第Ⅰ部

生徒発表

「一年間をふり返って」

１年生

私たちが取り 組んだ活動の 一つである 、「 他者紹介」につ いて紹介しま す。
まず、１枚の紙 に自分の好き なものを 書 き出 します。
次にペアを作り 、用紙を交換 します。
そして、相手の 好きなことに ついて、詳 しく 話を聞き、しっ かりと理解し ます。
その後、相手が どういう人か をみんなに 紹介 するのです。
この取組を通じ て、クラスの 友だちの 趣 味や 好きな物が分か りました。共 通の趣味や 興
味のあることを 話のネタにし て、会話を する ようにもなりま した。
あるとき、クラ スの一人が笑 い出して、 笑い が止まらなくな りました。そ れが周りに も
伝染して、みん なが自然と笑 顔になって いき ました。その頃 から、雰囲気 がやわらか くな
り、自然に話が できるように なりま した 。友 だちを身近に感 じられ、さま ざまな活動 を通
して、クラスの 雰囲気がよく なっていく のを 感じました 。
私は中学校時代 、勉強が苦手 でまったく 取り 組もうとはしま せんでした。 新たな気持 ち
で、勉強をやり 直したいと思 い、間人分 校を 選びました。先 生が分かりや すく教えて くれ
るので、今まで できなかった 分数の計算 がで きるようになり ました。四年 間 は長いか もし
れませんが、ゆ ったりとして いて 、今は 余裕 さえ感じられる ようになりま した 。
これからの学校 生活を意味あ るものにす るた めに、どんなこと でもみんな で力を合わ せ、
協力し合って取 り組んでいこ うと思いま す。

「企業見学と自分の生活をふり返って」

２年生

藤原優子

私たち２年生 は、11 月 29 日に３つ の事 業所に企業
見学に行きまし た。見学先は 、はごろも苑 とエ ール峰山、
タンゴ技研です 。
はごろも苑には ５０人の方が 長期入所し てお られ、そ
のうちの４２人 が女性だそ うです。女性 が大 半を占める
ということをは じめて知りま した 。
職員の方に「介 護の仕事のや りがい」に つい て、質問をしま した。入居者 とのふれあ い
の中で、喜んで もらい、
「あ りがとう。」と言 ってもらうと、ちょっとした 一言でも、
「 とて
もうれしい。」と おっしゃい ました。

また、別の職員の方 は、次のように話 してく ださいました。
「 長期 入園の方と 一緒に遊ん
だり、時にはけ んかをしたり して、日々 を送 っていました。 その方が亡く なられ、葬 儀に
行きましたが、 そこでも、ま だ一緒に話 して いるような感じ がしたほどで 、たくさん の思
い出があります。」涙ながら に話される 姿に 胸を打たれまし た。
エール峰山は、 休日になる と 3000 人 から 4000 人 ものお客さ んが来るそう です。店
長さんに「仕事 をしていて、 大変なこと は何 ですか。」と質問 をすると、「 お客様から のク
レームが、一番大変 だ。」とおっしゃ いました 。客商売では当たり 前のことかも しれません
が、本当にそう だろうと思い ます。自分 がそ の立場になると 、嫌になり 、 途中で逃げ 出し
てしまうかもし れません。普 段利用して いる エールですが、 目に見えない ところで仕 事を
されていて、困 難なことがい っぱいある こと が分かり 、とて も勉強になり ました。
タンゴ技研では 、車などに使 う小さな部 品を 作っていました 。たくさんの 工程があり 、
その一つ一つは 実に細かな 作 業でした。 自分 は細かい作業が 苦手なので、 とても大変 そう
に見えました。 それに夜勤も あり、自分 に は 、あまり向いて いないと思い ました。 職 員の
方は、高校生に 求めることと して、規則 を守 る こと、欠席や 遅刻をしない ことをあげ まし
た。普段の学校 生活が、大切 だと改めて 感じ ました。そして 、あいさつも 大切だと言 われ
ました。私たち の学校では、 あいさつを しな い人も います。 なので、みん ながあいさ つを
するように、自 分から、積極 的にあいさ つを し ようと思いま した。
私は、将来保育 士になりたい と思ってい ます 。小さいときか らの夢で あり 、絶対にあ き
らめたくはあり ません。その ためにも勉 強は もちろんのこと 、あいさつを すること、 また
学校の規則を守 ることも大切 だと思って いま す。
今回の企業見学 は、将来の夢 とは少し違 った 内容のものでし たが、自分に とってはと て
もいい経験にな ったと思いま す。今 、あらた め て、保育士と いう夢をあ きらめること なく、
追いかけて頑張 っていきます 。

