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自分発見！高校生感動体験プログラム事業 

 

自分自身が社会の一員としてかけがえのない存在であることを自覚し、意義のある高校生

活を送ることができるよう、高等学校への適応能力の向上及び人間関係づくりを目的とした

体験活動が中心の３つのプログラムを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

生徒が将来について考え、高校生活に意義を見いだす契機となるよう、１年生全員に５日

間の就労体験を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

他者との交流を通して、社会性やコミュニケーション力を身に付けさせるため、被災地支

援や地元自治会等と連携した清掃活動などの社会貢献活動を１年生全員に年３回以上実施し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  普段の学校生活とは異なる自然環境の中で、アドベンチャー活動や野外活動など、集団活動

を通じて、コミュニケーション力を高めるための自然体験活動を年１回以上実施します。 

 

就労体験活動 

社会貢献活動 

自然体験活動 
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就労体験活動を終えて 
 

○生徒の感想から 

 

☆ 体験を終えて 

先日は、就労体験をさせていただきありがとうござ

いました。初めての経験ばかりで不安でしたが先生方

のおかげで乗り越えることができました。たくさんの

小学生と楽しい一週間を過ごし、大変なことやうれし

いことも自然に味わえるような１週間でした。 

私が教えたことを理解してくれたときは本当に嬉し

かったです。生徒と一緒に遊ぶときはけがをさせない

ように、できるだけたくさんの子と関われるようにしながら遊びました。いつもとちがう部

分で気をつかうことも勉強になりました。また、生徒の行動を先読みしている先生方がさす

がだと思いました。小学校に行って大切だと思ったことは、自分のことよりも生徒を思う気

持ちです。まだ小さな子どもたちの気持ちを考えながら過ごすことが大切だと思いました。 

将来の夢を叶えるためにこの貴重な１週間での経験を生かして今後に繋げていけるように

します。小さい子と触れ合う楽しさや喜びだけでなく、大変なこともあるのだと考え方が変

わりました。進路のことについて考える大事なきっかけの１つとして参考にしていきたいと

思います。５日間という短い間でしたがありがとうございました。 

 

 

☆ 仕事とは 

 今回私が体験した就労先は印刷や製本を扱う会社でした。体験させていただいた仕事内容

はとても豊富で、各課に分かれて仕事をしていて覚えることもたくさんありました。慣れな

いことばかりで焦ってしまったりしていましたが、周りの方のサポートもあり、真面目に取

り組むことができました。この体験を通して感じたことは、ただ与えられた仕事を淡々とこ

なすのではなくお客様にどのように喜んでもらえるか

を考える事が大切なのだ、ということです。 

 一枚一枚写真の明るさや彩度などをすべて統一し、

ページのデザインの企画も全て考えプリントし製本に

するというのは、簡単なことではないと感じました。

主にアルバムを制作する課で実際の作業をさせてもら

ったときは、写真をすべて統一することは難しく、す
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ぐれた技術が必要なのだと思いました。そんな中、フォトデザイン課のみなさんは、私が２

０分程かけてレタッチした写真を１５秒で済ませていて、すごく驚きました。様々な職種が

ありますが、仕事というのはこういうことなのだと思いました。そして働くというのは簡単

ではなく、その中でここまで自分を育ててくれた両親にあらためて感謝の気持ちが湧きまし

た。自分が自立して職に就いたとき、いろんなことに挫折したとき、きっと親への感謝と親

がどれだけ偉大なのか思い知らされると思います。この気持ちを忘れず卒業まで頑張りたい

と思います。 

 

☆ 勤労体験 

 ５日間の就労体験では、従業員の方々と一緒に仕事をしながら、販売の基礎を学びました。 

 体験中のマナーでは身だしなみや言葉遣いはきちんとできました。でも、少し声量が少な

かったのが反省点だと思います。職場でのルールは、事業所の方の言うことをよく聞いて、

しっかり守りました。 

 体験前は不安しかなかったです。ミスをしないか、迷惑をかけな

いかなどしか考えていませんでした。普段使わない集中力を使った

ので、体験後はとても疲れました。 

 お客さんとのコミュニケーションは、高齢者の方が多かったので

困ったことはあまりありませんでした。活動中は笑顔で接客するこ

とを心掛けたので、自然とコミュニケーションが取れるようになり

ました。 

 事業所の皆さん、本当にお世話になりました。丁寧に教えてくだ

さったおかげで、すぐに慣れることができました。本当にありがと

うございました。 

 

