
キャリアフェスティバルいといがわ2020

実施報告書



開催日 令和２年11月12日（木）

時　間 ９時00分から15時05分まで

会　場 糸魚川市民総合体育館

主　催 中学生キャリアフェスティバル実行委員会

参加中学校 能生中学校・糸魚川東中学校・糸魚川中学校・青海中学校

参加生徒数 301人

出展事業所数 43事業所
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1 土木建設業 （有）匠－TAKUMI 代表取締役 渡辺　智紀

2 （株）カネカ 代表取締役 中村　博司

3 創和ジャステック建設（株） 代表取締役 金子　靖

4 （株）笠原建設 代表取締役 鈴木　秀城

5 （株）伊藤建設 代表取締役 伊藤　文博

6 （株）カネタ建設 代表取締役 猪又　直登

7 （株）谷村建設 代表取締役社長 卜部　友典

8 小畑工業（株） 代表取締役社長 小畑　智巳

9 製造業 信越ポリマー（株）糸魚川工場 工場長 高橋　正人

10 明星セメント（株）糸魚川工場 取締役工場長 前川　修一

11 進工業（株）糸魚川工場 工場長 植村　康史

12 日本活性白土（株）青海工場 取締役工場長 安田　和彦

13 堀江工業（株） 代表取締役 堀江　正雄

14 電気業 東京発電（株）糸魚川事業所 所長 須賀　裕

15 農林水産業 ぬながわ森林組合 代表理事組合長 岩﨑　秀治

16 農業生産法人（株）あぐ里能生 代表取締役 稲葉　淳一

17 Ｕ'ファーム 代表 内山　真揮

18 自動車販売業 北陸自動車（株） 代表取締役社長 猪又　一義

19 運輸業 （株）ツカダ運輸 代表取締役 塚田　二郎

20 えちごトキめき鉄道（株） 代表取締役 鳥塚　亮

21 飲食業 グローバルフーズ（株）いっさく 代表取締役 福田　頼母

22 清酒製造業 加賀の井酒造（株） 取締役　第18代蔵元 小林　大祐

23 小売・販売業 グローバルフーズ（株）ハピー 代表取締役 福田　頼母

24 （株）山下 代表取締役 山下　敏弘

25 宿泊・旅行業 笹倉温泉龍雲荘 温泉事業部長 内藤　正利

26 （株）三愛旅行社 代表取締役 片山　良博

27 金融業 糸魚川信用組合 理事長 黒石　孝

28 縫製業 （株）美装いがらし 代表取締役 五十嵐　紘英

29 医療・福祉 糸魚川総合病院 病院長 樋口　清博

30 医療法人社団恵祐会病児保育室ジオ 理事長 渡辺　祐紀

31 特別養護老人ホームみやまの里 施設長 岩崎　良之

32 地域生活支援センターこまくさ 理事長 川室　優

33 好望こまくさ 管理者 川島　徹

34 社会福祉法人ひすい福祉会 理事長 小川　和雄

35 保育園・幼稚園 糸魚川カトリック天使幼稚園 園長 森　仁美

36 マスコミ 上越タイムス糸魚川支局 支局長 坂手　成雄

37 イベント企画・制作 ムービークリエイトRe:GOLITH 代表 須崎　裕光

38 行政機関・団体 自衛隊新潟地方協力本部　高田地域事務所 高田地域事務所長 古川　敏廣

39 一般社団法人糸魚川市観光協会 代表理事 尾崎　毅

40 糸魚川警察署 署長 中村　昭

41 糸魚川市議会 議長 中村　実

42 糸魚川市消防本部 消防長 小林　正広

43 糸魚川市役所 市長 米田　徹

43事業所

代表者職名 代表者氏名

合計

№ 業種 会社名

出展事業所
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区分 所属 職名 氏名

実行委員長 市教育委員会事務局 教育次長 磯野　茂

副実行委員長 糸魚川市立青海中学校 校長 石川　清春

委員 糸魚川雇用促進協議会 会員 渡邉　誠司

委員 糸魚川産業創造プラットフォーム 委員 平野　嘉生

委員 ハローワーク糸魚川 統括職業指導官 佐藤　芳弘

委員 糸魚川総合病院 地域連携支援部コーディネーター 岩﨑　由美

委員 地域生活支援センターこまくさ 管理者 山口　和久

委員 糸魚川市立能生中学校 教諭 池田　昭衣

委員 糸魚川市立糸魚川東中学校 教諭 大森　山

委員 糸魚川市立糸魚川中学校 教諭 猪又　小百合

委員 市産業部商工観光課 商工労政係長 山﨑　和俊

委員 市教育委員会事務局こども教育課 参事 小野　聡

委員 市教育委員会事務局こども教育課 こども教育係長 水澤　哲

委員（庁内委員） 市総務部企画定住課 人口減対策係長 田村　公一

委員（庁内委員） 市総務部企画定住課 主査 松澤　隆司

委員（庁内委員） 市産業部商工観光課 主査 久保田　直子

委員（庁内委員） 市教育委員会事務局生涯学習課 主査 二宮　至

事務局

SCENE 氏名

オープニング進行 桜井　地菜

オープニング挨拶 川原　大和

ルール説明 園田　光咲

アイスブレイク

ステージタイム

エンディング進行 卜部　杏樹

山﨑　麻耶

感想発表 渡辺　優作

加藤　一汰

吉垣　奈々美

山田　温

合唱曲紹介 川合　央

市教育委員会事務局こども課

糸魚川中学校

青海中学校

糸魚川中学校

糸魚川東中学校

能生中学校

所属

上越教育大学特別スタッフチーム

県立糸魚川高等学校

県立糸魚川白嶺高等学校

県立海洋高等学校

能生中学校

糸魚川東中学校

糸魚川中学校

青海中学校

実行委員会

サポートメンバー
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SCENE 所属 氏名

表紙絵作画 小澤　彩羽

高瀨　理恵

本山　楓華

糸魚川中学校

表紙絵作画
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自分らしい生き方を実現するための「かかわる力」、「自分をみつめる力」、「夢を起こ

す力」を育てるため、生徒が地域の大人と対話し、大人の姿を通して自分自身を見つめ、自

分の未来・地域の未来を考える機会を創出する。

糸魚川には、生き生きと、そして堂々と、自らの仕事に誇りを持って生きる多くの大人

が働いています。将来を担う中学生に、地域の企業を知り、地域で働く大人との関りを通

して、自分の「好き」や生き方を見つけるきっかけとし、いつの日か地域を支える主役に

なってもらいたい。

そんな願いを込め、初めて開催した「キャリアフェスティバルいといがわ」。

中学生と大人が出会い、伝え合い、熱い想いがつながる。伝えたい想いを生徒ひとりひ

とりがどう感じてくれるか。

糸魚川での仕事、暮らし、生き方 ―

そんな大人の姿や想いを通して、糸魚川を知り、糸魚川をもっと好きになってほしいと

の想いが込められています。

教育長あいさつ

キャリアフェスティバルの目的と想い

糸魚川市で初めて開催する「キャリアフェスティバルいといがわ2020」に、市内全中学３年

生と多くの企業・事業所の皆さんから、このようにお集りいただき大変感謝いたします。

新型コロナウイルスの全国的な広がりの中、今日、開催するという決断に至ったことは、こ

のイベントにかける糸魚川市の想いの現れと捉えてください。

早いうちに、自分の将来を夢見て、学習していくことは大事なことです。また、それが地域

の未来を考えることにもつながります。

初めての開催で、運営面などで多少の不備はあるかもしれませんが、終了後にご意見を頂戴

することとして、今日一日、中学生も企業や事業所の皆さんも、できるだけ多くの人と対話し

てみてください。

将来の道を選択するのはあくまで、中学生の皆さん本人です。

私たち大人は、子どもたちに一生懸命関わり、意思決定するための情報提供や支援をしてい

く。そして、将来糸魚川を選択してもらえるよう、魅力ある地域づくりを進めていくことが責

務だと考えます。

本日が参加者すべてにとって実りある一日となることをお祈りし、開会のあいさつといたし

ます。

糸魚川市教育長 井川 賢一
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アイスブレイク

←上越教育大学ス

タッフによるアイ

スブレイク。４中

学校が一堂に集ま

る滅多にない機会

に、最初は硬かっ

たものの、次第に

緊張がほぐれてい

きました。

↑他校の生徒とも積極的

にコミュニケーションを

取る姿が見られました。

オープニング

躍動的な音と映像を

バックに教育長のあ

いさつで幕を開けた

「キャリアフェス

ティバルいといがわ

2020」。

斬新な演出のオープ

ニングに生徒から驚

きの声があがってい

ました。

オープニング進行は

能生中学校の桜井地

菜さん、中学生代表

あいさつを糸魚川中

学校の川原大和さん、

ルール説明を糸魚川

東中学校の園田光咲

さんが務めてくれま

した。
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ブース巡り

どのブースも大盛況。

普段なかなか経験できない体験型ブース

は特に人気。↓

午前中はグループで、

午後からはフリーで

ブース巡り。なるべく

たくさん見て回ろう。

→
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ブース巡り

大賑わいの会場。

生徒と大人の熱気がぶつかり合う。↓

↑真剣な眼差しに大人も本気で応える。

←自分は将来どうなりたいのか。

会場で興味、関心、好きを見つけよう。
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インタビュー

振り返り

←昼食休憩の時間に

生徒へ突撃インタ

ビュー。

午前中のブース巡り

の感想と午後からの

抱負を話してもらい

ました。

←企業側から、生徒の礼儀正しさ、機敏な行動、話

を聞く態度に高い評価がありました。

一人ひとりが意欲的で熱心であり、将来を真剣に考

える姿に頼もしさが感じられました。
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エンディング

最後に合唱曲「いつまでも」を聞

きながら、この日１日をスライド

画像で振り返りました。

合唱曲の紹介を糸魚川中学校の川

合央さんが務めてくれました。↓

この後、ドローンで記念撮影

←表紙絵を描いてくれた

糸魚川中学校の小澤彩羽

さん、高瀨理恵さん、本

山楓華さん。

素敵な絵をありがとう。

各校の代表として、能生中学校の渡辺優作さん、糸魚川東中

学校の加藤一汰さん、糸魚川中学校の吉垣奈々美さん、青海

中学校の山田温さんがキャリアフェスティバルの感想を発表

してくれました。↓

エンディングの進行は、青海中

学校の卜部杏樹さん、山﨑麻耶

さん。テンポ良く息の合った進

行は見事でした。↓
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Ⅰ　業種

度数 ％

土木建設業 8 19%

医療・福祉 6 14%

行政機関・団体 6 14%

製造業 5 12%

農林水産業 3 8%

運輸業 2 5%

小売・販売業 2 5%

宿泊・旅行業 2 5%

電気業 1 2%

自動車販売業 1 2%

飲食業 1 2%

清酒製造業 1 2%

金融業 1 2%

縫製業 1 2%

保育園・幼稚園 1 2%

マスコミ 1 2%

イベント企画・制作 1 2%

計 43 100%

Ⅱ　所在地域

度数 ％

糸魚川地域 30 70%

青海地域 6 14%

能生地域 5 11%

上越 2 5%

計 43 100%

土木建設業

19%

医療・福祉

14%

行政機関・団体

14%
製造業

12%

農林水産業

8%

運輸業

5%

小売・販売業

5%

宿泊・旅行業

5%

電気業

2%

自動車販売業

2%

飲食業

2%

清酒製造業

2%

金融業

2%

縫製業

2%

保育園・幼稚園

2%

マスコミ

2%
イベント企画・制作

2%

糸魚川地域

70%

青海地域

14%

能生地域

11%

上越

全体（N＝43）

全体（N＝43）

出展事業所属性
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度数 ％

良かった 37 93%

まあまあ良かった 3 7%

良くなかった 0 0%

計 40 100%

番号 評価 業種

1 良かった ①土木建設業

2 良かった ⑩宿泊・旅行業

3 良かった ⑫縫製業

4 良かった ④農林水産業

5 良かった ②製造業

6 良かった ⑪金融業

7 良かった ⑤自動車販売業

8 良かった ⑬医療

　ブースに来てくれた生徒の人数が少なかったので、体験ができるな

ど、興味を持ってもらえる工夫をもっとすれば良かった。

　初めて開催にこぎつけた関係者やスタッフの皆様には御礼申し上げ

ます。大変な尽力があったと思いますが、参加して本当に良かったと

思います。

意見

　中学生が普段関わることが少ないところなので、見聞を広める意味

で良いと思う。身近にいる大人以外にも話す機会を作ることは、コ

ミュニケーションの力を身につけることにもなり良い経験になると思

います。

　天気にも恵まれ、良いイベントでした。参加企業の第一の目的は、

まずは会社名を知ってもらうことです。良いチャンスを与えていただ

きました。

　新型コロナウィルス禍の中で、このイベントが可能なのか？まず、

それが一番懸念したところでした。しかし、スタッフの皆様の最大限

に可能な感染対策により開催できたことは大変有意義であり感謝申し

上げます。

　みなさん予想していたより熱心に話を聞いてくれてありがたかった

です。また、思いもよらない鋭い質問もあり、こちらも勉強になりま

した。

　様々な企業の取組を見ることができ参考となった。運営面では市役

所こども課の方々、本当にありがとうございました。

良かった

92%

まあまあ

良かった

8%
良くなかった

0%

全体（N＝40）

参加した感想

【代表的な意見】

・中学生と触れ合う機会がないため、とても刺激になった。

・建設業について知ってもらう良い機会になった。

・仕事への思いを直接伝える機会が与えられたことに感謝したい。

・興味を持ってもらえるよう工夫する必要性を感じた。

・糸魚川で就職してくれる環境を作っていきたい。
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番号 評価 業種意見

9 良かった ①土木建設業

10 良かった ②製造業

11 良かった ④農林水産業

12 良かった ⑱行政機関・団体

13 良かった ①土木建設業

14 良かった ⑮保育園・幼稚園

15 良かった ⑥運輸業

16 良かった ①土木建設業

17 良かった ⑱行政機関・団体

18 良かった ⑭福祉

19 良かった ⑨小売・販売業

20 良かった ⑯マスコミ

21 良かった ①土木建設業

22 良かった ⑱行政機関・団体

23 良かった ①土木建設業

24 良かった ③電気業

　中学生と触れ合う機会がないので、とても良い刺激になりました。

参加させていただきありがとうございます。

　事前説明の「どうしてこの仕事を選んだのか」等を中心に説明した

が（×5）疲れた。職種の希望があるのであれば、業界単位で業務内容

を事前学習してもらうのも手かなと思った。企業色より業界色でその

中でどう楽しく生きているかの方が大事かなと感じた。

　普段の生活であまり接する事がない若い人へアピールできた。

　ブースに来てくれた中学生にとって、市議会が全く浸透していない

ことが分かりました。説明する入口（導入）を工夫する必要性を感じ

ました。

　多くの生徒と出会うことができ、とても有意義な1日だった。ただ、

受験を控えた3年生より2年生の春に実施し、職場体験とリンクさせた

方がいいのかも。

　弊社やマスコミの仕事について、地元の中学生に周知できる絶好の

機会だったと感じました。良い刺激を受けました。

　初の開催だったとは思いますが、中学3年生というこれから糸魚川市

を支えていく方々に弊社を知ってもらういい機会になりました。あり

がとうございました。

　中学生も楽しそうにしていたのが印象的でした。

　中学生が様々な職業についての知識を得る有意義なイベントでし

た。

　毎年継続できればと思います。大がかりな準備をしかねる事業所も

サポートして参加してもらえればいいと思います。毎年継続できるよ

うにして欲しいです。

　準備は大変でしたが楽しく参加させていただきました。

　中学生の皆さんに自分たちの仕事への思いを直接伝える機会が与え

られたことに感謝したい。糸魚川のSDGsを想うとき、このような企画

は時宜にかなったものと思う。高校では進路指導が進学指導に偏る傾

向があるようにも感じられるので、高校生向けにもこのような企画が

望まれているのではないかと思う。

　建設業について知ってもらう良い機会になった。

　事業所側としても、中学生に糸魚川で働くということを知ってもら

う機会を作ってもらえて感謝しています。

　生徒の仕事に対する関心を知ることができた。
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番号 評価 業種意見

