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コロナ禍の環境におかれて約 2 年。マスク着用・手指消毒・ソーシャルディスタンスが日常

となる中、学校行事や PTA 活動に関しても中止または縮小化の波が続いています。今年度開

催予定だった PTA 関係研修会にも、同様の傾向が現れています。 

その中でも感染対策をしっかり取りつつ、下記の研修会等に出席いただいた参加者の感想を

ご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 富山県特別支援学校知的障害教育校 PTA 連合会 第 1 回役員会・総会 ５/９ 

6 月 富山県高等学校 PTA 連合会定期総会／公益社団法人富山県安全振興会理事会・社員総会 中止 

6 月 高岡地区高等学校 PTA 指導者研修会 6/12 

6 月 北陸地区特別支援学校知的障害教育校 PTA 連合会(石川県) 第 1 回役員会・総会・講演会 
校長のみ

参加 

9 月 富山県特別支援学校知的障害教育校 PTA 連合会研修会 中止 

10 月 富山県高等学校 PTA 連合会大会・指導者研修会 10/26 
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高岡地区高等学校 PTA  

指導者研修会に参加して (6/12) 

初めて参加しました。代表校が PTA 活動を

紹介する中で、“親子で本音を言い合える機会

を作っている” という取組を伺いました。普段

言えない感謝の気持ちや、時には不満を伝えて

親子の意思疎通を図っておられるそうです。 

思春期等で親子の会話が少なくなる中、とて

も良い取組だと思いました。 
S さん 

 

富山県高等学校 PTA 連合会大会・

指導者研修会に参加して (10/26) 

高岡商業高校、志貴野高校他、４校の

PTA 活動の発表を聞いてきました。ど

の学校も PTA が子供たちや保護者の

為に、それぞれの学校に合った取り組

みをしておられるなと感じました。 
N さん 



- 2 - 

 

突撃  隣の           by生徒 
 
 

〇忙しい合間を縫ってご協力いただいた、生徒へのアンケートの集計結果を 

報告させていただきます 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q１ 学校生活で楽しみにしている 

(楽しみにしていた)ことは？ 
〔複数回答可〕 

【勉強】 
たくさん勉強したい 

【勉強】 
学んで 
よかったと思う 

【部活動】 
音楽が好きなので、 
音楽部を楽しみに 
していました 

【行事】 
楽しいから 

【勉強】 
作業活動より 
勉強の方が落ち着く 

【友達作り】 
1 人でいるより親友と 
いた方が楽しいから 

【作業活動】 
楽しい作業が盛りだくさん
で、作業を褒められると 
うれしい 

【恋愛】 
彼氏ができました♥ 
今はすごく楽しく 
過ごしています♪ 

【行事】 
なんか特別感が 
あるから 

【部活動】 
運動するのが好き 

 (*^_^*) 

【友達作り】 
学校に来て、友達とたくさん 
お話しするのが楽しい♪ 

【作業活動】 
今後の役に立つし、 
やったことがない仕事を 
体験できるから 

【行事】 
思い残すことのない 
行事がしたい 

【行事】 
体育大会や社会見学を体験
して、みんなで行事をするこ
とが楽しかったから 

【部活動】 
部員のみんなと一緒に 
活動すると楽しいから 

【友達作り】 
中学生の頃は 
友達が少なかったから 
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友達作り 

勉強 

部活動 

行事 

作業活動 

恋愛 

【広報委員より】 

複数回答している生徒が多く、学校生活を楽しもうという気持ちが

表れていて、親としても嬉しかったです (*^_^*) 

【全て】 
全てのちょっとした
ことで青春を感じて
います 

【作業活動】 
仕事についての知識や内
容を覚えたり、どれが自分
に合っているかを知ったり
することができるから 

【友達作り】 
今までうまく人と会話できずに 
いたので、同じ境遇の人と仲良
くなりたいと思ったから 
 

生徒の 

自由コメント

より 
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《福祉》 3 年生  
笑顔がいいと褒められた
ことがあるので、笑顔が
活かせるところに就きたい
と思った。 