 

☆ コミュニケーションの大切さ 

私の５日間の仕事内容は、日を重ねるごとに覚えることが増えました。掃除、お客様への

お茶出しなどから始まり、カラー剤作りも教わりました。このカラー剤作りをやらせてもら

えて「意外とこんなに量を使うものなんだ」と思い、たくさんの種類のものをいろんな場面

で使い分けることを学びました。そして、お客様にお茶出しなどをするときは自分から、「何

かお飲み物いかがですか？」と聞くことが出来ました。このようなことを繰り返しやりまし

た。 

 私は、美容師は技術が大事な職業だと思っていました。ですがそれだけではなく、接客と

いうことも学びました。お客様が楽しむような会話をすることが、もう一回ご来店していた

だくことに繋がるとわかりました。 

私は日に日に慣れてきて、事業所の方から「あなたは安心感があって落ち着いていていい
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ね！」と言われました。そのときは、ちゃんとやらなければいけないことを達成できていた

のかな、と思いうれしかったです。 

 今回の体験で美容師という職業を知り、とても勉強になりました。それ以上に皆様によく

してもらい、とても充実した就労体験になりました。 

 

 

☆  郵便局での実習を終えて 

 私はインターンシップに行く前、郵便局はやることがそ

んなにないだろうと思っていました。しかしその反面、事

業所の方とどんな風に接すれば良いのだろうという不安の

気持ちもありました。その中で、目標が一つ出来ました。

不安はあるけれど、期間中はどんな仕事内容でも頑張ろう

というものです。頑張って取り組んでみれば、たとえ成果

がちっぽけだったとしても何か得られるものがあるのでは

ないかと思ったからです。 

 初日、緊張しながらも一人、事業所へ向かい、到着したのはいいものの、最初どこから入

ればいいか全く分かりませんでした。表はシャッターで閉まっているし、かといって裏口ら

しき所には横にチェーンが引いてありました。入るか戸惑っていると、中から出てきてくだ

さって、郵便局の中へ入ることが出来ました。 

 インターンシップの作業が本格的に始まり、まず、事業所の方々に挨拶をし、その後、外

と中の掃除をしました。普段からしっかり掃除をなさっているからか、外も中も清潔にされ

ていました。その後、朝礼が始まり、改めて自己紹介をしました。とても緊張しました。 

 就労体験中の業務は、書類の整理、ディスプレイなどの飾り物の作成でした。最初は緊張

して、大きな声が出せませんでしたし、たどたどしく動いてしまいましたが、事業所のみな

さんがフォローしてくださったおかげで、だんだんに楽しくインターンシップに取り組むこ

とが出来ました。 

 今回の体験を終えて私は、仲間やお客様とのコミュニケーションの大切さと、いかに作業

を的確にかつスムーズに行うことの大切さを改めて実感することが出来ました。これらの学

んだことは、自分が将来職業に就いた時も、あるいは人と関わっていくうえでも、とても大

切なことだと思いました。このことに気付けたのも、インターンシップの機会があってこそ

だと思いました。社会の輪という大事な場に、快く受け入れてくださり、そして多くのこと

を教えてくださった事業所の方々のおかげだと思っています。本当に感謝するべき体験でし

た。有り難うございました。 
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○先生の感想から 

 

★ 勤労体験活動を終えて 

はじめは緊張からなのか、自ら率先して行動をすること

が出来ない生徒が多かったが、各事業所の方々の暖かいご

指導のおかげで、多くの生徒が徐々に活発に活動を行うこ

とが出来た。実際に、体験三日目以降に事業所を巡回した際

には、生徒たちの必死に働く姿を目の当たりにし、就労体験

活動の意義を改めて感じることが出来た。また、生徒アンケートにおいても就労体験活動に

関して前向きな意見が多くあり、生徒自身も充実した五日間を過ごすことが出来たのだと思

う。学年としては、生徒の就労感を養うとともに、一人一人の自立心を育むことが出来き、

実り多い活動になったと感じている。 

 