25 良かった ⑭福祉

26 良かった ⑭福祉

27 良かった ⑭福祉

28 良かった ⑱行政機関・団体

29 まあまあ良かった ⑭福祉

30 良かった ⑥運輸業

31 良かった ⑩宿泊・旅行業

32 まあまあ良かった ②製造業

33 良かった ⑩宿泊・旅行業

34 良かった ⑱行政機関・団体

35 まあまあ良かった ①土木建設業

36 良かった ①土木建設業

37 良かった ⑬医療

38 良かった ④農林水産業

39 良かった ②製造業

40 良かった ⑰イベント企画・制作

　若い人達を沢山見て、頼もしく感じました。

　生徒に地元企業の話ができる機会が持つことができて、生徒の将来

の夢の実現に役立ったのではと感じます。

　生徒たちと会話ができて新鮮だった。

　自社を見つめなおす良い機会となりました。中学生も真剣な眼で話

を聞いていただき好印象でした。

　中学生と話す機会が持てて良かった。ただ、今回のイベントの目的

に沿ったプレゼンができたのかが心配です。（企画運営側、生徒側、

学校側、企業側それぞれの満足度を満たす事はできるのか？できたの

か？）

　初めての試みでしたが、想像していたものより大きなイベントにな

り、法人で用意していた内容では物足りなさを感じた。勉強になりま

した。

　対象学生が一堂に集まって行えたことが大変良いと感じました。

　中学3年生に対し、仕事のやりがいをプレゼンする難しさを感じまし

た。興味を持ってもらうことって難しいですね。

　福祉の仕事ってこんなにも知られていないことがたくさんあるんだ

と気づくきっかけになりました。ありがとうございました。ブースの

見せ方をもっと考えないと…と勉強になりました。

　会社の紹介、体験や紹介する”モノ”がなかなかなく、興味をもっても

らえるよう工夫する必要性を感じ反省しました。

　子ども達と一緒につくりあげるイベントは数少ないので、参加させ

てもらい、私達おとなも良い刺激になりました。

　自施設紹介が直接でき、若手職員にとっても良い経験・機会となっ

た。市内多くの企業の熱意を感じた。

　糸魚川にはこんなすごい職人がいるんだよということを伝えられて

良かった。糸魚川で就職してくれる環境を作っていきたいですね。

　私たちの話が今回の趣旨にあっていたかどうか？という感じです。

次回があればもっと良いものにしたいと思います。

　普段なかなか会話をする事のない中学生の世代の皆さん弊社のよう

な会社にたいし、どんな考え方を持っているのか。また、これから社

会に出る中学生達が映像制作や撮影などにどのように関心を持ってい

るのか、思いや意見を聴けるとても良い機会になりました。ありがと

うございます。糸魚川を拠点に活動をする自分たちがブースを出せて

もらえて多くの人に会社の存在を知ってもらえた事に感謝しておりま

す。

　会社をアピールする場としては大変良かったと思う。これを契機に

糸魚川に残る、戻ってくる若者が増えれば良いと思う。
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度数 ％

良かった 34 85%

まあまあ良かった 6 15%

良くなかった 0 0%

計 40 100%

番号 評価 業種

1 良かった ①土木建設業

2 良かった ⑩宿泊・旅行業

3 良かった ⑫縫製業

4 良かった ④農林水産業

5 良かった ②製造業

6 良かった ⑪金融業

7 良かった ⑤自動車販売業

8 良かった ⑬医療

9 良かった ①土木建設業

10 良かった ②製造業

　こちらの話をしっかりと聞いてくれてうれしかった。

　生徒の話を聞く態度は素晴らしいものがありました。日頃の学校や先

生の指導のおかげだと思います。

　大人が真剣に話しをまじめに聴いていました。また、学校の関係者の

方も一緒に聴いていたので先生方にも糸魚川の企業の事を知ってもらえ

て良かったです。

　生徒の皆さんがしっかり自分の意見を持ち、イベントに参加している

姿を見てとても感心しました。

　問いかけにも応じてくれる生徒が多かった。先生方も積極的に生徒の

誘導や説明を聞いて下さっていた。職業柄の認識かもしれないが、あま

り糸魚川の地理（西海谷・能生谷等）がパッとしない生徒が多かった。

　生徒達は真剣に耳を傾けて話を聞いていました。途中、メモするのに

一生懸命になる子もいる程でした。挨拶もしっかりできていて、学校な

どできちんと指導されているのだと感心しました。

　ブースに来た生徒さん達は、素直に思いを表現していました。説明が

終わった時などは拍手もしていただきました。

　生徒の行動、姿勢も良く、当方の説明も真剣に聴いて頂きました。先

生方の日頃の教育姿勢が窺えました。

　みなさん礼儀正しく接してくれました。

意見

良かった

85%

まあまあ

良かった

15%

良くなかった

0%

全体（N＝40）

生徒・学校について

【代表的な意見】

・生徒の話を聞く態度は素晴らしいものがあった。

・行動が速やかで見ていて気持ちの良い振る舞いだった。

・熱心にメモを取りながら話に耳を傾ける姿があり、立派な態度だった。

・事前にしっかりと準備していたことが伺えた。

・少子化が進んでいても糸魚川の未来は明るいと感じた。
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番号 評価 業種意見

11 まあまあ良かった ④農林水産業

12 まあまあ良かった ⑱行政機関・団体

13 良かった ①土木建設業

14 良かった ⑮保育園・幼稚園

15 良かった ⑥運輸業

16 良かった ①土木建設業

17 良かった ⑱行政機関・団体

18 良かった ⑭福祉

19 良かった ⑨小売・販売業

20 良かった ⑯マスコミ

21 良かった ①土木建設業

22 良かった ⑱行政機関・団体

23 良かった ①土木建設業

24 良かった ③電気業

25 良かった ⑭福祉

26 良かった ⑭福祉

27 良かった ⑭福祉

28 良かった ⑱行政機関・団体

29 まあまあ良かった ⑭福祉

30 良かった ⑥運輸業

31 良かった ⑩宿泊・旅行業

32 まあまあ良かった ②製造業

　生徒たちが真面目に取り組んでいた。

　男女関係なく、ブースに来ていただいて良かった。

　冒頭に1グループを、後半に2グループを誘導して頂きました。感謝し

ています。生徒さんは皆行儀よく話を聞いて下さいました。

　積極的に質問する生徒もいて、事前にしっかりと準備していたことが

うかがえた。

　基本的に同じ内容で繰り返し説明する中で、生徒たちの反応がさまざ

まだったことが印象的でした。

　ブースに来て下さった生徒の皆さん、真剣に話を聞いて下さり、こち

らからの問いかけにも快く返答して頂きました。

　積極的に各ブースを回っていた。

　思ったよりも素直でまじめに取り組んでいました。よかったです。

　元気をもらった気がします。

　事前学習にも取り組まれ、当日も熱心にメモを取りながら話に耳を傾

ける姿もあり、立派な態度だった。中学生には難しいと思うが、ありき

たりを少し超える質問がほしいとも思う。

　説明者の目を見て、うなづきながら話を聞いてくれた。行動が速やか

で、見ていて気持ちの良い振る舞いだった。

　事前説明だと、グループを作って偏りが無いように学校で希望を調整

してルートを作成すると思っていたが、初めから個人ごとにフリーで

巡っていたため人気に差があり、コロナ対策であったり、そもそもの地

域の大人と関わるという趣旨には疑問が残った。

　聴く姿勢を持ち、学ぼうとしている様子が感じられました。

　純粋な好奇心で参加している姿が印象的でした。

　積極的に質問されたり、グループにならず1人でも説明を聞きにこられ

る方がいて、素敵だなすごいなと思いました。おかげでこちらも話しや

すかったです。

　障害体験ブースでは、興味を持って参加していただいていました。友

達同士でふざけすぎるということもなく、良かったと思います。

　就職や進路について、真剣に考えている生徒が少なく感じた。

　全く不満ないです。しかし、仕方がないと思いますが、先生方の「す

いているブースに行って」という言葉はキツかったと思います。

　礼儀正しく、真剣に話を聞いてくれました。
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番号 評価 業種意見

33 良かった ⑩宿泊・旅行業

34 良かった ⑱行政機関・団体

35 まあまあ良かった ①土木建設業

36 良かった ①土木建設業

37 まあまあ良かった ⑬医療

38 良かった ④農林水産業

39 良かった ②製造業

40 良かった ⑰イベント企画・制作

　生徒の皆さんが真剣に取り組んでくれる姿がとても印象的で、こちら

としてもその気持ちに答えてあげられるよう気合の入った説明ができま

した。

　ブースに来場された生徒は皆さんまじめに話を聞いていただけたので

出展側も説明のしがいがあった。

　素直な子ども達ばかりで驚きました。ここ数年で少子化が進んでいて

も未来は明るい‼と感じました。先生も一緒に体験をしてくれて生徒と

共感する姿には好印象でした。

　子供達が静か。積極性が感じられなかった。

　興味津々で聞いてくれた。意欲的で良かった。

　

　熱心に聞いてくれた。

・日本料理の職人になりたいので海洋高校に進学したいという生徒がお

り、話を真剣に聞いてメモを取っていたのに感心しました。

・学校での事前準備がなされていて、生徒の行動等も礼儀正しいと感じ

ました。

・中学生を対象とした本会は、将来の就業について、自分の夢を持つこ

とや夢の実現への目標に出会えたり、また新しい夢を見つける良い機会

になったと思います。

・生徒からもう少し質問があればと思いました。

17



度数 ％

良かった 32 80%

まあまあ良かった 8 20%

良くなかった 0 0%

計 40 100%

番号 評価 業種

1 良かった ①土木建設業

2 良かった ⑩宿泊・旅行業

3 良かった ⑫縫製業

4 良かった ④農林水産業

5 まあまあ良かった ②製造業

6 良かった ⑪金融業

7 良かった ⑤自動車販売業

8 まあまあ良かった ⑬医療

9 良かった ①土木建設業

　今後、生徒の意見も良く聞きながら、開催月や参加対象学年（高校生含

む）を検討していただき、継続していってもらいたい。また、今回の生徒

達の感想など分かれば、企業側にもお知らせしてもらいたい。

　スタッフの皆様の運営には、新型コロナウィルスの感染予防に尽力して

頂いた。進行もスムーズでした。

　今後、保護者の参加も叶えばよいと思う。また、企業間のつながりも促

進できる仕掛けが作れるとさらに良いフェスティバルになると思いまし

た。

　検温やアルコール消毒の徹底は良かったと思います。開閉会式を中央に

設け、企業全部が見える形にすれば良かったかな？見えていない所の企業

の私語や音など少し気になりました。

　音響の調子が悪かったのを除くと、とても良かったと思います。午前中

の会社説明の時間はもう少し長い方が良いと感じました。

　会場の換気をしているのはわかりますが、寒かったです。

　スムーズな運営をしていただきありがとうございました。

　他校との交流は普段できない（少ない）と思うので良いと思います。参

加人数が多いので、密になりやすいので時間で人数や学校をある程度分け

る必要もあるかもしれないです。

　搬入経路等、よく確認しておけばよかった。

意見

良かった

80%

まあまあ

良かった

20%

良くなかった

0%

全体（N＝40）

運営面について

【代表的な意見】

・会社説明の時間はもう少し長い方が良いと感じた。

・今後、保護者の参加も叶えば良いと思う。

・当日の担当者の場所がわかると良かった。

・時期的に寒かった。

・学生ボランティアや高校生の活用など、様々な主体と機関横断的に運営しているのを感じた。

・中学生が進行して、まわりの大人スタッフが支える良いスタイルだと思った。

・中学生にも大人の意気込み、本気度を感じさせ得る運営だった。

・ノベルティグッズが配布されていた。禁止基準を明確化し、運営してほしい。
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番号 評価 業種意見

10 良かった ②製造業

11 良かった ④農林水産業

12 良かった ⑱行政機関・団体

13 良かった ①土木建設業

14 良かった ⑮保育園・幼稚園

15 良かった ⑥運輸業

16 良かった ①土木建設業

17 まあまあ良かった ⑱行政機関・団体

18 良かった ⑭福祉

19 良かった ⑨小売・販売業

20 良かった ⑯マスコミ

21 良かった ①土木建設業

22 良かった ⑱行政機関・団体

23 良かった ①土木建設業

24 良かった ③電気業

25 良かった ⑭福祉

26 まあまあ良かった ⑭福祉

27 良かった ⑭福祉

　当日のご担当者の場所がわかると良かった（「本部」などの場所の明示

等）。会場が非常に寒かったのに暖房が消される時間帯があったが、受験

生でもある生徒さんが体調を崩さないか心配になりました。

　コロナへの慎重な対応もさることながら、随所に驚きが準備されている

など、中学生の皆さんにも大人の意気込み、本気度を感じさせ得る運営

だったと思う。

　初で大規模な催しだったにも関わらず、こちらの要望に対応してくださ

り参加しやすかった。是非、継続してください。

　コロナ禍の中、これだけの事業所が集まり開催できたことはすばらしい

ことだと思います。参加いただいた企業が、次回は参加したくないと思わ

れないような配慮をお願いします。ブース巡り5回は多い、本来のグルー

プ巡りで3回くらい、残りはフリータイム。

　学生ボランティア、高校生の活用など、様々な主体、機関横断的に運営

しているのを感じました。ネットワークが広がればいいと思います。

　コロナ禍での開催、お疲れ様でした。ありがとうございました。アイス

ブレイクや体験コーナーもあって楽しめる雰囲気で良かったです。今後あ

れば…、入口側は体をうごかしていないと少し肌寒かったです。座ってい

る生徒さんたちも寒そうでした。

　会場が寒く、生徒さん体調崩されないかなと思いました。自分たちの会

場設営方法により角のところになってしましました。

　初めてであったにもかかわらず、コロナ対策や暖房の調整等行き届いて

いたと思います。ブース担当者はブースで食事をとる方が良いと思いまし

た。※実際そのようにしました。

　概ね良かったが、時期的に体育館が寒く、生徒・企業ともに大変だった

と思う。また、各ブースへの生徒の割り振りはもう少し上手くできなかっ

たのかなと思う。

　弊社や業界の説明を行う中で、運営側の不手際を感じることは特にあり

ませんでした。

　ところどころ進行に初回感が漂っていましたが、それを踏まえた上でも

各ブースの設置や感染症対策がしっかり行われていたのが非常に良かった

です。

　欲を言えば、もう少しメインスクリーンが大きければ良いなと感じまし

た。

　半日でも良い（後半ダラダラしていた）。ブース配置は要検討。企業数

も増えると厳しい。

　当社はステージ側の隅で生徒が周回して来ず勧誘活動しました。工夫が

必要です。生徒にとって、もう少し早い時期の方が進路選択に有効だと思

います。

　会場の設営、運営がスムーズであった。

　スムーズに進行していた。

　開催に向けて、諸連絡及び説明会など実施していただき、初めての企画

でしたがスムーズに準備などすることができました。
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番号 評価 業種意見

