと

です。１点はけっこうのこってるです。利用者さんは、キレイにのこさず食べれた人が多かっ

たです。

次は午後のレクをしました。職員さんといしょに三線をひろうしました。あさとやユンタを

ひきました。利用者さんも歌ってくれたので、うれしかったです。

レクが終わった後、利用者さん用のコーヒーと黒ザーターを配りました。コーヒーとかお茶

にトロミをいれないとのめない人もいました。

実習をおえてよかった事は、自ら利用者さんとお話をしたり、一緒に歌をうたったりしたの

がよかった事です。

なおしたい所は、職員さんとのコミュニケーションをふやすことです。そのためには、家族

や友達との色々な会話をふやしていきたいと思います。

「就業体験を終えて」

Ｋ・Ａ

私は、沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇に行き、二週間の実習を受けました。

一週目と二週目の作業が同じ内容だったので、お客様が使ったシーツを取り、忘れ物がない

かの確認をし、メイク作業をしました。しっかりとコツなど覚えるのに一年くらいかかるって

指導員の人に言われました。私はそのコツを覚えるため一生懸命頑張りました。一番良かった

所は、すばやく行動が出来た事やしっかりとあいさつ、返事などがあったり、作業を覚える時

間は掛かる事も沢山でしたけど、最後まで出来て本当に良かったって思いました。自分として

出来なかった所は、メイクなどをしている時に少しミスがあった事や時間は掛かる事もあり大

変でした。

指導員から指摘された点は、しっかり一つのベットは長く時間を掛けずに頑張って覚える事、

改善などを心がけなどをする様にしたいって思いました。