《流通》 3 年生  
他の人と比べて力がある
方だと思うので、力作業
で活躍できるかなと思い
ました。 

《その他：美容》 3年生  
美容系に興味があって 
夢だったから。 

《環境》 3 年生 
掃除にやりがいを感じる。 

《食品加工》 3 年生 
お菓子作りやパン作りに
興味があるから。 

《受注》 3 年生  
就業体験先の方に作業
が速いと言われました。 
毎日笑顔で明るいと言わ
れました。 

《受注》 3 年生 
検品作業で小さな汚れに
気付きつつ、作業速度も
上がって非常にやりがい
を感じるから。 
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《福祉》 1 年生  
肩たたきや肩もみをやって
いたとき、「ちょうどいい
よ。ありがとう」と言われて
嬉しかったから。 

《受注》 1 年生  
部品の組立てや袋詰めな
ど同じ作業を繰り返し続け
ていくのが得意だと思った
から。 

《福祉》 2 年生 
利用者さんとお話をする
のが楽しいから。 

《流通》 2 年生 
小さい頃からよく行ってい

るスーパーで働いてみた

いから。 

《環境》 2 年生 
集中しやすく、時間の経

つのが早く感じるから。 

【広報委員より】 

作業活動の中で培った知識や技術を、就業体験先で活かしたい、

活かそうという意欲が感じられました (*^_^*) 

Ｑ２ 現在、興味のある職種は？  
３年生の皆さんには、就職を目指して 

いる職種と志望動機についてたずねました 
〔複数回答可〕 

生徒の 

自由コメント

より 



- 4 - 

 

就業体験を終えて、今思うこと  by保護者  

 

1 年生は 10/27～11/2 までの 1 週間、2 年生は 11/8～11/19 までの 

2 週間、3 年生は 11/1～11/19 までの 3 週間の就業体験をしてきました。 

体験を終えて、保護者が感じていることをまとめました。 

（体験した職種ごとに色分けしてあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日仕事をしてどうだっ
たかと聞いても「疲れ
た」としか言わないけれ
ど、何かしら得たものは
あったのだと思います。 
 