28 良かった ⑱行政機関・団体

29 良かった ⑭福祉

30 良かった ⑥運輸業

31 良かった ⑩宿泊・旅行業

32 まあまあ良かった ②製造業

33 良かった ⑩宿泊・旅行業

34 良かった ⑱行政機関・団体

35 まあまあ良かった ①土木建設業

36 良かった ①土木建設業

37 まあまあ良かった ⑬医療

38 良かった ④農林水産業

39 まあまあ良かった ②製造業

40 良かった ⑰イベント企画・制作

　御苦労様でした。

　感染症対策も含め、運営側は大変だったと思いますが、大きなトラブル

もなく終了することができて良かったです。

　コロナ禍での開催となり、対策など大変だったことと思います。充分な

対応をしていただきありがとうございました。

　中学生が進行をして、まわりの大人スタッフが支える良いスタイルと思

いました。最後の動画は惜しかった…

　今回は初めての試みだったので3年生対象でしたが、2年生を対象にした

ほうが進路を考える一つのヒントになると思う。オープニングは今までに

ない斬新なものでとても良かった。

　人が密集してしまう場面があり、感染防止対策の不十分さを感じた。

　コロナ対策も万全でした。ありがとうございました。

　空いているブースがないように生徒たちを誘導してほしかった。

　皆様のおかげで機械的にも大きなトラブルもなくスムーズな運営ができ

た思います。

　時間割り振りは良かったと思う。但し、ある会社があからさまにリク

ルート向け発表を行っていた。また、その会社はノベルティグッズを配布

していた。禁止されているのに不公平ではないか？来年以降はあらかじめ

各社発表を精査いただき、禁止基準を明確化し運営してほしい。

　初めての開催とは思えないほどスムーズな運営でした。事前準備の段階

から当日の流れまで、丁寧な説明がありとても良かったです。

　正直約1日時間をとられるのは厳しいので、発表は半日など方法を考え

ていただきたいと思います。

・進行のプログラムや構成は斬新で良かった。

・ブースの位置が難しい位置だと感じます。
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度数 ％

参加したい 36 90%

参加したくない 0 0%

わからない・考えていない 4 10%

計 40 100%

参加したい

90%

わからない・

考えていない

10%

全体（N＝40）

次回への参加意向
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番号 意見

1
　糸魚川にも様々な企業があります。自分のオンリーワンを出せる会社を見つけるため、これから高校その先と自

分磨きをしてください。

2

　生徒のキラキラした瞳には心が動かされました。私としても気合が入りました。地元にまず愛着を大人が示し、

子どもに伝えていかなければという気持ちが強くなりました。今日参加された子どもが少しでも糸魚川に戻ってき

て（定着して）くれればと思っています。

3
　より多くの情報を吸収することで今後の選択肢が広がり、学ぶことが明確になると思います。未来での活躍を期

待しております。

4
　まだまだ知らない職や仕事がたくさんあります。色々な事に広くアンテナを張って、自分の夢や目標を見つけて

ください。応援しています。

5
　まだ中学生、将来のことといわれても漠然としているかもしれませんが、意外とあっという間に時間が経ちま

す。キャリアフェスをきっかけに糸魚川の企業に興味をもってもらえたらうれしいです。

6
　これからさまざまな苦難や進路に迷うこともある。家族や先輩など、色々な人からの意見も参考にし、常に自分

の行動にはベストを尽くすことを忘れずに成長してほしい。

7
　今後、一度は糸魚川から親元を離れ、一人で生活する事は大切なことだと思います。それでも、自然豊かな糸魚

川に戻り、生活をしていただきたいと思います。

8

　君たちはとても大きな可能性を秘めている卵です。これからいくらでも可能性を拡げることができると思いま

す。今は自分のしたい事や関心がある事以外にも学ばなければいけないかもしれません。君たちが学んだことは、

決して無駄にはなりません。自分の道を進む時、ときには立ち止まって大人や友達の話に耳を傾けるのも良いかも

しれません。

9

　CAになりたいと発表していた生徒さんがいました。このコロナ禍で各航空会社非常に厳しい状況です。銀行も保

険屋も全然営業に来なくなるくらい将来の見通しが立たない時代になってしまいました。でも、CA挑戦してほしい

と思います。それでももし、挫折してしまった時、疲れてしまった時、地元で楽しく生きている大人のことを思い

出してくれるといいなと思います。

10

　将来の夢をしっかりと持った生徒さんも、まだ何をしたい、どんな職業に就きたいかわからない生徒さんも、こ

れからの高校生活や進路を精一杯楽しんで過ごしてほしいと思います。イベントに参加している生徒さんたちを見

て、未来の糸魚川がすごく楽しみになりました。

11
　数ある職業の中で、自身が目指す目標に向けて自分ができる努力を精一杯がんばってもらいたい。糸魚川を好き

でいてもらえる様に自分もがんばります。

12
　普段当たり前に生活していることは、それを支えてくれる人たちがいる。それに気付いてくれたら、見える世界

が変わると思います。

13
　あいさつ、話の聞き方がとてもよく、同じ時間を過ごせたことがとても嬉しいです。私達に対して、優しく気遣

いのある態度で接してくれる皆さんは糸魚川市の宝です。残りの中学校生活を楽しんでください。

未来ある子どもたちへのメッセージ

【代表的な意見】

・色々な事に広くアンテナを張って、自分の夢や目標を見つけてください。

・自身が目指す目標に向けて、自分ができる努力を精一杯頑張ってもらいたい。

・何を大切にして生きるか（価値観）をはっきりさせておかないと良い選択はできません。

・この機会に得た興味領域を深めたり、広げていってほしい。好奇心が前に進む力になる。

・自分の好きなこと、楽しいこと、得意なことがきっとあるはず！それを仕事にするということ

をイメージしながら、自分らしい人生を歩んでほしい。

・皆さんと一緒に地元を盛り上げていけたらいいと思っています。
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番号 意見

14

　「進路を考えることは自分の生き方を考えること。」何を大切にして生きるか（価値観）をはっきりさせておか

ないと、よい選択はできません。流行に惑わされず、人生の主人公としてしっかり考え、選び取ってください。

きっと、故郷も自分にとって大切なもののひとつであると思います。

15
　普段から糸魚川の将来について考えたり勉強していることが伝わってきました。どんな道に進むとしても、今の

行動が将来につながっていると思うので、一日一日を大切に過ごしてほしいと思います。

16 　広く羽ばたき、卒業後でも転職時でもいいので糸魚川に帰ってきてください。

17 　自分の将来を考え始めるきっかけにして欲しい。

18
　職業に楽しく触れ合える良い機会だったと思います。糸魚川の良さをもっと知って地元で働いてくれることを

祈っています。

19

　この度はキャリアフェスティバルに参加させて頂きまして誠にありがとうございました。今後の糸魚川市を担う

生徒さん方は今回のフェスティバルを通して、自分に合った職業を見つける為のいい機会になったと思います。ぜ

ひ、就職までの期間を大切に有意義にお過ごし下さい。

20
　将来は自分の好きなことや得意なことを活かせる仕事に就き、充実した社会人生活を送ってほしいです。その舞

台が糸魚川であるならとてもうれしいです。

21
　しっかりと自分の目標を持つこと。自分の将来は親や先生が決めることではなく、自分で決めなければならな

い。

22

　仕事（業種）について、広い視野を持って調べて欲しいです。そして、なるべく早く目標を決めて学習に取り組

んでなりたいものに近づいて欲しいです。また、なりたい職種の人からの話をたくさん聞くように努力して下さ

い。陰ながら応援しています。

23 　糸魚川には、かなえる事のできる夢や希望があります。

24
　これからもいろいろな経験をして、自分の就きたい職業を見つけ、その職業・目標に向かって進んでいってくだ

さい。

25
　中学生のうちから、色々な職業に触れ興味を持つことは良いことと思います。ぜひ、やればできる精神で色々な

ことにチャレンジし、楽しんでいって下さい。

26
　今回参加する中で”なんでこの仕事をしているのか？””仕事の魅力”などについて、改めて考える機会になりまし

た。ありがとうございました。

27 　家族や地域の大人達の見守りの中、思い切り青春してほしいと思います。

28 　将来へ夢を持ち、諦めず夢を持ち続けて下さい。

29 　今回のように、多くの企業が集まる機会を大切にして、新しい発見が皆さんにあることを願います。

30

　将来の夢＝なりたい職業だけではなく、自分がどのように生きていきたいのか？どんな大人になりたいのか？ま

だ自分の方向性がぼやっとしている人はそんな観点から考え直しても良いと思います。その為に多くの人と関わ

り、多くの体験がとても重要です。糸魚川でしか出来ない事、今の君達にしか感じる事が出来ない事が多くありま

す。

31

　あと3、4年後に一緒に働くかもしれないあなたたちと話す機会に、大人は緊張感のなかで時間を過ごしました。

私たちの思いは伝わりましたでしょうか。地元を離れて進学したとしても、地元に戻ることを頭から否定せず選択

肢の1つにおいてほしい。一緒に働く日を糸魚川の企業は楽しみにしています。

32
　これからの時代、都会に行かなくても世界に向けての仕事ができる世の中になってきています。地元糸魚川で働

くことをもっと考えてほしいと思います。

33 　自分にできることを良く考えて、仲間と一緒に夢に向かってチャレンジして続けて下さい。

34 　経済的な自立は基本です。なりたい自分になり、継続してやり抜いてください。

35
　私達の話がどう伝わったかはわかりませんが、今後色々な体験を通して「働く」という事をしっかり考えて将来

に役立てていただければと思います。

36 　職人の道へのきっかけになってくれればいいと思う。人生一度きりだから、濃いものにしていってください。

37 　この機会に得た興味領域を深めたり、広げていってほしい。好奇心が前に進む力になる。
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番号 意見

38
　自分の好きなこと、楽しいこと、得意なことがきっとあるはず‼「それを仕事にする」ということをイメージし

ながら、自分らしい人生を歩んでくださいね。若者よ！がんばれ～‼

39

　東京など、都会に魅力を感じる方も多いかと思います。ですが、糸魚川にも都会では味わえない魅力が多々あり

ます。このイベントを契機として、もう一度地元糸魚川を見つめ直し、一人でも多くの方が市内の会社で活躍され

ることを願います。

40

　何もないと思いがちな糸魚川にもこんなに沢山の会社、そしてストーリーがある事を体験していただけたのでは

ないでしょうか。もちろん糸魚川では経験できない事も沢山あるので、県外へ行っていろんな経験をしてきてもま

た、糸魚川へ帰ってきて頂きたいです。そして学んだ能力を糸魚川で生かし、皆さんと一緒に地元をもっと盛り上

げて行けたらいいと思っております。
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度数 ％ 度数 ％

0～5くらいならわかる 105 37% 15 5%

6～10くらいわかる 112 40% 65 23%

11～20くらいわかる 53 19% 123 44%

21以上わかる 12 4% 74 27%

計 282 100% 277 100%

度数 ％ 度数 ％

全く思わない 39 14% 14 5%

あまり思わない 118 42% 38 14%

少し思う 102 36% 176 63%

思う 24 8% 51 18%

計 283 100% 279 100%

キャリフェス前 キャリフェス後

キャリフェス前 キャリフェス後

Ｑ１ 糸魚川市の会社・事業所には、どんなもの（会社名など）があるのかわかりますか。

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

0～5くらいならわかる

6～10くらいわかる

11～20くらいわかる

21以上わかる

Ｑ２ 糸魚川市の会社・事業所などで将来働いてみたいと思いますか。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全く思わない