「修学旅行の思い出」

３年

松尾陽介

私たちは、去年 の 12 月に 、２泊３日の 沖縄 修学旅行へ
行きました。冬 でも沖縄は 暖かな気候で 、私 たちが住んで
いる丹後とはず いぶん違いが あるのだと 感じ ました。
１日目に訪れた のは、
「 ひめゆりの 塔」と「首 里城」です 。
「ひめゆりの塔 」では、平 和への願いを 込め て間人分校の
生徒達でつくっ た千羽鶴を奉 納して、施 設を 見学しました。 事前学習で戦 争について 勉強
をしていました が、実際に訪 れたことで 、今 自分たちが立っ てい るこの場 所でも戦闘 が行

われ、私たちと かわらない年 頃の人たち も犠 牲になったのだ ということを 実感しまし た。
命の尊さと平和 の大切さをあ らためて考 えま した。
２日目は、「美ら 海水族館」 で沖縄の海 に生 息する色とりど りの生き物を 見学したあ と、
本部町で「民家 宿泊体験」を しました。「民 家宿泊体験」と は、民家に泊 めていただ いて 、
実際の沖縄の暮 らしを経験す るものです 。３ つのグループに 分かれて、さ まざまな体 験を
させていただき ました 。民家のお母 さんと一 緒に「サー ターアンダ ギー」や「ち んすこう」
をつくったり、 広くて透き通 った沖縄の 海 の 浜辺で、落ちて いるきれいな 貝殻やサン ゴ礁
をひろって、ア クセサリーを つくったり しま した。ここでは 話しきれない ほどのたく さん
の思い出ができ ました。また 、民家の人 たち はみなさん温か く、心がいや され、何だ か元
気になりました 。
最終日、
「民家宿泊体 験」でお世話に なった方 たちと、別れなくて はならない時 が来まし
た。短い時間で したが本当の 家族のよう に接 してくれた家族 の人たちと別 れるのがつ らく
て、涙があふれ てきました。 沖縄の暮ら しを 体験するだけで はなく、沖縄 で暮らす人 たち
の心の温かさに 触れることが できて、と ても いい経験がで き ました。
修学旅行を通じ て、沖縄の歴 史について 学び、平和の尊さを学 習することが できました 。
また、集団生活 をとおして、 今まで以上 に仲 良くなったクラ スメイト達と 、卒業まで がん
ばっていきたい です。

「進路の実現」

４年

平井

健太

私は、中学１ 年生の５月頃 から不登校 でほ とんど学
校に行っておら ず、週一回保 健室登校を して いました。
３年生の時には 、受験のため に勉強をし た方 が良いと
いわれ、授業が 空いている先 生に何度か 保健 室で勉強
を教えてもらい ました。しか し、先生方 は忙 しかった
ようで、なかな か学習は進み ませんでし た。 受験当日はもと もと得意だっ た漢字はで きま
したが、英 語や数学は ほとんどでき ませんで した。これ ではいけな いという気持 ちがあり、
高校に入学した ら頑張ろうと 思っていま した 。
入学説明会の 帰り道、小学 校におられ た技 術職員さんに偶 然出会い、話 をしました 。 そ
の方は退職後ご 自宅のある網 野の三津か ら間 人まで健康のた めに歩いてお られるとい うこ
とでした。「ま た顔も見たい し、体力も つく から自転車で通 学してみない か？」と 言 われ
ました。家から 学校までは自 転車で 40 分ほ どかかりますが 、中学生の時 、ほとんど 休ん
でいて体力がな かったので１ 年生の時は とり あえず金曜日だ け自転車通学 をする事に しま