今回、初めての就業体験
で清掃業務をさせてい
ただきました。最後まで
諦めず責任をもってや
り遂げることを学んだ
と思います。 

毎日休まずに行くこと
ができて良かったです。
手に傷ができて痛いの
に頑張りました。 

今回の就業体験には参
加することができませ
んでしたが、次回の就業
体験には自分なりに頑
張ってほしいと思いま
す。 

毎日、親も子もとても緊
張した５日間でしたが、
貴重な体験をたくさん
させていただき、帰って
来てから話を聞くのが
楽しみでした。 

初めてのことばかりで
緊張の中、５日間本当に
よく頑張っていたと思
います。次への自信につ
ながる良い経験になり
ました。 

初日は、すごく心配でし
たが、2～3日体験したら
だいぶ慣れてきたよう
で安心しました。社会勉
強になったと思いまし
た。 

毎日、本人なりに頑張っ
ていたようで、職場の
方々に褒めていただけ
たことが自信になり、少
し成長できたように思
え、嬉しかったです。 

学校で経験した作業と
似ていたため、出来ると
いう自信をもてたよう
で少し安心しました。 
集中力や敬語など多く
の課題もみられました。 

洗濯・廊下清掃・レクリ
エーションに参加する
などの業務を行ってい
ました。対人面が良くな
って良かったと思いま
した。 

いつもと違う交通機関
を利用し、働く大変さや
喜びを体験でき、本人に
とって良い成長に繋が
ったと思います。５日間
よく頑張りました。 

職場の方からできない
部分や弱い所を指摘い
ただき、改めて気付かさ
れたことがありました。 
働くことの大変さに気
付け、良い経験になりま
した。 

正直な気持ちは、これな
ら一般の会社でもやっ
ていけるのでは…とい
う安堵感です。 

問題なく仕事を終えら
れて感心しました。これ
も学校でいろいろ学ん
だ成果だと思いました。 

就業体験を無事に終え
て安心しました。不安な
気持ちもありましたが、
実際に仕事を体験して
自信につながったと思
います。 

初めての就業体験で不
安でしたが、親が思うよ
り子供は成長している
のだと思いました。今後
に活かしてほしいです。 

初めての就業体験を終
えて家に帰って来ると
毎日の出来事を話して
くれて、彼女の自信に繋
がった５日間だったと
思います。 

最初は不安でしたが、苦
手だったこともお店の
方のご協力により、毎日
楽しく通うことができ
ました。とても成長を感
じました。 

就業体験を通して仕事
の大変さを感じてくれ
たと思います。この体験
で学んだことを忘れず
に一歩ずつ成長するこ
とを期待します。 

話すことが苦手なので、
お年寄りの方とのコミ
ュニケーションが心配
でしたが、自分なりに一
生懸命頑張ったようで、
安心しました。 

前回お世話になった職
場での２度目の体験だ
ったので、緊張はしたも
のの楽しく終えること
ができ、ホッとしていま
す。 

毎日少しずつやる気が
見えてきたようです。仕
事のやりがい、人の温か
みをしっかり受け止め
てもらえたと思います。
職場の方に感謝いたし
ます。 

普段、見ることのない裏
方の仕事を経験させて
いただき、とても勉強に
なりました。本人なりに
頑張れたようで、ご支援
いただいた企業の方に
感謝です。 

毎日、嫌がらず楽しそう
に家を出て行く姿を見
て、安心して送り出せま
した。苦手な挨拶やコミ
ュニケーションもでき
て良かったです。 

就業体験のことは話し
てくれないので、とりあ
えずは順調に進んでい
るものとばかり思って
いました。 

企業で過ごす時間はと
ても緊張したと思いま
すが、怪我やトラブルな
く終えられたことを嬉
しく思います。学びを次
に活かして下さい。 

流 通 ■ 

製 造 ■ 

清 掃 ■ 

福 祉 ■ 

食 品 ■ 

その他 □ 
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よく就業体験を頑張っ
たと思います。来年はち
ゃんと就職できるよう
頑張って下さい。 