あまり思わない

少し思う

思う

中学生アンケート

未回答は含めない

キャリフェス前

キャリフェス前

キャリフェス前

キャリフェス前

キャリフェス後

キャリフェス後

キャリフェス後

キャリフェス後

未回答は含めない

キャリフェス前

キャリフェス前

キャリフェス前

キャリフェス前

キャリフェス後

キャリフェス後

キャリフェス後

キャリフェス後

※提出があったもので集計

※提出があったもので集計
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番号 意見 学校名

1
　初めは少し静かにしていたけど、キャリアフェスティバルの先生たちが優しくて、面白

かったので、集中して話が聞けました。また聞きたいと思いました。
糸魚川東中学校

2

　たくさんの企業さんがブースを開いて紹介していただきました。どの企業さんも詳しく丁

寧にわかりやすく紹介して頂きました。それぞれのブースに思わず引き寄せられるような外

見に工夫が施されていました。また、他校の生徒とも交流できる良い機会でした。これから

の進路や就職に生かしていきたいです。

糸魚川東中学校

3
　糸魚川には様々な企業があり、その企業のそれぞれに特色や強みがあることがわかりまし

た。糸魚川には2千社以上の事業所があることがわかり、とてもびっくりしました。
糸魚川東中学校

4

　総合体育館に来てくれた企業以外にももっとたくさんの企業が糸魚川市内にあることも知

ることができました。自分の興味がある仕事についてより詳しく理解することができて良

かったです。これからの進路に生かしたいです。

糸魚川東中学校

5 　糸魚川にある会社などを知ることができて良かったです。将来に役立てたいと思います。 糸魚川東中学校

6

　とても楽しかった。学校の先生だけでなく、地域の大人の生の声が聞けて良かった。大人

の方の地域への愛や熱い思いがとても伝わった。故郷のために必死に働く大人はとてもかっ

こ良かった。

糸魚川東中学校

7

　今回のキャリアフェスティバルで、自分の知らない職場がまだまだたくさんあるというこ

とを知ることができました。また、最初は興味がなかった職場も、ブースに入って話を聞い

てみるととても面白く、興味が湧いたりして、とても良い体験をすることができました。

糸魚川東中学校

8

　今回、こういった企業さんの話を聞けてとても良かったです。自分の将来に向けて役に

立ったと思いました。それぞれ工夫してお話や画像などを見られてとてもわかりやすかった

です。

糸魚川東中学校

9

　興味のなかった旅行社に行ってみたらとても面白く、楽しそうな企業だと思った。興味の

ないものだったけど、行って良かった。笠原建設のドローンが大きいのに細かい操作までで

きていて凄いと思った。

糸魚川東中学校

10 　別の学校の人に友達ができた。事業所の方とたくさん話すことができました。 糸魚川東中学校

生徒の参観後の感想

【代表的な意見】

・糸魚川にたくさんの企業があることに驚いた。

・仕事に対する情熱、愛情がすごく伝わった。

・やっぱり人と関わる事は仕事でもとても大切なことだなと勉強になった。

・他校と交流ができ、友達を広げることができた。

・真剣に何かを頑張る大人を初めて見た気がする。本当にかっこいいと思った。

・女性の方でも建設業など工事関係の仕事ができるのはいいことだなと思った

・将来、糸魚川で働きたいという思いが強くなった。

【要望】

・もっと幅広く美容業やインテリア系の会社を見てみたかった。

・もっとテンポ良く見られたら良かった。

・女子生徒の興味のある企業を増やすともっと良いと思った。

26



番号 意見 学校名

11
　今日は初めての体験でした。他校の子とも話をしたり会ったりもでき、数々の業者の方か

らの説明も聞き、良い経験ができたなぁと思いました。
糸魚川東中学校

12
　色々な企業を見る機会はあまりないので、貴重な体験をさせてもらいました。どの企業も

行きやすく話の聞きやすいところでした。
糸魚川東中学校

13

　思った以上に楽しめました。会社事業所の方々は、私たちにもわかりやすく説明してくれ

たし、質問する時間に何も言えないでいると、声をかけて場を和ませてくれました。それ

に、どの会社事業所の方々も「この仕事1つでは成り立たなくて、今会場にいるいろいろな

ところの人たちと関わりながらやっているのだよ。」と言っていて、やっぱり人と関わる事

は仕事でもとても大切なことなのだなと勉強になりました。

糸魚川東中学校

14
　たくさんのブースがあったのでどこを回ろうか迷ったけど、すべてユニークな発表や、わ

かりやすい発表があり、見てて楽しかったです。
糸魚川東中学校

15

　午前午後2回あったすべての企業の方々の話を聞いて、話をしていただいている表情か

ら、その仕事に対する情熱愛情がすごく伝わってきました。どの仕事でもメンタル、臨機応

変に対応する力が必要だとわかりました。

糸魚川東中学校

16

　初めて聞いた会社もあったり糸魚川には人が足りないと言うことを聞いて、私たち3年生

がよく考えて、将来の事について考えていかないといけないなと思いました。わかりやすい

説明や、伝えたい思いが大人の皆さんのお話を聞いて、知ることができて良かったです。

糸魚川東中学校

17
　私はあまり企業の事は知らなかったけど、この参観を通してたくさんの企業があることが

わかりました。この機会を通じて将来について考えたいです。
糸魚川東中学校

18

　いろいろな会社の話を聞いてとても参考になりました。特に印象に残ったのは三愛旅行社

さんの片山さんです。彼はこう言いました。「自分が楽しくなければお客さんも楽しいはず

はない。」この言葉を聞いてすごいなと思いました。片山さんみたいに自分もお客さんも楽

しむことができる仕事を見つけたいです。

糸魚川東中学校

19 　思ったよりたくさんの種類があって驚いた。面白そうなものも見つけられた。 糸魚川東中学校

20
　フェスティバルでとても糸魚川の企業が頑張っているなと思いました。企業さんは自分の

仕事を楽しそうに話していて自分も引き込まれました。とても楽しかったです。
糸魚川東中学校

21

　事業所の説明をたくさん聞いて、あまりよく知り知らなかったことをたくさん知ることが

できました。活性白土と言う会社を初めて知って、あまり目立たないところで活躍するもの

を糸魚川で作っていることを知ることができて良かったです。

糸魚川東中学校

22

　糸魚川のたくさんの会社事業所が分かりました。私は、いろいろな種類の職種を見まし

た。特に匠です。お話によると、まさかこの職種につくなんて思ってもいなかったけど、た

くさん努力してあの技術を身に付けていて、すごいなと思いました。

糸魚川東中学校

23
　いろいろな会社があっていろいろなことを知れたので良かったです。良いことを学べたの

で良かったです。
糸魚川東中学校

24

　まず糸魚川にたくさんの企業があることに驚きました。意外と地元についてまだよくわ

かっていないことを実感したし、たくさんの大人が糸魚川のために頑張っていることがよく

伝わりました。

糸魚川東中学校

25

　たくさんの職種を見ました。その会社ごとに仕事があり働いている人はとってもすごいな

と思いました。一人ひとりでやりがいが全然違って、キャリアフェスを来年も開催してもら

いたいと思いました。

糸魚川東中学校

26
　初めて知った会社もいくつかありました。今まで医療にしか興味がなかったけど旅行業に

も興味を持ちました。とても面白そうだと思いました。
糸魚川東中学校

27
　いろんな企業があり、将来について考えることができました。また他校との交流ができ、

友達を広げることができました。楽しかったです。
糸魚川東中学校

27
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28

　様々な企業のブースへ行って仕事の内容、やりがい、魅力を詳しく聞くことができてとて

もためになった。また、実際に機械を見たり触ったりして働く人の大変さを実感することが

できた。とても楽しかった。

糸魚川東中学校

29
　仕事のやりがいを知れたし、なんでその職業についたのかが知ることができて良かった。

進路を選ぶ参考になったし、本当に良い経験をすることができた。
糸魚川東中学校

30

　俺は、このキャリアフェスティバルでいろいろな企業を知ることができました。一番すご

いと思ったのはみんな企業の人たちは自分なりにやりがいを持っていたことです。特に、市

役所の人たちは目に見えないところで活躍しているところが凄いと思いました。

糸魚川東中学校

31

　職場体験で知ったお金などを「自分のため」ではなく他の人を楽にする「相手のため」と

いうことがより強く理解できました。このキャリアフェスティバルは、後輩も行ってみたい

と言っていたので、ずっと続けて欲しいです。

糸魚川東中学校

32
　1つの体育館にたくさんのブースがあってすごかった。事業所の皆さんが一生懸命に教え

てくれました。
糸魚川東中学校

33
　いろんな会社が真剣に発表していたのを聞いて、どの会社も頑張っていてすごいと思っ

た。
糸魚川東中学校

34
　思ったより会社の種類もあったし、様々な業種があることを知った。糸魚川から世界へ発

展している企業もいたので驚いた。
糸魚川東中学校

35

　いろんなところを回ってみて、特に匠がすごく良かったし、楽しかったです。体験もさせ

てもらいすごく楽しくやることができました。他にも楽しくしっかりと学べたので良かった

です。

糸魚川東中学校

36
　同じ職種でもそれぞれの会社によって特徴が違っていたので、どの会社を見るのもワクワ

クしました。
糸魚川東中学校

37
　キャリアフェスティバルに行く前はどんな会社があるかあまりわからなかったけど、キャ

リアフェスティバルに行ってどんな会社があるかを知りました。楽しかったです。
糸魚川東中学校

38

　たくさんの糸魚川の会社を見てみて知らないところも聞けたので良かったです。他の人た

ちとも交流ができて楽しかったし、仲良くなれてキャリアフェスティバルがあって良かった

と思いました。

糸魚川東中学校

39

　どの事業所も必ず大変なところがあったけど、それ以外にやりがいがたくさんあって、と

ても魅力的でした。今回のキャリアフェスティバルで前よりも糸魚川で働きたいという思い

が大きくなりました。

青海中学校

40 　よく分かった 青海中学校

41
　たくさんの会社や事業所の話を聞いて、どのような仕事をしているのかと初めて知る機会

になった。糸魚川には2,000以上の会社や事業所があると知りビックリした。
青海中学校

42
　色々な事業所に回れて楽しかった。お店ごとに工夫しているところをたくさん聞けておも

しろかった。将来糸魚川で働きたいと思いました。
青海中学校

43
　とてもいろいろな企業があるのだなと、改めて知ることができて良かった。それぞれが理

念を持ち働いていて、とても尊敬できた。
青海中学校

44
　地域の人々と関われてとても良い機会だった。本気で働いている大人を見てかっこいいと

思った。市内4中学校が集まることがないので、関わることができて良かった。
青海中学校

45

　キャリアフェスティバルの事前学習の時に想像していた会とは全く違って、全然固くなく

てすごくやわらかい空気の会場でした。なので、話を聞きやすかったし、いろんなことを知

れたので良かったです。

青海中学校

46
　いろんな職業のブースを回って、その職業で必要な力や知らなかったことをその道のプロ

の方に教えてもらい、勉強になったし、楽しかったです。
青海中学校

47
　仕事を行う上でのやりがいや大変だったコトをたくさん教えていただいた。キャリアフェ

スティバルを通じて、糸魚川の会社、事業所の方々の熱い思いを知った。
青海中学校

28
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48 　思ったより会社があってビックリした。 青海中学校

49
　自分の将来なりたい職業を見ることができたし、ちょっとこの職業気になるなというとこ

ろも見ることができたので、良かったです。自分の将来の勉強になった。
青海中学校

50

　糸魚川の事業所について知ることができました。どんな所なのか、どのような仕事をして

いるのかなど、知りたいことを知ることができました。また、事業所１つ１つの魅力も見つ

けることができました。

青海中学校

51

　たくさんの仕事の話を聞けたので良かったなと思いました。初めて知ったことや学んだこ

とがたくさんあり、とても良い機会だったなと思いました。糸魚川市は愛されている、守ら

れていることが分かりました。

青海中学校

52
　いろいろな事業所のところに行って話が聞けたので良かった。たくさん他校の人と交流で

きた。
青海中学校

53
　こういう仕事があるのか、そういう生き方もあるんだと思った。参加型の事業所もあり、

全てが分かりやすかった。
青海中学校

54

　話などを聞いていて、自分の知らない仕事があり、少し驚いた。そして、その会社や事業

所にはそれぞれの魅力があり、どこも面白そうだった。もう一度、将来について考えてみよ

うと思った。

青海中学校

55 　様々な仕事があり、その全ての仕事は社会のためになっていた。 青海中学校

56

　将来、資格を取り、何か仕事につくかはっきりしていない中、今回のキャリアフェスティ

バルで多くの事業所を見ることにより、自分がどんなことに向いているか今よりも絞ること

ができたと思います。

青海中学校

57
　知らなことがたくさんあった。糸魚川の事業をについて、多くの情報を教えてもらい、い

ろいろなことを学ぶことができました。すごく楽しかったです。
青海中学校

58

　僕が参観をしたところは15か所ぐらいだったけど、市長の話で糸魚川の事業所は2千強あ

ることがびっくりしたし、未来があるなーと思いました。僕は糸魚川で働きたいから、、自

分に合った職業を増やし、将来の選択肢も増やしたいです。

青海中学校

59

　今まで何気なく糸魚川で過ごしていたけど、2千以上の事業所の人たちがいることに驚き

ました。そして、たくさんの生き方や考え方、その仕事の苦労ややりがいを知れて良かった

です。興味がある職業以外、何も調べたりとかしていなかったけど、今回知れて良かった

し、参考になりました。

青海中学校

60 　みんなすごく優しくて、分かりやすかったです。 青海中学校

61
　どの会社の人も説明している時に楽しそうにしていて、自分の仕事に誇りを持っているん

だなと感じた。将来、自分も誇りを持って働けるようになりたい。
青海中学校

62
　事業所の存在は知っていても、深い思いなどは知らなかったので、知れて良かった。多く

の企業・事業所が一度で見て回れるので楽しかった。
青海中学校

63

　いろんな考えを聞いて、これまで１つだった考えが、いろんな見方をするとたくさんの考

えが生まれて良かった。自分のやりたい職業は糸魚川から出てやることだから、ここで働け

ないかもしれないけど、遠いところから応援できるようにしたいと思った。

青海中学校

64
　糸魚川の事業所は何があるのか分からなかったけど、今回でどの会社が何をしているのか

などを知ることができて良かったです。
青海中学校

65
　キャリアフェスティバルを通じて、学べなかったことが学べたのでいい機会になったなと

思いました。
青海中学校

66

　自分が将来どのような仕事に就きたいかを見通すことができた。他校との交流もできて、

楽しかった。体験型の会社に多くの人が集まっていて、もう少し早く行っていれば良かった

と思っている。

青海中学校

67
　知っている事業所以外に、たくさんの知らない事業所も来ていて、新しく知ることができ

て良かったです。
青海中学校

29
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68 　糸魚川にはたくさんの職種があって、人は少ないけど賑やかな街だと改めて思いました。 青海中学校

69

　今回のキャリアフェスティバルでは、色々な事業所を見てきました。特に明星セメントが

心に残っています。自分はただセメントを作っているだけの仕事だと思っていました。しか

し、ゴミなどを再利用し、日本のゴミを１年間で約７％も処理しています。社会への貢献も

大切にしていて、すごいと思いました。

青海中学校

70 　たくさんの会社があってびっくりした。どれも楽しそうで、入ってみたいと思った。 青海中学校

71

　今回、キャリアフェスティバルを通して自分の興味のある職種を見たり、あんまり関心の

ない職種を見たりして、より考えが深まり、考え方も広まりました。これからの職業選択に

生かしていきたいです。

青海中学校

72

　糸魚川にたくさんの会社・事業所があって、同じようなことをする会社同士でも全く違う

ものがあったり、働いている人の楽しさ、大変さ、やりがいを学ぶことができて良かったで

す。

青海中学校

73
　どんな会社なのかしていたことも大変良かったですが、それぞれのどんな人生を歩んでき

たのか、どんなふうに思って仕事をしているのか聞けてよかったです
青海中学校

74
　糸魚川にこんなにも魅力のある事業所があると知れてよかった。また、その職業の深いと

ころまで知れた。将来糸魚川で働きたいと思った。
青海中学校

75 　いろいろな職業があるから気になるところ以外にも行けて楽しかった。 青海中学校

76 　糸魚川で働く人の志を知ることができてよかった。 青海中学校

77
　最初は興味がなかった会社とか事業所でも行ってみると知らなかったことや面白かったこ

とがたくさんありました。そういうものに気付けることができたので面白かったです。
青海中学校

78

　最初の方は知っているところばかり見に行って、まぁ大体知っていたなぁって聞いてたけ

ど、途中から友達と回って知らないところに行ったら、知らないことばっかりで面白かっ

た。

青海中学校

79
　糸魚川にたくさんの事業所があり驚きました。どの事業所にもやりがいを感じると言う方

が多く、興味を持ちました。
青海中学校

80 　糸魚川には何もないと思っていたがここも捨てたもんじゃないと思った。 青海中学校

81
　糸魚川の事業所は今回出ている中でもすごい少しということが分かった。各事業所ごとに

いろいろな個性が生かされているところばかりだと感じた。
青海中学校

82
　どの事業所もそれぞれ違う魅力がたくさんあった。話を聞いて自分たちも頑張らなくては

いけないと思った。だから自分の夢に向かって全力で突っ走ろうと思った。
青海中学校

83 　会社事業所は50位しかないと思ってたけど2千もあると知って驚いた。 青海中学校

84

　結構たくさんの事業所があって自分の知らないものまであって他にもまだあるのかなって

気になりました。このフェスティバルで、実際のものがあって、触ったり、乗ったりできた

ので楽しかったです。興味を持った仕事がたくさんありました。

青海中学校

85

　たくさんの企業の方のお話を聞いて、自分の将来に役立つことがたくさんありました。仕

事をしていてやりがいを感じたことや大変なこと、今からしておいた方がいいことなどたく

さんのことを知れました。また、自分が知らなかった企業についても知ることができたので

良かったです。自分は将来人の役に立つ仕事をしたいと思っているので、キャリアフェス

ティバルで聞いたお話を生かして、将来について考えていきたいです。

能生中学校

86

　キャリアフェスを終えて僕は自分も糸魚川市内でお世話になった人たちのために、できる

ことはなにかないのかな思いました。特に保育園や工業など大きめの視野で考えた結果で

す。キャリアフェスティバルに行ってよかったなと思います。

能生中学校

30
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87

　どの会社の人もその仕事にすごくやりがいを感じているのが話の中ですごく分かったし、

楽しそうに仕事をしているのがよく分かりました。この会社いいなと思うところもありまし

た。今まで全然分からなかった仕事も分かったので、自分の将来の選択肢が少し増えたよう

な気がします。まだ具体的な夢を持てないですが、いろんな職種を知れて、またコミュニ

ケーション能力が最も大切なんだなと学ぶことができました。

能生中学校

88
　自分のやりたいことをやろうと思った。世界に役立つものを作るのは、やりがいがありそ

うと思った。楽しんだ方がいいなって思った。
能生中学校

89 　みんなに役立つような生き方をしていきたい。 能生中学校

90

　キャリアフェスティバルでいろんな事業所者の方の話を聞いて、ただの会社説明ではな

く、社長さんや会社の今に至るまでのことを話してくれたので良かったです。何社かの同じ

建設業の話を聞いても、やってることが同じでも、工夫の仕方がそれぞれ違うと感じまし

た。その会社特有の工夫を知れてよかったです。どの会社へ行っても、まずは人間性が重要

になってくると感じました。今から当たり前のことを当たり前にやっていきたいです。他に

も部署が何年かごとに変わる会社は、それに対応する柔軟性も大切だと感じました。

能生中学校

91

　糸魚川市にはたくさんの種類の事業所があることに驚きました。それぞれの事業所が特色

ある仕事をしていました。他の市や県に出て仕事をしなくても、糸魚川市で私たちを受け入

れてくれる事業所があり安心しました。自分が知らなかった事業所のことも知ることができ

て楽しかったです。将来は糸魚川市で働きたいという思いが強くなりました。つらくても自

分の居場所は見つけられると思いました。

能生中学校

92
　キャリアフェスティバルを通して、名前だけは聞いたことのあるところや、全く知らな

かったところの話を聞いて、自分の将来の選択肢が広がったと思います。
能生中学校

93

　糸魚川だけであんなにたくさんの事業所があることに驚きました。自分の将来に関係して

いるブースでは、今まで以上に深く詳しく知ることができたし、知らなかった事業所でお話

を聞いて、新しい発見をすることができました。去年の職場体験に行った糸魚川市消防本部

も去年からずっと興味を持っていて、自分で調べたりしていました。キャリアフェスティバ

ルでも少しの間だったけど、話を聞いて新しい知識を増やすことができました。

能生中学校

94

　キャリアフェスティバルに行く前はあまり将来について考えることもなく学校生活を送っ

ていたけれど、キャリアフェスティバルで色々な事業所さんの話を聞いて、将来こういう仕

事がいいなと思った仕事ができたので良かったです。自分の中で警察が印象に残って、人を

守ったりすることがかっこいいなと思いました。警察官のおにいさんおねえさんが着ていた

制服がめっちゃかっこよくてあこがれました。

能生中学校

95

　今年初めてのキャリアフェスティバルでしたが、知っている企業や会社から知らないとこ

ろまで幅広く将来について考えることができました。私は、「これやりたいな～」「この仕

事かっこいいな」と軽い気持ち、あこがれでしか仕事について考えていませんでした。で

も、ブースを周っていくたびに自分の仕事にやりがいをもっていて、楽しそうに説明してく

ださったので、この機会に興味がある仕事の話を聞くことができたので良かったです。

能生中学校

96
　どの会社・事業所もいいなと思いました。女性の方でも今は、建設業などの工事関係の仕

事ができるのは、いいことだなと思いました。
能生中学校
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97