した。少しずつ なれて疲れな くなってき まし たが、そ れでも 色々な事に疲 れて１ 年生 の時
は時々学校を休 んでいました 。
授業に関して は、私は長い 間教室で授 業を 受けていなかっ たので、教室 でクラスメ イト
と共に授業を受 けることが大 変でした。 でも 、徐々に慣れて いきました。 授業の内容 は小
中学校の復習か らのやり直し だったため 、真 面目に授業を受 けるとだいた いのことは わか
り、成績がかな り上がりまし た。
高校３年生の 時、インター ンシップで パン 屋さんに行きま した。アルバ イト経験が ない
ので、従業員の 方とどうやっ てコミュニ ケー ションを取った らよいのかと 行く前はと ても
不安でした。１ 日目が終わる と、ほとん ど立 ちっぱなしだっ たため、すご く疲れまし た。
３日間つとまる か心配になり ました。し かし 、従業員の 方が 親切に教えて 下さったの で頑
張ってやり遂げ ることができ ました。こ こで は仕事の大変さ がわかりまし た。
いよいよ進路 を決めるに あ たって、私 には 高校卒業後すぐ に就職するの は少し不安 があ
りました。家族 で相談したと ころ、父が コン ピューター関係 の学校に進学 してはどう かと
すすめてくれま した。家で父 の仕事関係 の書 類の作成の手伝 いなどをして いたことも あり 、
コンピューター 関係に進学す ることに決 めま した。しかし、 経済的な理由 もあって、 最終
的には家から通 えて授業料の 負担の少な い学 校を受験するこ とに決めまし た。
夏休みから進 学に向けての 面接練習が 始ま りました。私に とって一番大 変だったこ とは
大きな声で話す ということで した。ふだ ん学 校ではほとんど 話さない私な ので本当に 苦労
しました。また、入退室 の仕方もな かなかう まくできずに、何度 も何度もやり 直しをして 、
練習しました。 また、質問の 受け答え、 自分 の考えを言葉に して伝えるこ とが苦手な ので
これも非常に苦 労しました。 多くの先生 方に 面接官になって いただいて、 何度も何度 も面
接練習を繰り返 して、本番で はつまらず にう まく答えること ができ、合格 することが でき
ました。
３年生の終わ りから自転車 通学も週四 回に 増やし、次第に 体力もつき、 ほとんど欠 席を
する事がなくな りました。ま た、面接練 習を 積み重ねたおか げで、以前よ りは自分の 考え
を言葉で伝える ことができる ようになっ たと 思います。中学 時代と違って 、休まずに 真面
目に授業を受け たので勉強が とても良く わか るようになりま した。
進学したら頑 張って資格を 取り、将来 の仕 事につなげてい きたいと思っ ています。

「進路の実現」

４年

稲岡俊哉

私は４月から 調理師の見習 として働き ます 。
中学時代の私 は、授業の内 容がわから なく て退屈になって

寝ることが多く 、その結果授 業について いけ ないという状況 でした。どう せわからな いと
いうあきらめが あり、わから ないから授 業は つまらないと思 っていました が、同時に この
ままではいけな いという焦り もあり、せ めて 高校に入学した らしっかりと 頑張らなけ れば
と思っていまし た。
間人分校に入 学すると、授 業は小中学 校の 内容の復習から ゆっくりと丁 寧に教えて もら
えたので、自分 で理解できる ことも増え 、「 自分でも頑張れ るんだ」と思 い自信がつ いて
きました。だか ら授業中に寝 ることはな くな り、集中して真 面目に授業を 受けるよう にな
りました。これ を４年間続け てきました 。
４年生になり いよいよ進路 の実現に向 けて の取り組みが始 まりました。 私の場合は はっ
きりとした目標 があったので それを実現 する ために頑張りま した。 私には 調理師にな りた
いという夢があ りました。
私が始めに料 理に興味を持 ったきっか けは 、保育園児の時 私の祖母が家 で和え物を 作っ
ているのを見て 面白そうだと 思ったこと です 。それから目玉 焼きのような 簡単なもの を作
るようになりま した。小６の 時に、魚の ３枚 おろしを叔父に 教えてもらい 、上手にで きた
のが嬉しくて将 来は調理の道 に進みたい と思 うようになりま し た。それか ら休みの日 には
昼食を自分で作 って食べるよ うになりま した 。高校３年生の 時に、調理の 分野で就労 体験
をしました。こ のとき、自分 の努力次第 で調 理の技術が向上 することを実 感しました 。そ
して調理師にな りたいという 気持ちがし っか りと固まりまし た。
調理師になる には、専門学 校に進学す ると いう方法と就職 して見習いと して修行す る方
法の２つがあり ますが、私は 迷わず就職 する 方法を選びまし た。それは、 ４年間、夏 に海
の浜店でアルバ イトをしてい て、お客さ んに 「ありがとう」 といってもら い、働くこ との
喜びを経験して いたからです 。
就職は簡単な ことではあり ませんでし た。 私は漢字の読み 書きがどちら かというと 苦手
なので、履歴書 の文章を考え たり書いた りす るのにとても苦 労しました。 何度も失敗 を繰
り返し、清書を 仕上げるのに は２時間以 上も かかりました。 また面接練習 では、自分 の考
えを言葉にして 伝えることが 難しく、と ても 苦労しましたが 、練習を積み 重ねました 。本
番の面接はとて も和やかな雰 囲気で行わ れ、 内定をいただく ことができま した。私は 、こ
れから修行を積 んで一人前に なり、ゆく ゆく はお客様に喜ん でもらえる店 を出したい とい
う夢を持ってい ます。
間人分校での ４年間で私は 、嫌な事、 苦手 な事から逃げず にぶつかって いく「あき らめ
ない力」を身に 付けました。 これから就 職し 、修行をする中 でつらいこと やめげそう にな
ることもあると 思いますが、 諦めずに頑 張っ て自分の夢を叶 えたいと思っ ています。