 

★ 就労体験活動を終えて 

就労体験活動を終えて学校に戻ってきた多くの生徒から「すごく楽しく体験できました」

の声を聞きました。事前指導では「挨拶の大切さ」「礼儀を正しく」「時間を守る」などの注

意を繰り返し行い、「仕事の厳しさ」を強調してきましたが、この感想は実はとても嬉しいも

のでした。 

 仕事にはもちろん厳しさもありますが、同時に「楽しさ」や「充実感」がなければ続けら

れません。そのためには、自分の適性にあった内容で、一緒に仕事をする方々に礼儀を尽く

し、お客様を思いやり、良好なコミュニケーションをとれることが重要であると思います。

生徒の感想の多くに挨拶の大切さやこの体験を今後に生かしたいという記述があり、短い体

験期間でしたが今後の進路や高校生活を考える良い機会になったと感じております。 

 また、業務御多用の折りにもかかわらず、多くの事業所の皆様に本校生徒を受け入れてい

ただきました。就労体験活動の依頼のために伺ったある事業所では、「次の若い世代を育てて

いきたい」とお話してくださったところもあります。多くの方々に支えられながら、生徒が

さらに成長し、希望する進路を見いだし実現できることを期待しております。 
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★ 就労体験を通じての成長 

生徒達は就業体験を通して「人生」を考えるきっかけになった。家

庭・学校という以外の社会人と関わってきた生徒は、各々「社会」を

肌で実感し、そのなかで「あいさつ」「時間」「協力」「責任感」など、

学校でも大切にしていることの意味を肌で感じ取れたと思う。 

体験を通して生徒は将来への期待を胸に、より前向きに行動できる

ような成長を期待する。 

 

 

 

★ 地域とともに 

就労体験を通じて改めて感じたのは、生徒には様々な顔があり、それぞれが様々な能力を

秘めているという事でした。就労体験が始まる前の事前訪問時には不安な顔が見られ、５日

間大丈夫かなと心配になりました。しかし、いざ始まってみると、事業所の方々の支援のお

かげで生徒の顔がしだいに笑顔になり、生き生きと体験活動をしている姿を見ることができ

ました。生徒の新たな一面を引き出したのは我々教員ではなく、事業所のみなさんでした。

このプログラムは、事業所の方々の協力なしには成立しません。学校と地域が協力して、生

徒達を支えていくプロセスを見ることが出来ました。生徒達にとっても、「地域の皆様に支え

られている」という実感が湧いたのではないかと思います。生徒の人間的な成長を、我々も

感じることができました。今回の就労体験が生徒の心に刻まれ、２年後の進路選択の一助と

なることを願っています。 

 

 

★ 活動を終えて 

基本的な生活習慣が身についていない生徒が多い中、事前学習の時から、社会生活で必要

な礼儀作法やマナー指導を行い、将来の進路を意識させてきました。そして教員も一丸とな

って丁寧な指導を心掛けました。事前打ち合わせのアポ取りや事前訪問の時にはまだたどた

どしく、頼りない生徒が多かったのですが、いざ就労体験が始まり日にちを重ねていくと、

だんだんと生徒の表情がやわらかくなり、生き生きと活動する様子が伝わってきました。体

験後のアンケートの結果を見ると、挨拶や時間を守ること、コミュニケーションや言葉遣い

の大切さに気付いた生徒が多かったようです。また、ひとつの

体験を成し遂げて、学校での生徒の様子にも自信が感じられる

ようになりました。この体験が、自分の夢を考えるきっかけに

なり、将来の職業選択のひとつになればと願っています。                                           

最後に、各事業所の方々には忙しい中生徒を受け入れていただ

き、大変感謝しております。ありがとうございました。 
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○保護者の声から 