　事業所の方の話を聞き、多くの人が中学生のころに夢を持っていなかったことに驚いた。

大人になる中で夢は見つかるから大丈夫だという話を聞いた。また、糸魚川市には思ってい

たよりも多い職種や企業があるのだと知った。同じ糸魚川で自分の知らないところで多くの

人が働き地域へ貢献しようと活動していることを実感した。自分が直接かかわっていなくて

も、実は多くの人に支えられて生きているのだと感じた。糸魚川の魅力は、こうした働く人

が作り、働く人々も糸魚川の魅力だと思った。いろんな人に支えられ生きているということ

を実感して、自分も将来支える側になりたい。

能生中学校

98
　昨日一日糸魚川で働いている人たちの話を聞いて楽しそうな仕事があったり、やりがいを

感じられる仕事があったり、いろいろあったのであきずに色々な話を聞けて良かったです。
能生中学校

99
　糸魚川市にはたくさんの会社があることがわかりました。私は将来の夢や、将来何をした

いか決まっていませんが、糸魚川市の会社を見て参考になりました。
能生中学校

100

　昨日は糸魚川市のいろいろな会社や事業所の人たちが来てくれて、糸魚川市の会社はこん

なにあるんだとびっくりしました。僕は将来今のところ糸魚川で働きたいと思っていないけ

ど、もし将来糸魚川に戻ってきたら少しは糸魚川のところでも働こうかなと思いました。

能生中学校

101

　キャリアフェスティバルの前は、糸魚川の会社に興味はなかったし、糸魚川の会社が何を

しているのかよく知らなかったけど、キャリアフェスティバルを通して、糸魚川で働いてい

る人が、何をやりがいに仕事をしているのか知れてよかったです。中学生で会社について聞

ける機会は少ないので、貴重な経験になりました。

能生中学校

102

　今回のキャリアフェスティバルをおこなって、糸魚川の良さというものをたくさん知るこ

とができました。僕はまだ将来は明確に決まっていませんが、自分が将来就きたい仕事が少

しわかってきたような気がします。大人になって糸魚川にUターンするかはわかりません

が、糸魚川の良さをもっとたくさんの人に知ってもらいたいなという気持ちになりました。

能生中学校

103

　キャリアフェスティバルは、とても楽しかったです。事業所のことをよく知れたし、みん

なやさしく丁寧に会社のことを説明してくれたからです。会社のことだけではなく、ほかの

中学生の人たちとも触れ合うことが出来たし、仲良くなることができました。糸魚川市の事

業所はあまり興味がなかったけど、キャリアフェスティバルを通して、興味がわきました。

糸魚川の役に立つために将来頑張っていきたいと思いました。

能生中学校

104

　糸魚川信用組合ではさんでは、地域の経済を支える金融の仕組みを学びました。女性社員

さんたちの活気やイベントなどでのつながりづくり。会社内外での、人の関係や雰囲気を非

常に大切にしていらっしゃることがわかりました。トキ鉄さんのブースでは「好きを仕事

に」という今までイメージしずらかったものを、2人の従業員の方に教えていただきまし

た。三愛旅行社さんには、「自分が楽しくなければお客さんも楽しくない」この大切な言葉

を教えていただきました。建築業の匠さんのブースでは、ものづくりの奥深さを教えていた

だきました。なんとなくで始めたことがだんだんとやりがいのある仕事に変わっていく。そ

ういった経験談をお話していただいて、自分の将来についての参考になりました。糸魚川消

防本部さんのブースでは、地域の安全を守る消防の仕組みを教えていただきました。休みが

しっかりとれることなどを紹介していただき、消防のイメージが変わりました。

能生中学校

105

　糸魚川には企業があまりないのかと思っていたけど、米田市長さんから2000件以上あると

教えていただきびっくりしました。たくさんの企業の皆さんからお話を聞いて、もとから

知っていたところでも新しいことを学んで、逆に知らなかったところは「こういうのをする

んだ」など深く学べたので良かったです。糸魚川をもっと明るくしていきたいなと思いまし

た。昨日のお話を聞いたことをもとに将来について考えていきたいなと思います。

能生中学校

32



番号 意見 学校名

106
　まだ将来どこで何をするのか全然決めていないけれど糸魚川で働くのも少しアリかな～と

思いました。
能生中学校

107

　私は糸魚川に2000社以上の事業があるなんて知りませんでした。キャリアフェスティバル

では製造業、建設業、卸小売業などで働いている人達のお話を聞きました。どれも職種は異

なりますが、それぞれの事業の魅力ややりがいなどを感じました。お話してくださる方たち

はひとつひとつわかりやすく私たちに自分の仕事について説明してくださって、この仕事楽

しそう、おもしろそうと思いながら話を聞けました。

能生中学校

108

　キャリアフェスティバルを振り返って、僕はいろいろなところを回って糸魚川には、こん

なに職の種類があってびっくりしました。糸魚川には役2000以上の職があって将来何で働く

か迷いました。でもキャリアフェスティバルに行って、その職の細かいところまで分かった

し、40職ぐらいの色々なことを学びました。なので、将来糸魚川で働くことになったらキャ

リアフェスティバルで学んだことを生かして将来につなげていきたいです。本当にありがと

うございました。

能生中学校

109

　仕事は何のためにするのかという考え方が変わりました。学んだことが本当に多かったた

めキャリアフェスティバルに参加できてよかったです。若い人たちも結構いたため話しやす

かったです。自分は将来どこに就職したいかは大体決めていたのですが、今回のイベントで

たくさんの職業を知り、今はとても迷っています。

能生中学校

110

　今まであまりたくさんの職種を知らなくて、将来とかも何になりたいとかあまり決めてな

かったけど、キャリアフェスティバルを通して、知らなかった職種がたくさん知れて将来何

になるとかも少し興味がわいた。

能生中学校

111

　今回が初めての開催となるキャリアフェスティバルに参加した感想は、「糸魚川の本気」

を感じた一日でした。糸魚川市にある43の事業所様にお集まりいただき各事業所の仕事内容

ややりがいについてお話を聞き「糸魚川をこうしたい！」「糸魚川にはこんなところが問題

になっている！だから…」といった内容の事業所様もあり、地域に寄り添って活動をしてい

らっしゃるということがよく分かりました。私は糸魚川市で就職をしようと考えているので

将来に向けての貴重な経験をさせていただき大変ありがとうございました。

能生中学校

112

　始めてこんなたくさんの事業所の方々の話を聞くことができて、14年間糸魚川に住んでい

るのに知らないことが山ほどあってびっくりしました。自分はまだ将来の夢や就きたい仕事

は全然決まっていなかったけど、昨日色々な種類の事業所の話を聞いて興味を持ったところ

や、「面白そうだな」と感じたところがたくさんあったので、この機会にこれから自分の将

来にどうつなげていくのかということをまじめに考えてより良い将来にしていきたいです。

能生中学校

113

　たくさんの会社・事業所の方の話を聞いて、知らないことが多かったです。知らない職業

や興味がある職業について知ることができ、職業の選択肢が増えました。午後のフリータイ

ムで「山下」に行きました。私自身、着物の着付けをしてもらいました。その時に、従業員

の方が「着付けの技術を持っているだけで仕事ができるし、美容師をやっていても技術さえ

あれば仕事になるから、技術を身につければなんでもできるよと説明してくれました。私は

それを聞いて、自分も色々な技術を知り、自分でできるようになりたいと思いました。

能生中学校

114

　感想は、あんまり仕事のことに関して全然考えていなかったのですごくいい経験になりま

した。事業所の方が丁寧にわかりやすく教えてくださったので少し興味がわきました。糸魚

川には2000以上もの職があり、その職場をもっと盛り上げていけばもっと暮らしやすい街に

なると思いました。

能生中学校

33
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115

　仕事は、私たちが学校で勉強するのと比べ物にならないほど大変だと思っていました。し

かし、キャリアフェスティバルでたしかに仕事の方が大変だけど、学校とは違うやりがいや

新たな学びなどがあると知り、仕事はつらいけどすごく楽しいのだと思いました。また、も

ともと気になっていた仕事にも新たな発見があったり、気になっていなかった仕事もお話を

聞くことで興味を持った仕事もたくさんありました。私は今回のキャリアフェスティバルで

仕事について深く知り、それぞれの良いところを知る良い日になりました。

能生中学校

116

　たくさんの事業所の方が中学生に糸魚川の会社を知ってもらおうというのが伝わりまし

た。説明や体験などに工夫がされてあり、聞いているだけでもどんどん興味ひかれていきま

した。私は、糸魚川では絶対就職しないと考えていました。ですが、キャリアフェスティバ

ルを通して、糸魚川にもこんな会社あるんだな、この会社面白そうだなと糸魚川に就職して

もいいのではと感情が出てきました。

能生中学校

117

　キャリアフェスティバルでたくさんのことを教えてもらい、いろいろなものに触れさせて

くれたり、事業所の皆さんの温かく親切なところがとても学ばせていただきました。僕や皆

さんにとっても初めてのことだったと思いますが、各ブースに行ってもとても分かりやすく

説明してくださりとても分かりやすかったです。あと、実際に実際に実物を持ってきて見せ

てくれたり乗らせてくれたりとてもよかったです。もう少し見たい聞きたいなと思うところ

がたくさんありました。また機会があったら聞きたいなと思いました。

能生中学校

118

　糸魚川で働きたいって今まであまり思わなかったです。でも、キャリアフェスティバルに

参加してたくさんの人が自分の好きな仕事をして生きているってことを教えてくださってそ

のおかげで私は自分が生まれ育ったところで働きたいと思うことができました。私はまだま

だ知らないことたくさんあるし、高校に行くためにもっと頑張らないとだから、学んだこと

を絶対に忘れないよう高校でもその先の未来でもちゃんと行けるようにこれからも頑張りま

す。

能生中学校

119

　キャリアフェスティバルを振り返ってすごくためになる話ばかりで大切だなと感じること

が多かったです。特に大切だなと感じたことがあります。それは、ていねいでも効率よくは

やい仕事をすることです。会社などに入ったら丁寧さだけでなく速さも求められるのだなと

感じました。なのでこれからは、どう作業したら効率よくできるかを考えながらいろいろな

ことをしていきたいと思いました。

能生中学校

120

　今年から始まったキャリアフェスティバルは様々な会社・事業所の方が集まって自分の将

来のことについてよく考えることができました。今年から始まったにしては多くの会社・事

業所に集まっていただきとてもいい機会だったと思います。さらにほかの中学校の人とも関

わり合えたことがとてもうれしかったです。来年もこのような機会があるといいなと思いま

す。

能生中学校

121

　糸魚川市には自分が思っていたよりも多くの会社や事業所があって将来糸魚川に戻って働

くのもいいなと思った。また一つ一つの会社や事業所の方の話を聞いて資格を取るのが大変

だったという人がいたから私のなりたい職業が決まった時にその職業に就けるよう今から一

生懸命勉強しようと思った。また、どの職業にもやりがいがあり、自分の職業に誇りを持っ

ている方がたくさんいて、私もそう思える職業を見つけたいと思った。今回のキャリアフェ

スティバルでたくさんのことを学べたので良かった。

能生中学校

122

　多くの人が自分の生活を支えてくれていること、糸魚川で働いていることを改めて知っ

た。今回見れた会社・事業所はほんの少しだったが、中学生の自分にはとてもいい経験に

なったと思うそして、今回の経験をもとに将来のことを考えていきたい。

能生中学校

123

　自分は将来の夢がまだないけど、キャリアフェスティバルで聞いた話を生かしていけたら

いいなと思いました。仕事をして大変なこともたくさんあるけどやりがいもちゃんとあるん

だなと思いました。

能生中学校

34
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124

　いろいろな事業所をまわってすごく親切に説明してくださったり実際に体験したりして働

く楽しさや難しさを知った一日で自分の将来の参考になる事業所がいっぱいあって良かっ

た。

能生中学校

125

　昨日来られた糸魚川の会社の他にもまだ他にもいろいろな会社があることにびっくりしま

した。会社の説明聞く前まではきっと大変な仕事なんだろうとか思ってたりしてたけどその

会社の話を聞くと皆楽しいだとかやりがいがあると言っていたので自分のイメージとまった

く違くて自分の中のイメージが変わりました。運動まったく出来ないけど建設業

に入った人などもいて運動が出来ない人もやれるんだと思いました。まだ自分の将来はまだ

決まってないけど仕事を探す時は自分がやりたいことをやっていく事も良いなあと思いまし

た。キャリアフェスティバルをして仕事のイメージだとかが変わったのでこのキャリアフェ

スティバルはいい経験になりました。

能生中学校

126

　自分の将来について考えるいい機会だった。他の中学校の人と仲良くなれた。地元の企業

でつくったものが日本のどこかで役に立っていてすごいと思った。私はまだ将来の夢が決

まっていないから、知らない職業を知れて、将来が楽しみになった。事業所の方がやさしく

丁寧に話してくれて、うれしかった。糸魚川の人の良さを感じた。糸魚川で働くのが難しい

職業もあるけど、できれば、将来、糸魚川に残って働きたいと思った。

能生中学校

127

　糸魚川にたくさんの事業があることをはじめて知りました。たくさんある中の数個ではあ

るけど、医療や飲食業、土木建設業などを知ることができてよかったです。私のなりたい職

業は、糸魚川にあるけど専門の学校がないので、学校を卒業したらまた糸魚川に戻るという

こともかんがえてみようと思いました。

能生中学校

128

　真剣に、何かを頑張る大人を初めて見た気がする。本当にかっこいいと思った。仕事はた

だのお金稼ぎではないことを改めて感じた。キャリアフェスティバルに行くまでは仕事につ

きたいと思っていなかったが、自分の中の仕事への先入観が取り除かれたと思う。今は、自

分の能力が生かせて、人の役に立つ仕事に就き、その仕事を自分の誇りにできるような生き

方をしたいと考えている。

能生中学校

129

　キャリアフェスティバルで初めて知った会社があったり、知っていた会社でも、もっと深

く知ることができてよかったです。たくさん、いった会社の中で一番印象に残っているの

は、警察署でした。警察官は、生活安全部、刑事部などいくつか分かれていて、人を守る仕

事がたくさんあっていいなと思いました。人を守ることでやりがいがあるとおっしゃってい

て、私も将来、自分がやりがいをもってできる仕事につきたいと思いました。

能生中学校

130

　自分生まれ育った場所である糸魚川の仕事や、働く人のやりがいなどを聞くことが、でき

たので良かったです。普段からどんな仕事をしているかなど、あまりイメージができないと

ころなどを知ることができたので良かったです。自分は、将来の夢などをあまり持てていま

せん。どこで、どのように働くか、今はまだわからないけど、少しでも興味があるような仕

事の話を聞くことができて、将来の参考にすることができました。これからも、自分の将来

について考えていきたいです。

能生中学校

131

　キャリアフェスティバルに行く前は、都会に出て働いてみたいなって思っていたけれど、

いろんな職場の方の話を聞いて、糸魚川にある職場に興味を持ちました。あと、最後の市長

さんのお話で、糸魚川には2,000以上の企業があると聞いて驚いたし、いいところだなと思い

ました。これから高校や大学に進学して都会の方に興味を持ってしまうかもしれませんが、

