
地域に学ぶ地域に学ぶ

　今回で１９回目を数える「地域に学ぶトライやる・ウィー
ク」が、６月上旬に実施されました。今年も、多くの事業所の
方々や地域、保護者の皆様に多大なご支援とご指導をいただ
き、無事実施できたことを大変嬉しく思っています。福崎西中
学校、福崎東中学校の２年生１７７名が、６２カ所の事業所でお世
話になりました。これだけの生徒を受け入れてくださる地域社
会があり、地域の子供を地域で育てるという地域力があるとい
うことに、大きな誇りと深い感謝の念を抱いております。本当
にありがとうございます。 
　受け入れのために登録していただいている事業所は、全部で
７１カ所もあります。大変有り難い状況です。本来なら全ての
事業所で生徒が活動できればよいのですが、年度により希望の
有無等から活動しない事業所も幾つか出て来ます。今年度も、
そのようなことが起こり、該当する事業所にその旨の説明とお
詫びに上がらせていただきました。 
　すると、ある事業所をお尋ねしたとき、責任者と担当の方
が、こんなことをおっしゃいました。「そうですか。今年は来
られませんか。残念です。何がいけなかったのかなあ。それや
ったら、来年は来てもらえるように頑張らんとあかんね。業績
も、もっと上げていきます。」と。 
　私は、その言葉を聞いたとき、ハッとしました。中学校側の

理由で活動しない状況が生まれているのにもかかわらず、まる
で事業所側に原因があるように言われたこと、仕事内容や業績
にまで考えが及んでいることに驚くとともに、仕事に向き合う
厳しい姿勢や仕事に対する責任の持ち方について教えていただ
いたように感じたからです。逆に考えてみると、トライやる・
ウィークというものを通して、生徒達がこのような考えを持た
れている地域の事業所等で活動できることは、何物にも代え難
い宝物になるとあらためて気づかされました。そして、その宝
物は、今後の考え方や生き方の基盤となって、生徒一人一人の
内に生き続けることになります。 
　トライやる・ウィークを経験した２年生全員が、今回の貴重
な体験を生かし、今後の中学校生活、その後の人生において前
向きな一歩一歩を確実に歩んでくれるものと確信しています。 
　最後になりましたが、生徒たちを受け入れていただいた事業
所の皆様、そして、直接お世話いただいた指導ボランティアの
皆様に心から感謝申し上げますとともに、来年度以降も本年度
同様のご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。ま
た、今年度希望がなかった事業所の方々には、大変申し訳あり
ませんでした。心よりお詫び申し上げますとともに、来年度以
降も受け入れを継続していただきますよう、切にお願い申し上
げます。 

「トライやる・ウィーク」という宝物 
福崎東中学校長　入江多喜夫 
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■仕事中は忙しくて、「次にこれをしよう」と考える
暇がなく、ただひたすらに走り回っていたし、家に
帰ると疲れてすぐに寝てしまったりしたけど、帰っ
てきてもしないといけないことがあって、大変でし
た。お父さんが帰ってきて、「疲れたー」といいな
がら、ビールを飲むのも分からなくはないなと思い
ました。お母さんは、仕事から帰ってきて、さらに
家事をするという所に、改めて感謝をしないといけ
ないなと思いました。（福崎西中） 

■最初は緊張していて、なかなか大きな声で「いらっ
しゃいませ」が言えなかったり、ずっと立ちっぱな
しで足が痛くなったりしました。慣れない事ばっか
りだったけど、５日目には普通に「いらっしゃいま
せ」が言えるようになってよかったです。 
　（福崎西中） 

■主に田植えが多かったけど、組合の方が「よっこら
せ」と苗を運んでいるのを見て、「自分も頑張った
るぞ！」と思うことができました。最終日には田植
え機で実際に田植えを体験させていただきました。
それをしてみて、見た目は簡単に見えても中身はと
ても難しく、神経を使うんだなあと思いました。と
ても重労働でしたが、やり終えた後は達成感があ
り、とても気持ちがよくなりました。（福崎西中） 