◎ 就労体験活動を終えて 

 この度は、就労体験という貴重な教育の場をつくっていただきありがとうございました。

息子は、産業廃棄物の再資源化に取り組んでいるリサイクル業者にお世話になりました。そ

こでは、主に環境整備にあたる清掃をさせていただき、５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・身

美）の大切さを学び、ご指導いただいた従業員の方々のお世話を直に聞けて、この５日間で

仕事に対しての向き合い方やとらえ方が変わり、とても充実していたと、これからの生活に

もいかしていきたいと話していました。 

 従業員の方々には、お忙しい所、子供達の指導にご協力くださいまして、とても感謝して

います。ありがとうございました。 

 また、就労体験活動が生徒達の将来を考えるいい機会となり、貴重な体験を多くの生徒が

活かしていけたら、一保護者としてもうれしく思います。 

 

◎ 働く楽しさを学べて 

とても良い経験だと思います。中学生の時も職業体験がありま

したが、今回のように直接将来につながるような貴重な経験は是

非続けてほしいです。うちの子どもはスーパーに行きましたが、

お店の方にとても親切にして頂き、お土産までいただき喜んで帰

ってきました。また働く事の大変さ・楽しさなども学べたようで

す。 

 

◎ 良い経験に 

社長さんやパートの皆さんに良くしていただき、本人も人間関係を心配していたようです

が、皆さん良い人たちで、毎日元気よく出かけていきました。帰ってきてからもその日の仕

事や会話した事など、楽しそうに話してくれました。良い体験ができたと思います。 

 

 

○体験活動を受け入れてくれた方々の声から 

● 就労体験活動を終えて 

 開始時は緊張した面持ちで動きもかたかったように感じましたが、最終的にはかたさもと

れ、こちらから見るに来館者と触れ合うのに気さくに関われていたと思います。受け答えも

しっかりしており、こちらが出した指示に対してもしっかりと向き合い、行動してくれまし

た。緊張のためからか、初めて会う職員に対してや利用者に対するあいさつが少々、おとな
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しいと感じました。社会では一番初めのあいさつで印象が決められてしまうため、この点は

本人たちの今後の努力に期待したいと思います。当施設の事業で幼児親子向けのダンス事業

では３曲をしっかりと練習し、本番に臨んでいました。照れている様子も見られましたが、

立派にやり切ってくれたと思います。お願いした作業も丁寧に行ってくれていて助かりまし

た。本人たちも今後、進学や就労と様々な選択をしていくことだと思います。今回、児童セ

ンターの業務を体験してみて感じることも多かったと思います。この５日間の体験が、将来、

役にたってくれたら幸いです。また、児童センターの存在意義、やりがい、苦労することが

少しでも伝わり、本人たちの将来設計の何かのお役に立てればと思いました。今後もどうぞ、

よろしくお願いします。 

 

● 将来の職業に向けてのチャレンジ 

 とても意欲的に取り組んでおり、将来的に保育士になりたいのだなという思いが伝わって

くる子たちでとても良かったです。資格職となる保育士ですので、いろいろと勉強は大変か

と思いますが、是非、保育士になって欲しいと思う子たちでこちらも受け入れを行ってよか

ったなと感じました。今後、保育士になったらぜひ，当園で働いて欲しいと思います。 

 

● 生徒たちの変化 

 最初は緊張した様子で、子どもたちを見守っている姿が多くありました。しかし、二日目

以降は子どもたちに自ら声を掛ける姿や困っている姿を見つけて声を掛けに行ったり、援助

したりする姿がありました。そのため、子ども達もお姉さんのことが大好きになった様子が

沢山見られました。ありがとうございました。 

 

● 就労体験について 

 今回、就労体験として 3人の生徒を受け入れました。ニートやフリーターが増加する昨今、

生徒に「働くことの喜び」を感じてもらい、働くことで自分自身を成長させ、世の中に貢献

することを学んで欲しいとの思いから、受け入れを決断しました。 

 受け入れ初日、生徒達はとても緊張している様子でしたが、徐々に会社

の雰囲気に慣れ、積極的に作業に取り組んでいました。作業はグループで

行うことで、コミュニケーションの必要性を学べたことと思います。また、

就労体験の 3 日目に、当社の取引先である採石工場の見学に行ったとこ

ろ、大変熱心に見学していたことで、取引先からとても良い評価を頂きま

した。 

 受け入れた生徒は 16歳の高校一年生でしたが、就労体験の 5日目で人

として大きく成長してくれたと思います。これからの時代を担っていく高校生が、人とのか

かわり方や社会のルールを学べると言う点で、就労体験は大変意味のあるものだと思います。 
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社会貢献活動を終えて 
 