糸魚川にいる間は糸魚川のために何ができるのか考えながら、日々過ごしていきたいなと思

います。

能生中学校

35
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132

　糸魚川市の事業所について、糸魚川に残って若者や高齢者の方々は年々減ってきていると

いう実態を改めて知るいい機会になりました。自分の将来への道の選択肢が今回のキャリア

フェスティバルで大きく広がりました。とても各事業所の方が説明してくれる意味や熱意を

感じ、自分たちもその気になりました。日が進むにつれ、職業を真面目に考えることが多く

なっていきます。今回のキャリアフェスティバルを参考に考えてみます。

能生中学校

133

　糸魚川のような小さい町でも2,000以上の事業所、企業などがあることに驚きました。将来

いつか働くことになるので、この行事が将来の仕事探しのきっかけになればいいなと思って

いました。たくさんの企業の方々の協力のもと、色々なところを回らせていただいて、「仕

事につく」ことに対して深く考えることができたと思います。大人になるにつれて、自立し

たり、他人に任せるのではなく、自分自身に責任が生じてきます。年を重ねるごとに人とし

て、大きくなれるように努力していきたいと思います。

能生中学校

134

　糸魚川には自分が思っていたよりもすごく多くの魅力的なお仕事がありました。お話を聞

いて、どの職場も会社の中の人間関係が良くていいなと思いました。見たり、聞いたりだけ

でなく、さわったり体験したりさせてもらえたのですごく楽しかったし、そのお仕事が印象

に残りました。自分はまだ、自分の将来つきたい職業については全然考えていないけど、

キャリアフェスティバルを終えて教わったことを頭の中に入れて考えていきたいと思いまし

た。アイスブレイクもたくさんの市内の中学生と交流できてよかったです。

能生中学校

135
　事業所を見て回って糸魚川には自分の仕事にやりがいを持って働いている人がたくさんい

るなと思いました。
糸魚川中学校

136
　糸魚川にも楽しくて興味も持てる仕事がたくさんあった。糸魚川で働いてみたいとあまり

思っていなかったけど、少し気持ちが変わって、糸魚川の仕事に興味を持てた。
糸魚川中学校

137
　今まで知らなかった仕事のことをたくさん知ることができたし、糸魚川に2000以上の事業

所があることに驚きました。
糸魚川中学校

138
　糸魚川に愛がある人がたくさんいるんだなと思いました。糸魚川だからこそできる仕事を

もっとたくさん見つけていきたいです。
糸魚川中学校

139

　たくさんのブースに行ってみてどこの会社もとてもわかりやすく伝えてくれたし、仕事は

やりがいのあるものだと言ってくれて、将来どんな仕事についても一生懸命頑張ろうと思い

ました。

糸魚川中学校

140

　糸魚川にはたくさんの企業があり、それを見る機会をこのような形で作ってくれたことに

感謝したいです。自分は将来自分の会社を建てたいと思います。たくさん稼いで糸魚川にそ

のお金を寄付したいと思いました。

糸魚川中学校

141
　今まで知らなかった職種について知ることができました。希望する仕事について知れてよ

かったです。
糸魚川中学校

142 　自分が知らない会社事業所等がたくさんあることを知りました。 糸魚川中学校

143 　NSXの運転席に座らせてもらったり、加速体験をさせてもらったりできてよかったです。 糸魚川中学校

144
　楽しくやりがいを持って仕事をしていたので、私も将来やりがいを持って仕事に取り組み

たいです。
糸魚川中学校

145
　たくさんの事業所を回ってわからないところを優しく教えてくれたり、知らなかったこと

が新たに知ることができました。
糸魚川中学校

146

　いろいろな会社事業所を見て回ってたくさんの会社の人たちが糸魚川で仕事をする理由な

どを教えてくださり、本当に良い経験をさせていただいたと思っています。将来、糸魚川に

貢献できるように日々の学習などを頑張っていきたいです。

糸魚川中学校

147
　たくさんの会社が糸魚川にあることを知ることができました。とても良い経験をすること

ができました。
糸魚川中学校

36
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148
　いろんな事業所を見て回って、初めて知った仕事もあったり体験をしたりと、とても有意

義な時間になった。
糸魚川中学校

149 　糸魚川にあるいろんな企業を知ることができたのでよかったです。 糸魚川中学校

150

　あまり自分は職業のことを考えることが少なかったのですが、今日のキャリアフェスティ

バルで実際に働く人の話が聞けてよかったです。何が大変なのか世論のイメージとどう違う

のかよく分かりました。

糸魚川中学校

151
　午前は話を聞いて例えば建設業と土木建設業の違い等が分かりました。午後は建設のとこ

ろでスマホ立てをつくりました。
糸魚川中学校

152
　キャリアフェス前の自分と後の自分を比べたら糸魚川の良さをたくさん知って仕事の大切

さも知ることができました。びっくりしたこともたくさんあってすごく楽しかったです。
糸魚川中学校

153
　名前は知っているけどどんな仕事をしているのかわからない会社が多かったので、どんな

ことをしているのか知れてよかったです。
糸魚川中学校

154
　糸魚川の良さが分かり糸魚川の良いところがたくさん見つけることができたのでとても良

い1日だったなと思いました。もっともっと知っていきたいです。
糸魚川中学校

155
　自分がまだ知らない会社の話を聞くことで、糸魚川の良さ団結力が感じられる良い機会で

あった。
糸魚川中学校

156
　いろんな会社を回ってそれぞれの会社の良いところがたくさん知れた。他の学校の人とも

たくさんしゃべれた。
糸魚川中学校

157
　キャリアフェスティバルに行って良かったなと思いました。会社事業所のことをたくさん

知れた。
糸魚川中学校

158 　いろんな事業所の方の話を聞けたのでよかったです。 糸魚川中学校

159
　糸魚川にはいろいろな会社があり、それぞれ違う仕事をしていることがわかったのでよ

かったです。将来少し糸魚川で働いてみたいと思いました。
糸魚川中学校

160
　名前だけ聞いたことがあったところもあってとても楽しいキャリアフェスでしたありがと

うございました。
糸魚川中学校

161
　大人の方がみんな明るくてとても話しやすかった。行こうとしていなかったところにも

行ってみて知らなかったこともいろいろ知れた。
糸魚川中学校

162
　自分の知らない会社事業所がたくさんあったのでお話を聞くことができたのでよかったで

す。
糸魚川中学校

163

　まだ知らない会社事業所がたくさんあることにまず驚きました。聞いた会社事業者さんの

説明の中に、僕が知っている行ったことのある所の他の知らない部分があってそこにも驚き

ました。

糸魚川中学校

164 　いろんな仕事や事業所を見れて将来の選択が増えてよかったです。 糸魚川中学校

165
　いろいろな職業があったし、すごいなと思わされる職業やこんなことしていたんだなと新

発見ができてよかった。
糸魚川中学校

166
　今回いろいろな企業の説明を聞きイメージしていたものとは違う仕事内容だったりとかを

知れたので楽しかった
糸魚川中学校

167
　事前では将来糸魚川で働きたいとあまり思っていなかったけど、キャリアフェスティバル

に行って糸魚川のことを考えることができたからとても良かったです。
糸魚川中学校

168 　いつも安全に過ごせていることが当たり前だと知れてよかったです。 糸魚川中学校

169

　糸魚川小さい街だけど、たくさんの会社や事業所がありびっくりしました。自分たちが

日々使っているものは、事業者の部品がないとできないものであったり、改めて実感しまし

た。とても興味がわいたので将来地元の会社や事業所で働きたい。

糸魚川中学校

170 　同じ職種でもたくさんの会社があって驚いた。糸魚川いいところなんだと思った。 糸魚川中学校
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171 　みんなが今日のために頑張って準備をしてきたので良い発表をしていてすごかったです。 糸魚川中学校

172
　今まで知らなかった会社の活動を知ることができたのでよかったです。今後の自分の将来

を決める参考として今日の話を生かしていきたいです。
糸魚川中学校

173 　職業を見る視野が広がって知識を得ることができてよかったです。 糸魚川中学校

174
　いろいろな会社の人がいてたくさんの職業について学ぶことができた。興味がある仕事で

自分の知らないことをたくさん聞けて教えてもらえて嬉しかった。
糸魚川中学校

175

　今日のキャリアフェスティバルを通じて改めて働くことの大変さかつ大切さを感じること

ができました。また、いろいろな事業所を回ってみて一つ一つの事業所はやっていることが

違って聞いているこっちもとても楽しんで聞けました。

糸魚川中学校

176
　キャリアフェスティバルを通じて初めて知った企業もあったのでよかった。いろんな企業

を回って最初思っていたことと全く違うこともあったので新しいことを知れて楽しかった。
糸魚川中学校

177 　すごい会社がたくさんあった。 糸魚川中学校

178

　名前を聞いたことのある事業所や全く知らない事業所など様々な人の話を聞くことができ

ました。特に糸魚川市議会の話がとても印象に残っています。将来の事について考える良い

機会になりました。

糸魚川中学校

179 　仕事の内容がよくわかってないと意外に良いところがあった。たくさん知れてよかった。 糸魚川中学校

180 　1つ1つの会社などに個性があって見ていて飽きなかった。 糸魚川中学校

181 　事業所の名前は知っていたけど今日のことでその仕事内容がわかってよかった。 糸魚川中学校

182
　いろんな会社の話を聞けて楽しかった。体験などをしているところもあったので一緒に体

感できて面白かった。
糸魚川中学校

183

　糸魚川市のたくさんの企業の方に来ていただいて糸魚川にはどのような企業はあるのか、

仕事のやりがいは何かなど疑問に思っていたことが今回のキャリアフェスティバルで知るこ

とができてよかった。

糸魚川中学校

184 　皆さん優しく丁寧に説明してくれたのでよかったです。 糸魚川中学校

185 　どの会社も資格が大事。 糸魚川中学校

186
　いろんな職種でどんな仕事を日々やっていて、日頃何を持って働いているかをとても具体

的に興味深く聞けてよかったです。
糸魚川中学校

187
　様々な事業所の話を聞いて「この会社にはこんな工夫が」とかいろいろ思いながら聞いて

いました。しかし自分のやりたい仕事が糸魚川にいないのが少し残念でならないと思った。
糸魚川中学校

188 　世界一のものなど糸魚川で結構有名なものを作っていることがわかった。 糸魚川中学校

189 　すごく楽しかった。感謝です。 糸魚川中学校

190 　楽しかった。 糸魚川中学校

191

　自分にとって将来仕事に就く上で、どんな職業があるかなどや、その仕事のやりがいや大

変なこと、嬉しいことなど詳しく生で教えていただき、その職業はどんなものなのかなどを

知れて将来の職業選択に生かしたいです。

糸魚川中学校

192 　工業に結構興味がわいた。 糸魚川中学校

193
　普段できないいろいろな体験をさせてもらえたので楽しく学べました。同じ業界の仕事が

結構あったので次はもっと他の業界の人たちを呼んだほうがいいと思った。
糸魚川中学校

194 　それぞれ違う職種を見たけどどこも共通していたのが人のために働くこと。 糸魚川中学校
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195
　糸魚川にはたくさんの会社事業所があることが分かった。今日教えてもらったことを将来

に生かしていきたい。
糸魚川中学校

196
　糸魚川には思っていたよりたくさん会社があることを知った。いろんな会社の話を聞けて

自分が将来何の仕事につきたいのか考えることができてよかった。
糸魚川中学校

197 　自分の興味を持つ仕事があってよかった。 糸魚川中学校

198
　私たちが知らない仕事や知っている仕事でもこんなことになっていたんだと発見や驚きが

多かったです。とても楽しかった
糸魚川中学校

199
　思っていたより楽しそうな職場ばかりで将来紹介された職場で働いている自分が想像でき

ました。すごく良い経験ができました。
糸魚川中学校

200

　実際に体験をしたりお話を聞いたりできて、とても貴重な体験になりました。様々な種類

の会社が糸魚川にあると知ってとても驚きました。これからの自分の将来に生かしていきた

いです。

糸魚川中学校

201

　たくさんの会社に参観しに行って、全然自分が知らない会社もあったので、知れてよかっ

たです。コロナで飲食業の方たちがいなくて、残念でした。もっと幅広く美容業やインテリ

ア系の会社を見てみたかったです。

糸魚川中学校

202

　7カ所のブースを回って知っているところと知らないところがありました。体験もたくさ

んして楽しかったです。進路を考える良いきっかけになりました。7カ所は少し多いので来

年はもう少し減らしてもいいと思います。

糸魚川中学校

203

　糸魚川にはあまり企業がないと思い、前の僕は将来糸魚川を出ようと思っていました。し

かし今日のブース巡りで糸魚川に残って街を盛り上げたいと思いました。まだどこに就職す

るか全く考えてませんが、自分と向き合って考えたいです。

糸魚川中学校

204

　いろいろなところを回ってみて糸魚川にある職業についてたくさん知ることができてよ

かったです。アイスブレイクで他の学校の人とも関わることができてよかったです。自分の

将来の仕事を考える良い勉強になったので来年も続けてほしいです。

糸魚川中学校

205
　糸魚川市内のいろいろな企業の話を聞き自分の想像していた仕事内容とは違ったところも

あり、どこの会社も一つ一つ話を聞けて勉強になり自分の未来へ役立つ内容でした。
糸魚川中学校

206
　いろんな企業の働いている内容が見れてとても楽しかったし、勉強になりました。僕は将

来糸魚川で働くので糸魚川の企業について学習できてよかったです。
糸魚川中学校

207 　たくさんの会社事業所があり、やりがいや仕事の内容を聞くことができてよかった。 糸魚川中学校

208
　いろんな職業のことを知れてよかった。また来年もやってほしい。将来について考える機

会ができた。
糸魚川中学校

209
　今日はいろいろな会社を見てさらに糸魚川で働きたいと思った。いろいろな職業で糸魚川

が支えられているのだと思いました。もっと多くの業種を見たいと思いました。
糸魚川中学校

210

　いろいろな会社がありとても迷ってしまったけど自分で考えできればつきたいと思えるよ

うな仕事につきたいです。もっといろいろな仕事を見に行きたかったのでもっとテンポよく

見られたら良かったと思います。

糸魚川中学校

211 　社会を良くするためにいろいろな工夫がしていました。 糸魚川中学校

212 　大金をして車やお年寄りのことがよくわかった。 糸魚川中学校

213 　たくさんの会社を回って糸魚川の魅力を再確認することができてよかったです。 糸魚川中学校

214
　いろんな話を聞いてあまり興味がなかった企業の話とかを聞いてあれもかっこいいなぁな

ど興味が湧いてきました。将来に役立ちそうです。
糸魚川中学校

215
　糸魚川上越で将来働きたい仕事はあまりありませんでしたが、自分の将来をしっかりと探

そうと言うことに気付けたのでよく考えて将来の自分を頑張りたいです。
糸魚川中学校

216
　たくさんの会社事業所があっていろいろな話を聞くことができた。糸魚川にある会社事業

所を知ることができた。
糸魚川中学校
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217
　私は将来の夢がなかったので今日このような機会をいただけてよかったです。たくさんの