会社の方からの厳しく
温かい指導のおかげで
無事終えることができ
ました。学んだことを忘
れず夢に向かっていっ
てほしいです。 

今回の体験は、将来の自
分をイメージしながら
の体験で、終えた後の課
題も多いですが、貴重な
時間を過ごす中で日々
よく頑張りました。 

自分のやりたい仕事を
見つけることができて
ホッとしています。今後
の課題もはっきりして
いるので、しっかりでき
るよう支えます。 

今回は同じ会社で２回
目の就業体験でしたが、
２週間頑張っていまし
た。会社の方とも仲良く
なれて良かったです。 

就業体験を終えて、辛い
仕事、苦手な仕事を最後
までできたことが良か
ったです。いろいろな面
で成長したと思います。 

良い体験をさせていた
だきました。休まず頑張
ったと思います。これか
らの生活のためになり
ました。ありがとうござ
います。 

今回は樹脂製品の検品
などの体験をしたそう
です。初めての電車バス
通勤で初日は遅刻をし
ましたが、その分たくま
しくなったようです。 

就労継続支援 A型事業所
で体験をしてきて、毎日
の表情が明るく、本人に
自信が出てきたように
思います。成長を感じま
した。 

就業体験を終え、まずは
ホッとしています。関わ
って下さる方々のご理
解が娘にとって本当に
大切で、ありがたく思い
ました。 

前回までの反省を活か
し、今後に繋げようとす
る姿勢が見られるよう
になりました。働くこと
への心構えが垣間見え、
嬉しく思います。 

3 週間が無事に終わった
ことに一安心していま
す。今までにいろいろ体
験したおかげで、自分の
“できること”を見つけ
られたようです。 

自分でしっかり目標を
もって最後まで真剣に
取り組めたことは、本人
にとって大きな自信に
つながったと思います。 

デイサービスの仕事の
補助をしてきました。 
毎日楽しく仕事ができ
たようで安心しました。
自分に合う仕事を探す
のは大変ですね。 

今回で 3回目の就業体験
となり、本人もある程度
就職のイメージがつい
てきたので、頼もしくも
あり、嬉しく思っていま
す。 

息子は困っていること
を相手の人に伝えるの
が苦手でしたが、今回は
頑張って伝える努力を
することができ、自分に
自信がついたようです。 

カット野菜の袋詰め作
業をしました。1 日を通
じての力配分が難しい
ようでした。やり遂げた
自信に満ちた表情が印
象的でした。 

ずっと立ち仕事での作
業だったのですが、一度
も足が痛いと言うこと
なく、休まず頑張ってく
れて本当に嬉しかった
です。 

少しずつですが、職場の
方と笑顔で挨拶したり
楽しく会話をしたりす
ることができたように
思います。 
成長できた体験でした。 

今回は仕事をしている
所を見学させていただ
きました。集中して仕事
をしていた姿を見られ
て良かったです。 

今回はピッキング作業
を体験しました。3週間、
将来のことを考えなが
ら真剣に作業をしてい
るのが伝わりました。 

3 週間無事に終えて、仕
事も楽しくでき、職場の
方とも仲良くできたよ
うです。良くしていただ
き、ありがとうございま
した。 

簡単な仕事も難しい仕
事も頑張ってやり遂げ
られるようになったし、
言われたことに努力す
る姿が見られて進歩し
たと感じました。 

ちゃんとした仕事のよ
うで、やりがいとか達成
感があったように思え
ます。 

前回と同じ体験先の為、
後半は 1人で掃除を任さ
れるようになっていま
した。仕事をする楽しみ
を感じられたようで、嬉
しく思いました。 

対人面・コミュニケーシ
ョン能力が身に付くよ
うに家庭でも援助して
いきたいと思います。親
切丁寧な指導をしてい
ただき、感謝していま
す。 

体験先へ向かう表情が
明るく、仕事で褒められ
たことで自信をもてた
からだと思います。仕事
内容も子供には合って
いたのかも。 

社会に触れ、成長したと
思います。就業体験を通
して自分自身がやりた
い職業を見つけてくれ
ると良いなと思ってい
ます。 

2 週間の就業体験では職
場の方の指導で、慣れな
い仕事にも一生懸命頑
張ることができました。 

希望している体験先だった
ので、高評価をもらえるよ
う取り組んでいました。体
験中、周りの方達に良くし
てもらっていると感謝の気
持ちを口にしていたことに
成長を感じました。 

教えていただいたこと
を忘れずに、次に活かし
てほしいです。温かい言
葉をかけて下さった職
場の方々に大変感謝し
ています。 
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親になってかれこれ 20 年近く… 年頃の子供を持つ者同士、いろいろなギモンや悩みがあると思い

ます。そこで、皆さまからお預かりした「ちょっと聞きたいこと」「我が家ではこうしています」を

集めてみました。 

Q.お小遣いの金額や渡し方

に何か工夫はありますか？ 

Q.準備に時間がかかったり、 

朝になって慌てて準備した

り…スムーズに準備させる

にはどうしたらいいの？ 

 

曜日ごとに必要な物をリス

トアップしておいて、リビン

グ等に貼っています。なるべ

く前の日に準備するよう声

をかけています。 

Q.家庭学習の時間がほとんど

ないのですが、どのように声

がけをすれば良いのか分かり

ません… 

 

検定や免許の取得など、本人

にとって意味があり、分かり

やすい目標を決めると取り組

みやすいのではないでしょう

か。 

Q.運転免許の取得を考えてい

ますが、皆さんはどうですか？ 

 

卒業生の約４分の１が運転免

許を取得しているようです。で

も、実際に運転するのは大きな

リスクがあるので、本人にはそ

のリスクを繰り返し伝えるよ

うにしています。 

Q.忘れ物を減らしたい。 

何か良い方法はありますか？ 

 

メモをとったり見たりする習慣

をつけるようにするとよいです。

スマホのスケジュール機能にメ

モしていくのもおすすめです。 

Q.休みの日の過ごし方に 

ついて知りたいです。 

「疲れているな」と感じたら、

ゆっくり休ませたり、ご飯を

作ったり、カラオケで歌った

りしています (*^_^*)v 

いろいろと試した結果、

唯一ハマったのがラン

ニングと授業の一環で

行っている家のお手伝

いです。 

前日にスマホや本で調

べた材料を自分で買い

に行き、夕食作りを楽し

んでいます♪ 

Q.友達とプライベートな 

付き合いはありますか？ 

１人時間が好きなので、 

今のところ無理強いは 

していません。 

Q.スマホや SNS を長時間して 

いるので心配です。 

家でのルールを知りたいな。 

ごほうび制を導入しています。 

夜の 11 時から朝の５時 

までは箱に入れ、見ない 

ことにしています。 

Q.自発的ではない運動やお

手伝い。何かしていますか？ 

少し太ってきたという意識が

あるようで、毎日朝から腹筋

したり、スマホでダイエット

体操を見たり、野菜を多く食

べたりしています。 

月々制 お年玉やりくり制 

2 パターンがあるようです。 

 

Q.コンサータ etc.の薬は飲んで

いますか？休日の処方はどうし

ていますか？ 

休日も     休日は 

飲んでいる派  飲まない派 

2 パターンがあるようです。 

 

【広報委員より】 

たくさんのご意見、ありがとうございました。どこのご家庭でも同じような悩みを抱えて

いるようですね。 