○ 生徒の感想から 

 

☆ 社会貢献活動に参加して 

今回、見守り隊をやってみて、楽しく行えました。 

私たちは普段、指導をされる側ですが、今回は指導員として見守りを行い、小学生との貴

重な触れ合いが出来ました。 

私が挨拶を明るくしていたら小学生からも、こちらに挨拶を返してくれました。挨拶をし

て挨拶を返してくれるのは、とても気持ちが良く、明るく楽しい気持ちにさせてくれるもの

です。 

朝の見守りが終わったとき、 とてもやりがいが出ま

した。放課後の見守り隊が始ま る時に、明るく「さよな

ら」と言えるようにしようと思 いました。そして、小学

生が下校し始めた時、とても明 るく「さよなら」が言え

ました。 

終わった時、見守り隊をやっ てみてとても良かった

なと思いました。短い期間でし たが、貴重な体験でした。 

 

☆ 充実した三日間 

私は、販売店で就労体験をして来ました。この体験を通して多くの事を学ぶ事ができまし

た 。                                                                                                     

初日は、一つ一つの作業を覚える事や入店してきたお客様に挨拶するのが精一杯でした。そ

の結果、一つの作業に集中しすぎてお客様への挨拶を忘れてしまうなど多くのミスをしてし

まい職場の方から注意を受けてしまいました。 

 しかし二日目からは一日の流れもしっかり覚える事ができ、仕事自体をスムーズに行う事

ができました。また、分からない事があればそのままに

せず、きちんと職場の方に聞けるようにもなりました。

初日は、苦労ばかりでしたが二日目からはその苦労が

楽しさに変わり充実した時間を過ごす事ができました。

私は、就労体験を通して社会に出ていく事の意味、大切

さ、マナーなど様々な事を学ぶ事が出来ました。この体

験で学んだ事を忘れず、今後の学校生活や進路活動に

も活かしていきたいです。 
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☆ 東北復興支援ボランティアに参加して 

私はこのボランティアに参加して、多くのことを学びまし

た。宿舎では、実際に震災を体験した女将さんからお話を聴き

ました。次の日には、震災の時避難所となった志津川高校の先

生方からお話を聴きました。両方のお話から、津波の恐ろしさ

や、周りの人たちとどんな協力をして復興してきたかなどを学

びました。今後、学んだことを活かして、自分にできることを

実行したいと思います。 

 

☆ オーガニックコットンの栽培 

福島でのボランティアでお手伝いをした NPO

法人の方からいただいたコットンの種を鳩山の農

地で栽培した。現地の方から土地の関係で何年も

花が咲かなかった話を伺っていたので、種をまい

た時には本当に花が咲くのか、綿が収穫できるの

かとても不安だった。綿が実り、福島の方に教えて

いただいたとおりの方法で収穫を体験することが

でき、本当にうれしかった。摘み取った時の感動を

忘れられない。 

 種をいただいた福島の NPO 法人の方に私達が育てたコットンを届けることができ、とて

も喜んでいただいた。感謝されることから人のためになっていることが実感できた。 

 とりあえずやってみる、体験することが大切だと学んだ。自発的になれたことが社会に出

た時に役立つと感じた。 

 私たちのためを考え、無償で農地を提供いただいた方からは見返りを求めない姿勢を学ん

だ。人と人とのつながりやふれあいがとても大切だと思う。 

 最初は先生に誘われて参加したが、自分から行きたいという気持ちになった。 

 