会社を見せてもらってイメージが膨らみました。将来を想像する第一歩になりました。
糸魚川中学校

218

　見ていると若い人が確かに少なくて、若者が少なくなっているのが実感できた。フリータ

イムでは少しでも遅くなると話が聞けなくなってしまうので建設業が多かった。パネルを設

置して欲しい。

糸魚川中学校

219 　糸魚川にある事業所が2000以上あると初めて知りもっと話を聞きたいと思った。 糸魚川中学校

220
　糸魚川にはたくさんの職業があることがわかった。その人たちのおかげで糸魚川を支えて

もらっているので感謝していきたいです。
糸魚川中学校

221
　たくさんの大人の人がフレンドリーで糸魚川の治安が良いのは大人の人が優しいからだと

感じた。糸魚川の知らないことも今日のフェスタで知ることができた。
糸魚川中学校

222

　たくさんの企業の方々がその仕事の内容ややりがいを教えてくれました。皆さんとても良

い方で話を聞いていてとても楽しかったです。私はまだ将来の夢は無いけど、今日のこの授

業で勉強になりました。

糸魚川中学校

223
　自分たちの生活は様々な人たちに支えられていると思った。知らない事業所がたくさん

あった。体験できたり何か触れるものがあればより楽しく興味がわくと思った。
糸魚川中学校

224
　初めて見た企業もあったけどとても面白くて興味がわいた。女子生徒の興味のある企業を

増やすともっと良いと思った。
糸魚川中学校

225

　今まで自分が知らなかった職業や詳しくわかっていない職業等の話を聞けてわからなかっ

たこともよくわかったし、他の職業にもたくさん興味がわきました。糸魚川でがんばってい

る人たちの姿を見れてよかったです。

糸魚川中学校

226

　知らなかった会社が何個もあった。横の会社の人の声が聞こえて何も聞こえなくなった。

ずっと座って聞いているだけだと飽きてくる。体験がないとつまらなくて友達と話してしま

う。人気のところは座れなくても足が痛かった。バインダーがあったけどそれでも字が書き

にくい。端っこにある会社を見つけるのが難しい。人があまりいないところに行きづらい。

糸魚川中学校

227
　糸魚川の事業所について少し知ることができた。将来の就職先を考える参考になりまし

た。実際に働いている人からのお話を聞くことができて楽しかったです。
糸魚川中学校

228

　いろんな会社事業所の話を聞いて、まだあまり夢が明確になっていない僕に響く話がいっ

ぱいありました。小さい頃と今思っている夢が間逆になるのかもしれないと言うこと、自分

のしたい夢になれば1番良いと思いました。

糸魚川中学校

229
　いろんな職業があってびっくりしたし大工のところに行ったらでっかいものを作ったり、

細かいものなどかっこよかったです。
糸魚川中学校

230
　様々な種類の職業を見ることができたので自分の職業選択の幅が広がった。とても良い体

験になりました。故郷にこんなすごい事業所があるのかと思いました。
糸魚川中学校

231
　将来は糸魚川で働きます。もっと声を大きくしてもらえると聞き取りやすいです。もっと

たくさんの会社事業所があったらもっと楽しくなると思います。
糸魚川中学校

232

　いろいろな企業が様々な工夫をして行ってくださったので、楽しく参観できました。企業

さんが明るく対応してくださったところもたくさんあったので良い企業があるなと思いまし

た。

糸魚川中学校

233
　興味がある職業でたくさん話が聞けてよかったです。警察署のところに行って、糸魚川で

も犯罪があったと聞いて驚きました。
糸魚川中学校

234 　知らなかった会社がたくさんあって知れてよかったです。 糸魚川中学校

235
　糸魚川で働いている人たちの話を聞いて、みんながみんな糸魚川とその仕事に誇りを持っ

ていてすごくすばらしいと思いました。将来そんな方が減らず増えたらいいなと思います。
糸魚川中学校

236 　いろいろな職種があってそれぞれの考え方がありすごく面白かったです。 糸魚川中学校
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237

　初めはあまり糸魚川で将来暮らす予定はなかったんだけれど、今回のフェスティバルでで

はこんなに糸魚川の会社はたくさんいいところがあるんだとして将来糸魚川に住みたくなっ

た。

糸魚川中学校

238
　僕はあまり糸魚川について知らなかったけれど、今回糸魚川で素晴らしいなと思いまし

た。さらにその企業の魅力を知ることができてよかったです。
糸魚川中学校

239

　子供相手に真剣に説明してくれたり、質問を返してくれてとてもうれしかったです。内容

など細かいところに注目して聞くことができました。他の会社等に興味を持つことができま

した。糸魚川の会社の数にはとても驚きました。

糸魚川中学校

240
　知らない会社事業所も多くあって、いつもは聞けない話などを聞くことができてよかっ

た。
糸魚川中学校

241

　糸魚川のいろいろな職業が知れてよかったです。お店のつながりなどもよく分かりまし

た。技能が高い人たちばっかりですごいなと思いました。自分から質問もたくさんできて成

長できたなと思った。

糸魚川中学校

242
　糸魚川にある事業所をたくさん知ることができてとても良い体験ができたと思っていま

す。
糸魚川中学校

243 　糸魚川の人はみんな優しくて質問などしやすかった。 糸魚川中学校

244

　自分のなりたい職業何のために働くか誰のためにどこのためになど様々なことを学びまし

た。国のため未来のためになりたいなと思いました。そしてそれはなんだろうと思うと、す

べての職業に当てはまるなと思いました。この機会で自分に合った職業で見つけるヒントに

なりました。

糸魚川中学校

245
　いろんな仕事を見て一人ひとりの仕事に対する熱意が伝わってきました。自分も生まれ

育った糸魚川への恩返しをしたいと思いました。
糸魚川中学校

246
　ほとんどの事業所の方は優しく丁寧に教えてくれたり話してくれてありがとうございま

す。
糸魚川中学校

247 　とてもわかりやすい説明やブースそれぞれどの会社なのか分かりやすかったです。 糸魚川中学校

248

　元はあまり糸魚川の会社事業所について知らなかったけど、今回のキャリア教育でたくさ

んの会社事業所について知ることができたし、働いている人たちがなぜその仕事についたか

なども知ることができてとても良い機会になりました。

糸魚川中学校

249

　たくさんの話を聞けて糸魚川のことがよくわかりました。コロナが流行っているから、飲

食とかができなくて少し残念でした。でもわかりやすく話してもらえてわかりやすかったで

す。

糸魚川中学校

250
　思ったよりも糸魚川にたくさんの事業所があることがわかりました。今回のキャリアフェ

スティバルのことを生かして職業を選ぶときに参考にしたいと思います。
糸魚川中学校

251

　糸魚川にある事業所はぼんやりとしかわからなくて興味のあるものがあまりなかったけ

ど、今回具体的に話を聞いて糸魚川の事業のことがよくわかりました。今は地元で働きたい

思いはあまりないけど、いつか戻って地元で働けるようにしたいです。

糸魚川中学校

252

　糸魚川にはいろいろな会社等があることがわかった。聞いたことのある職業でも内容があ

まり分かっていなかったので、このフェスで気になった職業について少しは理解できたので

よかった。

糸魚川中学校

253
　あまり興味がなかった糸魚川の職業の中にも、本気で向き合っている人たちがいるんだな

と思いました。どんな職種が自分向きなのか少し知れてよかったです。
糸魚川中学校

254 　皆さん楽しく話していてすごくよかったです。 糸魚川中学校

255

　今まで自分が知らなかった会社など今回のキャリアフェスティバルのおかげでどこの会社

がどういう仕事をしているのか、どういう思いで仕事をしているのか知ることができてよ

かったです。

糸魚川中学校

256 　糸魚川市に自分がまだ知らない会社名や仕事を知ることができてよかったです。 糸魚川中学校
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257 　職業はいろいろあることがわかりました。 糸魚川中学校

258 　糸魚川でがんばって働いている方々の話を聞くことができてよかったです。 糸魚川中学校

259
　自分のつきたい仕事はなかったけれど知らなかったりこれからも知ることができなかった

はずの職業を知ることができて少し夢の選択ができる幅が広がりました。
糸魚川中学校

260
　各ブースの方々が将来糸魚川をさらに盛り上げようとする熱い気持ちを感じることができ

た。中学を卒業しこれからの人生を自分で選択し、視野の幅を広げ夢を叶えたい。
糸魚川中学校

261 　私は動物系の会社も見てみたいと思いました。体験できる場所が多くて楽しかったです。 糸魚川中学校

262
　糸魚川には想像よりたくさんの事業所がありたくさんの大人が働いていることがわかっ

た。皆さんが楽しくやりがいを持って仕事をしていることがすごく伝わってきた。
糸魚川中学校

263
　糸魚川にいろいろな職業があると知りました。そして糸魚川には暖かい人がたくさんいる

なと思いました。
糸魚川中学校

264
　今まで職業体験などで職業について学んできましたが、こんなに多くの職業のことを学べ

ることができていなかったので、たくさん職業のことを詳しく学べて良かったです。
糸魚川中学校

265
　意外と面白いなと思った職業が多かったです。なので家に帰って調べようと思います。し

かし職種が被っているものが多かったのでもう少し違う職業も見てみたかったです。
糸魚川中学校

266
　いろんな事業所の人たちが熱心に話していてすごく言いたいことがわかり「糸魚川いいと

ころだ」と言う気持ちも伝わりました。
糸魚川中学校

267
　様々な事業所の話を聞き大変なこと楽しいことなどを聞けてとても充実した1日となりま

した。
糸魚川中学校

268 　働いている人それぞれにその仕事への思いがあった。 糸魚川中学校

269

　どんな仕事なのか知らなかった会社や事業所なのかよく分かりました。前までは関心のな

かった所へ聞きに行くとまた違った良いところを聞くことができたので良い経験になりまし

た。

糸魚川中学校

270
　僕は将来スポーツトレーナーになりたいと思っているので、今日医療系を見れて嬉しかっ

たです。
糸魚川中学校

271
　他の職業を見て1番だった仕事は越後ときめき鉄道株式会社です。いろんな職業を見てい

て良い勉強になりました。
糸魚川中学校

272

　今回キャリアフェスティバルを参観しての感想は、糸魚川にもたくさんの良い事業所があ

るということがわかり興味が出てきました。将来の自分の職業を決める良い経験になりまし

た。

糸魚川中学校

273
　それぞれ地域のために働いている職業でその人たちのおかげで生活ができているんだなと

思いました。選択肢が増えたのでちゃんと考えていきたいです。
糸魚川中学校

274
　今日はとても良い経験をさせてもらいました。このような機会がありとてもよかったで

す。
糸魚川中学校

275
　糸魚川には自分が思った以上にたくさんあってとてもびっくりしました。将来糸魚川で働

いてみたいなと思う職業もありました。
糸魚川中学校

276
　色々なことに優しく丁寧にそしてわかりやすく教えていただきありがとうございました。

最初はあまり糸魚川の会社名があまり多く知らなかったので今日知れてよかったです。
糸魚川中学校

277
　いろんな会社の人から話を聞いてどんなことを中心に仕事をしているのかなどいっぱい知

ることができました。
糸魚川中学校

278
　楽しくお仕事のことを聞けてよかったです。わからないないところがたくさんあったけど

今日で分かったので良かったです。
糸魚川中学校
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1

　私たちのためにキャリアフェスティバルを設けてくださりありがとうございました。とて

もよくわかり職場の方たちも優しく、安心して楽しめました。私はこれからの将来について

道が見えた気がします。ありがとうございました。

糸魚川東中学校

2

　私たち中学3年生のためにこのような機会に参加してくださりありがとうございます。今

回のキャリアフェスティバルを通じてとてもいろんなことを学びました。これらを生かして

進路や職業選択に望みたいと思います。今回は、ありがとうございました。

糸魚川東中学校

3

　今回は、このような会を開いていただき、その中で働くことの大切さを教えていただきあ

りがとうございました。今回、教えてもらったことを忘れずに、人生に生かしていきたいで

す。

糸魚川東中学校

4

　私たちのために会社を紹介してくださりありがとうございました。とても良い経験をさせ

てもらえました。本当にありがとうございました。これからの進路に生かしたいと思いま

す。

糸魚川東中学校

5
　キャリアフェスティバルすごく楽しかったです。全部を回ることができませんでしたが、

いろんなブースがあり面白かったです。糸魚川で働きたいと思いました。
糸魚川東中学校

6
　貴重なお話ありがとうございました。地域にかける思いが聞けて、とてもかっこいいなと

思いました。自分もがんばります。
糸魚川東中学校

7

　今日は忙しい中ありがとうございました。本当は興味がなかった事業所も入って話を聞い

てみると、とても面白く、本当に良い体験になりました。自分の将来について考えられるよ

うな会になって良かったです。本当にありがとうございました。

糸魚川東中学校

8 　今回は本当にありがとうございました。たくさんお話が聞けて良かったです。 糸魚川東中学校

9
　どの事業所さんも話を聞いてとても面白そうだと感じました。このキャリアフェスの体験

を生かして、将来について考えようと思いました。ありがとうございました。
糸魚川東中学校

10
　忙しい中準備などをしてくださりありがとうございました。とてもわかりやすく楽しむこ

とができました。ありがとうございました。
糸魚川東中学校

会社・事業所の方々へのメッセージ

【代表的な意見】

・私たちのために、ここまで本気でやってくださりありがとうございました。

・これからの将来について道が見えた気がします。

・女の人でも地元就職の人もいて、自分でも視野に入れることができました。

・将来の夢がなかったけど、建設業に興味が湧きました。

・準備が大変だったと思いますが、この機会がなければ糸魚川の会社の良さは分かりませんでした。

・考え方や生き方の面で大きく成長するひとつのきっかけになる行事でした。

・熱いメッセージをもらって、将来の不安が少しなくなりました。

【要望】

・説明のみで実際に体験できるブースがあまり多くなかったので、もう少し増やすともっと楽しめる

と思います。

・建設業の人は外などに出ていて実際体験することができればいいと思いました。
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11