■このトライやる・ウィークで、初めて障がいをもっ
ている方とふれあいました。初日はとても不安でし
た。でも、利用者の方はふつうに話しかけてくれて
とてもうれしかったです。朝、毎回自分からあいさ
つしてくれる人、車椅子を押すと必ず「ありがと
う」と言ってくれる人など…多分、今までにないく
らい、たくさん「ありがとう」を言ってもらいまし
た。人の役に立てることがこんなにもうれしいんだ
なと、私自身も知ることができました。将来こうい
う仕事をしてみたいと思いました。（福崎西中） 

■将来、消防士になりたいので、すごくよい経験にな
りました。心肺蘇生のやり方、倒れている人を見つ
けたら何をしていったらいいのか、地震がきたらど
うしたらいいのかなど、日常生活にも大切なことが
学べたのですごく良い経験になりました。とっても
貴重な経験をさせて頂き、ぼく自身も「トライや
る・ウィーク」で雰囲気が変わったと思います。家
の中でも「トライやる・ウィーク」を通して会話が
増えたように思います。（福崎西中） 
 
■楽しいことだけでなく、たくさん大変なことがある
ことを学びました。お客様と接することがどれだけ
緊張し、大変か、どれほどお客様に居心地よくすご
してもらうことが大変かということがよく分かりま
した。５日間というのはあっという間でした。今で
は「もっとやりたい！」という気持ちがあります。
（福崎西中） 
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■親は毎日仕事をしていて、すごくしんどいだろうな
と思いました。僕たちの仕事は勉強なので、今から
しっかり勉強に力を入れて、将来仕事ができて人の
役に立ちたいと思いました。あいさつは大きな声で
でき、敬語もしっかり使えるようになったと思いま
す。これからもあいさつは大きな声で、年上の人に
はきちんとした敬語を使いたいと思います。 
　（福崎東中） 

■私が幼稚園に通っていた頃、「トライやる」のお姉
ちゃんが来てくれていっぱい遊んだのを覚えていま
す。そして次は私の番なのでみんなをよろこばせら
れるか不安で緊張していました。担当組さんの元気
いっぱいの明るさに、いっきに不安と緊張は吹き飛
び、楽しい気持ちでいっぱいになりました。このト
ライやるを通して、今まで分からなかった仕事の大
変さ、仲間の大切さや支えていただけるありがたさ
も知ることができました。（福崎東中） 
 
■学校では学べないことをさせていただいて、すごく
よい体験になりました。５日間お世話になって仕事
はすごく大変なことだと思いました。大人は弱音を
吐かず、最後まで仕事をしている姿がすごいと思い
ました。本当にすごいと思います。（福崎東中） 

■優しいお客様やおもしろいお客様に出会えて楽しか
ったです。最終日は、休日ということでとても忙し
く疲れました。社会というものは厳しいものなのだ
と感じました。でも、仕事の大変さの中に楽しさや
嬉さを実感することができ、よい経験ができたと思
います。（福崎東中） 

 
■事業所の方々の大変さがわかりました。私たちが休
憩していても事業所の方々は仕事をされていまし
た。事業所の方々は毎日こんなつらいことでもやっ
ているんだなぁと思いました。この一週間はとても
充実していました。（福崎東中） 

■人の命に関わっていた仕事なので、一つのミスも許
されない、そんな職場でした。学んだことは、何事
もチームで動いていたのでチームワークはとても大
切だなと思いました。一つのちょっとしたことで
も、とんでもない大きな事故につながりかねないと
いうことも学びました。どんな些細なことであって
も見逃さず、きちんとしたいと思います。 
　（福崎東中） 
 
■今回の体験で、お年寄りはどんなことができて、何
ができないかがわかりました。曾祖母や困っている
お年寄りを自然に助けられるようになりたいです。
今回でお年寄りに対する考え方が変わりました。一
見できているように見えても本人はとても辛いこと
もあるので、積極的に助けようと思いました。 
　（福崎東中） 