☆ 仕事のやりがい、大変さ 

私は職場体験で老人ホームに行きました。たったの３日間ですが、とても貴重な体験をさ

せていただきました。 

 仕事内容はベッドシーツを替えたりお茶出しをしたり、排泄の手伝いなど、いろいろあり

ます。初めてやることが多く、最初は怖かったですが、普段できないようなことを指導して

いただき、今は感謝の気持ちでいっぱいです。 

 働いている方々は、どんなに大変な時でも笑顔を忘れずに対応していたので、人として尊

敬する気持ちになりました。 

 ３日間体験して、大変ですが、とてもやりがいのある仕事だと思いました。 
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☆ 公共施設の清掃活動 

学校の近くにある総合運動場の周りのゴミ拾いをしました。テニスコートや陸上競技場、

野球場やプールや公園内ランニングコースがあり、小さい子供からお年寄りまで利用してい

る大きな総合公園施設です。毎日、清掃の係の人が掃除をしてきれいになっていますが、実

際に清掃活動をしてみると意外にゴミは多かったです。そういったゴミを拾って回りました。

ゴミ拾いの最中に公園を利用している人たちから感謝の声をかけてもらったりするとうれし

く思い、遣り甲斐を感じることができました。また、清掃の係の人たちの日々の大変さも併

せて体験することで、このような人のおかげで利用する人たちが気持ちよく競技を楽しめて

いることが実感できました。 

 

 

○ 先生の感想から 

 

★ 社会貢献活動を終えて 

小学校の登下校を見守る「見守り隊」、地域や公園の清掃活動を行い、気持ちのよい空間づ

くりをする「地域清掃活動」を昨年度に引き続き行いました。この二つの活動を通して全員

が協力し、生徒が自信を持って出来るという達成感も生まれたようです。 

泰平小学校「見守り隊」では、最初は恥ずかしがって挨拶の声が出せない生徒、誘導の方

法がわからない生徒等さまざまな生徒がいましたが。

「見守り隊」活動を続けていく中で徐々に積極的に挨拶

ができる生徒、安全な誘導ができる生徒が増えてきまし

た。小学生からも挨拶を元気に返してもらえるようにな

り、社会性やコミュニケーション力が身につくととも

に、自己有用感を高めることができ、今後の行動や活動

に少しでも生かしてくれればと思います。 
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★ 本当の生きる力の育成 

就労体験には、生徒が直接働く人と接する事により、本物の知識や技術に触れる事によっ

て、働く事の意義を理解し、生きることの尊さを実感させる事が求められます。生徒が自己

の個性や適性を把握し様々 な体験を積み重ねる事は、極

めて重要です。自分が役立 つ存在であることを知る事

ができたり、自分の新しい 可能性を見出したりする場

合も少なくありません。                                                                                   また、そこで働いている多く

の職業人との触れ合いや交 流を通して、異世代とのコミ

ュニケーション能力を高め るとともに、社会人としての

基本的なマナーや言葉遣い などを身に付ける場でもあ

ります。コミュニケーション能力や社会的スキルを身に付ける上でも、就労体験の果たす役

割は大きいと思います。  

 

 

★東北復興支援ボランティアに参加して 

震災当時、テレビで放送されていた津波の映像には、衝撃を受けました。大地震の恐ろし

さを改めて感じました。それと同時に、自然災害の脅威について深く

考えさせられました。今回で被災地へ行くのは２回目となりますが、

前回よりも復興している様子でした。しかし、まだ支援が必要な状況

に変わりはありません。少しでも東北の力になれるよう、行動に移し

ていきたいです。 

 

 

★ オーガニックコットンの栽培から 

生徒の自主性を伸ばすためにできるだけ自分たちで考えて、取り組むように意識した。電

話で栽培方法について、福島の方に相談したり、現地へボランティアに行った際に聞き取り

をしたり、生徒にとって貴重な体験だったと思う。 

 花が咲き、１０月に無事に収穫を迎えた際の生徒の感動や達成感は机上ではなかなか学ぶ

ことができないと思う。 

 35℃を超える夏の暑さに生徒の除草活動ができず、教員が協力をし、進めた。農地を提供

いただいた方には栽培方法の助言や指導もしていただき、生徒も教員も人と人とのつながり

や温かさを感じた。 

 「皆さん、こんな素敵な綿をありがとうございました。ふわ

ふわの綿に皆さんの熱意と東北を思ってくださるまごころを

感じます。10kg近い綿をお受けしたいと思います。本当にあ

りがとうございました。」とメッセージをいただき、生徒だけで
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なく教員である私も人に感謝されることの喜びにうれしくなった。 