【事業所の感想】 
■地域の教育力により、新たに自分発見ができたり、
将来への目的意識を高めることが出来たら、事業所
として嬉しく思います。 
 
■純粋な中学生の考え方や行動に、初心を思い出しま
した。楽しい体験をし、将来の夢や希望のお手伝い
をさせて頂けたら幸いです。 
 
■何事にも一生懸命で意欲的に真面目に取り組んでい
ました。また、活動の記録も毎日丁寧に記入してい
ました。中でも、帰宅後家庭で楽しかったこと、大
変だったことを話していたようで嬉しく思いまし
た。 
 
■最初は緊張からか笑顔が少なかったですが、日を追
うごとに意欲的に仕事に携わるようになったと思い
ます。社員ともお客様とも明るく笑顔で「トライや
る・ウィーク」を楽しめていたように思います。社
会体験を通じて将来の自分を考えるきっかけになっ
ていれば幸いです。 
 
■私自身「トライやる・ウィーク」で経験したことが
きっかけで今の職に就いています。そのことを思い
出し、懐かしく感じました。貴重な体験が出来てい
るので、これからの将来にいかしていってくれたら
なと思います。 

 
■自分が受け入れる事業所の立場になることで、中学
生当時の気持ちを思い出したり、受け入れる側の見
えない苦労を知ることができました。積極的に行動
し、元気よく挨拶してくれて、とても気持ちよかっ
たです。 
 
■自分が中学生のときに、この生徒と同じように接客
をしようと思っても出来ていなかったと思います。
恐れを持たず、積極的にお客様に対応する生徒の姿
は、私も見習わなければいけないと思いました。 
 
■社会のしくみや仕事をするうえでの難しさや楽しさ
等をこの職場体験を通して知るよい活動だと思う。
また、自分が職場や社会で役に立っているという喜
びを味わうことで、自己肯定感が育ち、これから自
分が目指すものを考えるよい機会になったと思う。 
 
■初めから意欲的に取り組むのは難しいので、指導す
る立場からできるだけ仕事に興味を持って取り組ん
でもらえるように考えて作業割当を作りました。い
ろんな仕事や多くの人との会話の中で１つでも学び
があれば良いと思います。 
 
■生徒さんたちの元気をいただき、私たちも楽しく仕
事ができました。これからも頑張ってください。 

【保護者の感想】 
■最後に「楽しかった」という言葉が聞けて、事業所
の方に、よくして頂いていたんだなと思いました。
成長とまではいきませんでしたが、大人の働く姿を
見られたことは、とてもよい経験になった事でしょ
う。本人なりに、よく頑張った５日間となりまし
た。（福崎東中） 
 
■学校の話などでは（特に勉強）すぐに機嫌が悪くな
り、話さなくなりますが、毎日やってきた事を楽し
そうに話していました。働くことの大変さも分かっ
てくれたと思います。将来の選択肢の幅も広がった
と思います。この１週間は素直でした。（福崎東中） 
 
■家の中が明るくなった１週間でした。子どもは携帯
を触ることも少なく、園児の名前を覚える努力をし
たり、手紙をもらったお返しに…と、本を見ながら
慣れない手つきで折り紙を作ったりしていました。
（反抗期だったことが感じられませんでした。） 
　（福崎東中） 
 
■行く前は、希望先ではなかったので、不安そうでし
たが、一日目を体験して帰ってきてとても楽しかっ
たようで、一週間を本当に満喫していました。希望
通りもよいとは思いますが、そうでない場合もよい
ものだと、これから体験する子どもたちに伝えてあ
げてほしいです。（福崎東中） 

■この１週間毎日生き生きしていました。園でのよう
すもたくさん話してくれて、とても楽しそうでし
た。園では迷惑をかけたり、足手まといになったこ
ともあるかもしれませんが、丁寧に指導してくださ
り、感謝しています。とても貴重な体験ができ、と
ても良かったと思います。（福崎西中） 
 
■すばらしい体験をさせてくださって、ありがとうご
ざいました。１４歳だからこそ感じ取れるものをしっ
かりつかんでくれた手応えを親も実感できました。
（福崎西中） 
 
■経験に加え、人との交流を通じ、家庭では教えられ
ないことを多く吸収できたことが良かったです。自
分のお弁当を毎日作り、活動に意気込みが感じられ
ました。（福崎西中） 
 