 アンケート結果から最初は教員に声をかけられて参加した生徒が自発的に参加しようと意

識を向上させる様子もわかった。 

 今後もこうした活動に積極的に取組む生徒が増えるよう取り組んでいきたい。 

 

 

★ 貴重な三日間 

本校に入学してくる生徒には人間関係を作るのが苦手であったり、

コミュニケーションをうまく取れず、学校生活を送るのに苦労したり

する者も多々いる。こうした社会貢献活動を通して、自分たちの進路

に少しでも良いから役に立ててもらいたいと考えている。そして、普

段体験できないこの貴重な三日間は生徒たちの心の中に深く残ったの

ではないかと思っている。 

 生徒からは面白かった、興味が出たなど、普段関わることがない仕

事を通じて、進路への選択の幅が広がったように感じた。また、仕事

内容を熱心に聞く生徒の表情は学校の中で見せる表情とは違ったもので非常に驚かされた。

普段とは違った生徒の一面が見られるのもこの社会貢献活動の良さと感じた。 

 

 

 

★ 社会貢献活動を実施して 

周りから認められたり、人のために何かをする経験が乏しかったりする生徒は本校にも多

くいます。このような活動をすることで、人の役に立てた体験や感謝される経験を実感し、

そのやり甲斐を感じることができたと思います。本校では卒業すると就職し社会人になる生

徒が大半です。社会人になって、社会に貢献できる人になることを目標に、日々教員生徒と

もに取り組んでいます。学校内では体験できない活動や経験できない思い、また、そこから

自己有用感を実感することで、自分の価値を確認できたと思います。 
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自然体験活動を終えて 
 

○ 生徒の感想から 

☆ 多くのことが学べた遠足 

私は校外学習を終えて、クラスの人たちとコミュニケーションを取ることができたことが

一番良かったと思います。いつもは人に話しかけられずにいましたが、この遠足で自分から

話しかけたことがない人とも話すことができました。また、

長瀞ライン下りでは涼しい水しぶきが上がり、こんな体験も

うできないかもしれないと思ったら楽しくなりました。飯盒

炊さんで上手にできないこともありましたが、クラスの絆を

深めることができ、学んだことが多くありました。 

 

 

 

☆ 自然の中で学ぶ発見 

今回の飯盒炊爨で学んだことは、自然の素晴らしさです。

私は小・中学生時にも日光へ行き、カレーを作ったことが

あったので、正直なところあまり変わらないと思っていま

した。しかし、今までと比べて、自分でできることが増え

てきたことで、自然の中で感じられる事が多くなった気が

します。木を使って火を熾すことは、家などで使うガスや

ＩＨとは違い、普段では体験できないことで、料理をする

までに苦労もしましたが、体験できて良かったです。調理もどんどん楽しくなってきて、や

はり友達と何かをすることは楽しいと感じ、とても良い一日になりました。この一日で学ん

だことをこれからの行事や学校生活に活かしていきたいです。 

 

☆ クラスの交流を深められた遠足 

遠足を通してまだ会話したことない人と会話することができ、クラスの人との絆が深まり

ました。普段しゃべらない人としゃべってすごく楽しかった。班以外の人とも話したので良

かったです。                                                

山を歩くのはとても大変だったけど、班の射的とかクイズとかメンバーと協力し合うことが

できた。                                                        

自然も感じることがきたのではないかと思いました。疲れたけど、楽しかったです。                                                                   

いつもの生活では体験できないことをたくさんできてよかったです。                  
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☆ 感動体験活動に参加して 

私は、この遠足で地引網をやりました。地引網をやったことで、一人ひとりが協力するこ

と、息を合わせることによって魚が取れるということを学ぶことができました。また、海な

らではの気持ちの良い潮風を浴びることができてよかったです。昼食には、たくさんのおい

しい料理を食べたり、思い出を残すために写真を撮ったり、友達と仲良くなることができた

ので本当にうれしかったです。これからもまだまだ行事があるので、みんなと協力して仲を

深めていきたいです。 

 

☆ 大繩跳び大会 

私たちは遠足で、森の中で大縄飛び大会をやりました。クラスメートになって２ヶ月足ら

ずの仲間たちとの大縄飛びでしたが、自ら進んで縄を回してくれる人や、かけ声をかけてく

れる人がいたおかげで私たちのクラスは１位になることができました。教室や学校で一緒に

いるだけでは見ることができない仲間の一面に触れることができ、よりクラスが団結したよ

うに感じました。この団結を大事にして、これからの学校生活を楽しんでいきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 先生の感想から 

 

★ 自然の中だからできたこと 

 入学して一月余り、まだクラス内の人間関係もでき

上がっていない中での校外学習でした。クラスの親睦

を図ること、生徒個人が何か目的・目標を持ち行動する

ことを狙いとして臨みました。 

 生徒たちは協力しあって慣れないカレー作りに奮闘

していました。また事前に作戦を練ったのか、各班で隠

し味に工夫を凝らしたカレーができ上がり、カレーコ
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ンテストで優劣をつけるのが難しかったです。担任の先生方も教室を離れた場で１日生徒と

接することにより、生徒の意外な一面を発見でき、また、親しく話すきっかけができました。

生徒、教師双方にとって有意義な校外学習となりました。 

 

★ 心を通わせる一日 

 自然体験学習における生徒の様子は生き生きとしており、積極的に動く者もいれば、生徒

間で話し合いながら慎重に行動する者もいました。生徒がそ

れぞれしっかりとしたコミュニケーションを図っている様子

を観察することができました。また、教員も生徒の輪に入り、

共に体験活動をすることで、生徒とコミュニケーションを図

ると同時に生徒の姿勢や性質をよりよく知る機会となったと

考えられます。学級ごとに雰囲気は異なるものの、学級の団

結力を深め、集合時よりも和やかに帰ることができました。 

 

★ グループ力の向上と成し遂げる達成感 

 本校には、新しい人間関係を築くためのコミュニケーションを苦手と感じている生徒が多

い。遠足を通じ、交流を深めることができるようにアドベンチャーゲームを企画した。 

 当日は、地図を読み解くことに困難しながらも、班員同志で協力し合う様子が見られた。

また、ゴールまでのコース上にポイントが加算されるミッションがあり、班員で協力し課題

をこなしている様子が見られ、普段会話をしていない生徒同士でコミュニケーションをとっ

ていた。このように多くの生徒が真面目に取り組み、協力し合う様子が見られた反面、班員

がはぐれてしまう班や、制限時間内にゴールできなかった班もあり、少し難しいコース設定

だったのではないかと感じた。 

 制限時間内にゴールに到着できるようにと必死に頑張る生徒たちの姿を目にし、自然を満

喫するだけでなく、協力し物事を成し遂げる達成感を味わわせることができた遠足となった。 
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★ 初めてのクラス校外引率 

 初めて担任になり、初めてのクラス引率での行事がこの遠足でした。私自身も、自分のク

ラスが他のクラスに迷惑をかけることがないかなど、不安な中での出発でした。しかし、そ

んな不安は杞憂に終わり、生徒たちは時間や規律を守り、しっかりと集団行動をしてくれま

した。飯盒炊さんやカレー作りでも、作業が進むにつれて班員ごとに打ち解けて、楽しそう

に過ごしている姿を見て、担任として嬉しく感じました。大縄飛び大会では、クラスが一つ

になって助け合い協力し、優勝をすることができました。この遠足を通じて、学校内の活動

では見ることができない生徒の一面を多数発見できるなど、担任としてもとても有意義な活

動となりました。この遠足によって得たものから、このクラスがさらに生徒にとって過ごし

やすい場となるよう、担任として努力していきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがと

うございました 

 