■「トライやる・ウィーク」が充実した１週間になる
のは、子どもの真剣な取り組みもそうですが、受け
入れてくださった事業所の活動プログラムがしっか
り組まれているからだと思います。日々、新しい業
務を教えてもらい、実践し、毎日が本当に充実して
いたようです。ありがとうございました。 
　（福崎西中） 
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平成28年度福崎町「トライやる・ウィーク」登録事業所 

○農業関係 
ＪＡ兵庫西神飾営農生活センタ－ 
牛尾牧場 
農事組合法人西治営農組合 
 
○食料品販売 
㈱ライフコーポレーション　福崎店 
イセダ屋　福崎店 
㈱銀ビルストアー　ボンマルシェ 

福崎店 
 
○日常品販売 
ナンバ　ホームセンター　福崎店 
ファミリーマート　福崎南インター店 
㈱コメリ　ハードアンドグリーン　福崎店 
ラ・ムー　福崎店 
㈱マルフク 
セブンイレブン　福崎東田原店 
 
○製品製造関係 
㈱白鷺ニット工業 
㈱マンダム福崎工場 
福伸電機㈱ 
ウシオ精工㈱ 
 
○食品製造関係 
㈱もちむぎ食品センター 
新日本製麺㈱ 
福崎町給食共同調理センター 
 
○理美容 
フクダ美容室 
ワールド美容室福崎店 
カームヘアー 
アレキサンドルdeアバン 
スパイム（spaim） 

○写真・印刷・ＣＰ関係 
カワモトカメラ 
中井綜合印刷㈱ 
 
○自動車関係 
兵庫トヨタ自動車㈱福崎店 
ネッツトヨタウエスト兵庫㈱福崎店 
ネッツトヨタ兵庫㈱福崎店 
神戸トヨペット㈱福崎店 
Honda Cars 山崎　福崎店 
㈱神戸マツダ福崎店 
小川モータース㈱ 
㈲福崎石油 
 
○警察・消防関係 
姫路市中播消防署 
兵庫県福崎警察署 
 
○子育て支援施設関係 
西部子育て学習センター 
東部子育て学習センター 
福崎子育て支援センター 
田原幼児園 
八千種幼児園 
福崎幼児園 
高岡幼児園 
姫学こども園 
サルビアこども園 
 
○郵便関係 
福崎郵便局 
八千種郵便局 
 
 
 
 

○文化活動関係 
歴史民俗資料館 
柳田國男・松岡家記念館 
福崎町立生活科学センター 
福崎町文化センター 
福崎町立図書館 
 
○医療・福祉関係 
医療法人　太陽会　平野病院 
第１老人デイサービスセンター 
　　　　　　　　　なぐさの郷 
第２老人デイサービスセンター 
　　　　　　　　すみよしの郷 
社会福祉法人 
　　　　福崎町社会福祉協議会 
福崎町養護老人ホーム　福寿園 
特別養護老人ホームサルビア荘 
社会福祉法人 
　　高岡の里福祉会　もちの木園 
CHIAKI  ほおずき福崎 
姫路北病院 
デイサービス　ひまわりの広場 
㈲アキタケメディカルふるさとの家 
ハッピーデイサービス 
愛の里 
峰の会作業所 
たかはしサポートセンター 
花さきデイサービス 
 
○その他 
福崎インター自動車学校 
文珠荘 
神戸医療福祉大学 
福崎東洋ゴルフ倶楽部 

　様々な体験活動を通して、学校では学べない勉強をしようと、兵庫県下の中
学生を対象に実施されている「トライやる・ウィーク」。 
　福崎町の中学２年生１７７名を受け入れていただける事業所・商店・施設等を 
募ってきました。 
　その結果、地域の子どもたちを地域のみんなで育てるという、この事業の趣
旨をご理解いただき、上記の活動場所を登録していただきました。 
　ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。心より感謝申し上げ
ます。 

　福崎町「トライやる・ウィーク」推進協議会 