　糸魚川と言う小さな街でありながら多くの企業があると言うことを改めてわかりました。

聞いたところや聞けなかったところもありますが、その時は大変お世話になりました。良い

経験をありがとうございました。

糸魚川東中学校

12
　本当にありがとうございました。この体験を生かして、将来の夢を決めていきたいと思い

ます。
糸魚川東中学校

13
　糸魚川市の3年生みんなのためにずっと前から、準備し、当日お話を聞かせてくださり、

本当にありがとうございました。
糸魚川東中学校

14
　はじめてのイベントと聞いて少し不安だったけど、皆さんが楽しく優しく話してくださっ

たので安心しました。資料もありがとうございます。
糸魚川東中学校

15

　キャリアフェスティバルありがとうございました。皆さんが話をしてくださっている表情

などから仕事の楽しさ、面白さが伝わりました。どの仕事にもそれぞれ違った、楽しさがあ

ることを知りました。すごくいい経験ができて良かったです。

糸魚川東中学校

16

　私たちのために素晴らしい場を作ってくださりありがとうございました。このキャリア

フェスティバルをきっかけにもっと糸魚川について知りたいと思ったし、考えていきたいと

思いました。本当にありがとうございました。

糸魚川東中学校

17

　このキャリアフェスティバルで職業について教えていただきありがとうございました。と

ても優しく、丁寧に何をするのかを1から教えてくださったおかげで、私は将来の夢がな

かったけど、建設業に興味がわきました。とても良い時間になりました。ありがとうござい

ました。

糸魚川東中学校

18
　貴重な体験をさせてもらいました。自分たちのためにこのような会を開いてくれてありが

とうございました。キャリアフェスティバル最高
糸魚川東中学校

19 　仕事がある中来てくださりありがとうございました。すごく参考になりました。 糸魚川東中学校

20

　キャリアフェスティバルに参加して私たちに会社を詳しく説明いただきありがとうござい

ました。将来の夢は決まっていませんが、ためになりました。本当にありがとうございまし

た。

糸魚川東中学校

21
　今回はこのような機会を作っていただきありがとうございました。皆様の仕事に対する熱

意をとても感じることができました。本当にありがとうございました。
糸魚川東中学校

22
　今回は、お忙しい中私たちのために詳しく丁寧に職種について教えていただきありがとう

ございました。この経験をこれからに活かしていきます。
糸魚川東中学校

23
　いろいろなことを教えてくださりありがとうございました。これからは将来のために努力

していきたいと思っています。
糸魚川東中学校

24
　真剣に話していただいたおかげで私たちも深く糸魚川のことを考えることができたし、将

来に役立てたいと思いました。すごく楽しかったです。ありがとうございました。
糸魚川東中学校

25

　見せていただいた会社事業所のみなさんありがとうございました。中学校の頃からその職

業につこうと思っていた人もいたし、バイトからその職業につこうと思った人もいて、とて

も勉強になりました。将来の参考になりました。ありがとうございました。

糸魚川東中学校

26
　皆さんの糸魚川を明るくしようと言う活気が伝わってもっと糸魚川を明るくしたいと思い

ました。本当にありがとうございました。
糸魚川東中学校

27 　コロナなどで大変な中ありがとうございました。 糸魚川東中学校

28
　今回はお忙しい中、このような企画を考え、実行してくださりありがとうございました。

学んだことを学校生活で生かすことの出来るようにしたいと思います。
糸魚川東中学校

29
　今回は本当に良い経験をさせていただきありがとうございました。自分の糧として、これ

から生かしていけるように頑張っていきます。
糸魚川東中学校

30 　本当に楽しかったです。 糸魚川東中学校
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31

　未来のために、働く格好の良い目で私たちに何かを託そうとしている気持ちが伝わり、糸

魚川のために何か尽力したいという思いを湧かせてくださりました。この経験をこれからも

大切にしていきたいです。

糸魚川東中学校

32 　一生懸命に話してくれてありがとうございました。 糸魚川東中学校

33 　感動をありがとう。 糸魚川東中学校

34

　お忙しい中、今回のために準備していただきまして本当にありがとうございました。世界

でも活躍されている企業さんもあって、自分は糸魚川について何も知らないことに気づきま

した。なので、自分の故郷について知るためにも、企業を調べていきたいと思いました。

糸魚川東中学校

35
　普段体験できないことや学べないことも知れたし楽しく活動することができました。あり

がとうございました。
糸魚川東中学校

36
　お仕事が大変な中私たちが楽しめるようなワクワクするようなお話ありがとうございまし

た。とても勉強になりました。
糸魚川東中学校

37 　今回忙しい中糸魚川市内の中学校のために来てくださりありがとうございました。 糸魚川東中学校

38 　仕事の事について楽しくわかりやすく教えてくださりありがとうございました。 糸魚川東中学校

39
　質問にやさしく答えてくださり、ありがとうございました。糸魚川への思いがすごく伝

わって、とてもすてきだと思いました。
青海中学校

40 　いつも糸魚川のためにありがとうございます。 青海中学校

41
　パンフレットや画像などを使い、分かりやすく説明してくださり、ありがとうございまし

た。
青海中学校

42

　忙しい中、私たちのためにこういう機会を設けてくださり、ありがとうございました。自

分が希望していなかったところに行けて楽しかったです。時間がなく、他のところに行けな

かったのが悔しいですが、色々な話が聞けておもしろかったです。

青海中学校

43 　糸魚川を支えてくださり、ありがとうございます。頑張ってください。 青海中学校

44

　自分の知っている会社・事業所や知らなかった会社・事業所の人の話が聞けて嬉しかった

です。一人一人が優しくて、厳しい質問に答えてくださった人もいてとてもいい経験になり

ました。ありがとうございました。

青海中学校

45
　それぞれの会社について詳しく教えてくれたこと。実物を見てよりその職についてのイ

メージが変わったりしました。ありがとうございました。
青海中学校

46 　お忙しい中、「仕事」について勉強させていただき、ありがとうございました。 青海中学校

47 　特別な機会でした。いろんなジャンルに興味を持ちました。ありがとうございました。 青海中学校

48 　糸魚川に残るか分からないけど、これからも頑張ってください。 青海中学校

49
　たくさんの会社・事業所が来てくれたおかげで、自分の将来に生かせることができまし

た。ありがとうございました。
青海中学校

50
　お忙しい中ありがとうございました。知らない事業所のことも知ることができて良かった

です。今回学んだことを、今後の進路活動に役立てていきたいです。
青海中学校

51
　仕事について話をしてくださりありがとうございました。たくさん学ぶことができまし

た。今後もそのような学んだことを生かしていきたいと思いました。
青海中学校

52 　糸魚川を支えてくれてありがとうございます。これからも頑張ってください。 青海中学校

53
　どの事業所も魅力があり、自分はどこに行こうか迷ってしまいました。とても楽しい１日

でした。ありがとうございました。
青海中学校

54
　明るく、自分の会社・事業所を紹介してくれてありがとうございました。おかげで楽しく

学ぶことができました。自分の将来についてもう一度考えてみようと思いました。
青海中学校

55 　仕事などがある中、説明してくださり、ありがとうございました。 青海中学校
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56
　今回、丁寧に各事業所ごとの大切にしていること、どんなことを取組まれていること等を

教えていただき、ありがとうございました。
青海中学校

57
　今回は私たちのためにこのような機会をいただき、ありがとうございました。すごくため

になりました。楽しかったです。
青海中学校

58

　僕の将来を左右する機会にお越しくださった会社・事業所の皆さん、本当にありがとうご

ざいました。これを機に将来についてまた改めて考えてみたいと思います。本当にありがと

うございました。

青海中学校

59

　生き方や考え方、苦労ややりがいを細かく教えてくださり、ありがとうございました。今

回教えていただいたことをこれからに生かせるように、頑張ります。ありがとうございまし

た。

青海中学校

60 　コロナなどで大変な中、僕たちのためにおいでいただいて、ありがとうございました。 青海中学校

61
　糸魚川が良くなるために、必死で働いていることに気づきました。僕はまだ働かないけ

ど、糸魚川の役に立つことをしたいと思いました。
青海中学校

62
　多くの説明をしていただき、ありがとうございました。普段知れない深い部分を知ること

ができました。進路決定の参考にしたいと思います。
青海中学校

63
　今回のような機会を設けていただき、ありがとうございました。私は今回でたくさんの考

えを取り入れることができました。自分の将来に生かしていこうと思いました。
青海中学校

64
　どんな会社なのかを分かりやすく体験やクイズを交えながら話していただき、ありがとう

ございました。
青海中学校

65

　このような機会を通して、皆さんのやりがいなどを聞いて、私もみんなから感謝されるよ

うな人になりたいと思いました。夢に努力することが増えて、とても楽しい機会になりまし

た。

青海中学校

66

　将来、自分が働きたいと思っている仕事の参考になって、とても良い経験ができました。

また、興味があまりなかった仕事から「こういう風な大人になりたい」などの思いがけない

発見もありました。可能であれば、来年もまたキャリアフェスティバルを開いて、自分より

年が下の人たちにも同じことを体験してほしいです。

青海中学校

67
　名前だけでなく、内容も詳しく知ることができ、とても良い機会になりました。ありがと

うございました。
青海中学校

68
　体験や説明などで分かりやすく企業の魅力を伝えようとたくさん準備をしてくださり、あ

りがとうございました。
青海中学校

69
　今回は私たちのために、会社・事業所の説明をしていただき、ありがとうございました。

今回聞いたことを将来に生かしていきたいです。
青海中学校

70 　糸魚川で働きたいと思ったので、どれかに入ると思います。その時はお世話になります。 青海中学校

71

　私たちに一生懸命教えてくださった大人の姿はとてもカッコよかったです。いろいろな事

業所の方々がいることで、この糸魚川が成り立っていることを改めて実感しました。普段聞

けないことや、質問にも答えてくださってありがとうございました。

青海中学校

72

　私は知らない会社・事業所がたくさんありました。でもたくさんの方々が優しく教えてく

れたため、自分のやりたいことに少し気づくことができました。みなさんのおかげで糸魚川

を活性化させたいと改めて思いました。１日ありがとうございました。

青海中学校

73
　とにかくいろいろなことが自分の人生に生かせそうな気がしました。ありがとうございま

した。
青海中学校

74
　丁寧に説明してくださりありがとうございました。キャリアフェスティバルで学んだこと

をもとに自分の将来についてもっと考えようと思いました。
青海中学校
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75

　話を聞く時すごくわかりやすい説明だったし、いろいろなところに行けてすごく楽しかっ

た。体験みたいなところもやっていて楽しかったし、どういうところなのかすごくわかっ

た。

青海中学校

76 　お忙しい中ありがとうございました。 青海中学校

77
　事業所について詳しく教えていただきありがとうございました。将来の夢の幅が広がりと

ても面白かったです。
青海中学校

78 　面白かったです。ありがとうございました。 青海中学校

79
　20分という少ない時間の中で、どのようなことをしているのか、資格が必要か、高卒でも

就職できるのかなどのすごく聞きたいところを教えてくださりありがとうございました。
青海中学校

80 　自分の将来を考える上でとても有意義な時間になりましたありがとうございました。 青海中学校

81
　いろいろな話、体験をさせていただいて、とても楽しく事業所のことを学べました。あり

がとうございました。
青海中学校

82

　1日僕たちに説明して下さってありがとうございました。今僕たちがすべきこと、そのた

めに全力で取り組むことが大切だと感じました。自分も自分の目標に向かってがんばりま

す。

青海中学校

83 　仕事の内容など細かいところまで教えてくださりありがとうございました。 青海中学校

84
　この仕事があるから糸魚川生活しやすいところになっているんだなと思いました。どの仕

事にも生きがいがあり、どれも素敵な仕事だと思いました。ありがとうございました。
青海中学校

85

　キャリアフェスティバルを通して、たくさんの企業について知ることができました。ひと

つひとつのお仕事を詳しく教えてくださったり、お仕事の体験をさせてくださりありがとう

ございました。この経験を生かして自分の将来について考えていきたいです。新型コロナウ

イルス流行の中、このような機会をつくってくださったみな様、本当にありがとうございま

した。

能生中学校

86

　今コロナウイルスが流行の中、中学3年のためにキャリアフェスティバルを開催してくだ

さりありがとうございます。いろんな会社や事業所の方々の話を聞く中で糸魚川は素晴らし

い街だと思いました。糸魚川で少し働いてみようと思いました。

能生中学校

87

　今年、初めてこの行事を行ったのでとても難しかったと思いますが、4校の人とも仲を深

められたし、スムーズで楽しかったです。会社の方たちはとても分かりやすく、楽しく説明

していたので、難しいものもよく分かりました。笑顔で話していたので、本当にその仕事が

好きなんだなと思いました。大変な時期ですが、頑張って準備してくださり、ありがとうご

ざいました。

能生中学校

88 　糸魚川で働く人の魅力を感じた一日でした。ありがとうございました。 能生中学校

89

　会社や事業所のみなさま、お忙しい中我々に会社のことなどを教えてくださりありがとう

ございます。色々見ていくうちに「いいな」と思ったことがいっぱい見つけれました。本当

にありがとうございました。

能生中学校

90

　僕たちのために素晴らしいフェスティバル開催してくださりありがとうございました。い

ろんな事業者さんの話を聞いて将来への考え方が変わりました。会社の皆さんはただ漠然と

働いているのではなく、目標を持ち誰かのために働いていることがよく分かりました。今後

は、今回の貴重な経験を生かして、理想の自分を目指し頑張ります。

能生中学校

91

　仕事内容を分かりやすく教えてもらえて、たくさんの事業所に興味がわきました。実際に

体験したり、作っているものを見せてもらったりして、とても有意義な時間を過ごせまし

た。今回見に行けなかった事業所の話も聞いてみたくなりました。

能生中学校

92
　色々な話を聞かせていただいて、自分の将来を考えるきっかけになりました。ありがとう

ございました。
能生中学校
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93

　一日たくさんのお話を聞かせていただきありがとうございました。20分という短い時間で

したがその20分でたくさんの発見や知識を得ることができました。その得たものを自分の将

来に生かして仕事についたときに聞いたことを思い出し流れ働きたいです。一日、本当にあ

りがとうございました。

能生中学校

94

　私たちのためにキャリアフェスティバルをひらいて下さりありがとうございました。今ま

では将来について考えることがあまりなく全く将来の夢がなかったけど、キャリアフェス

ティバルでいろいろな事業所さんの話を聞いてみてかっこいいなと思う仕事を見つけること

ができました。そして、仕事について学ぶことがとても楽しかったです。本当にありがとう

ございました。

能生中学校

95

　キャリアフェスティバルのために、そして私たちのために、会社の説明や会場の準備をし

てくださりありがとうございました。公務員・医療・福祉・工業関係と幅広く参加していた

だいたおかげで将来についてより深く考えることができ、とても良い時間でした。この経験

をいかし、これからの生活に活用していきたいです。

能生中学校

96
　いろいろありがとうございました。知らない事業所、会社がありましたが、どれもいいな

と思いました。これからも頑張ってください。
能生中学校

97
　仕事について学ぶことができました。この経験を生かして頑張ります。ありがとうござい

ました。
能生中学校

98
　とても勉強になったし、どの会社もすべてに魅力やりがいがあって説明も分かりやすかっ

たので詳しくひとつひとつ知ることができました。
能生中学校

99

　昨日は私たちのためにキャリアフェスティバルを開催してくださりありがとうございまし

た。糸魚川の魅力、糸魚川で働く人の魅力を感じた一日でした。ひとつひとつの説明を丁寧

にわかりやすく教えてくださりありがとうございました。アイスブレイクも楽しかったで

す。

能生中学校

100

　昨日は糸魚川市内の中学三年生のために準備してくださりありがとうございました。最初

は糸魚川市の会社は少ないと思ったけど昨日のキャリアフェスティバルを行ってすごいいっ

ぱいあると思いました。今のところ僕は将来糸魚川で働かないと思います。でももし糸魚川

で働くとしたらもっと街を発展させていきたいと思いました。

能生中学校

101

　最初は、糸魚川にどんな会社があるのか、何をしているのかあまり知らなかったけど、

キャリアフェスティバルを通して糸魚川にはたくさんの会社があることや具体的な仕事内容

について知ることができて楽しかったです。

能生中学校

102

　僕たちのためにこのような場を作っていただきありがとうございました。今回のキャリア

フェスティバルで今まで知らなかった糸魚川の良いところをたくさん知ることができまし

た。次は、僕たちが糸魚川の良いところを伝えていけるように頑張りたいと思います。

能生中学校

103

　皆のために準備してくださりありがとうございました。自分の知らない会社、事業所の話

を聞けて自分のためにもなったしとても楽しかったです。またほかの学校の人にも触れあえ

ました。またこうゆう企画を楽しみにしています。

能生中学校

104

　コロナが流行っている中、私たちのためにそれぞれの仕事場について詳しく教えてくださ

りありがとうございました。私はまだ将来が決まっていませんでしたが、たくさんのお話を

聞いて少しでも自分の将来が決まってきたと思います。皆さんのように糸魚川のことを考え

ながら仕事をしたいと思いました。

能生中学校

105

　オープニングから最高でした。派手な演出の割には字面が弱いというギャップのOP映像

（すきです）、雨穴みたいな声で喋る咲希ちゃん（すきです）、事業所の方も面白い人ばか

りで楽しかったです。とても楽しくて勉強になり、将来のことを考えるきっかけになったの

で、来年もキャリアフェスティバルやってほしいです。私はいけませんけどね。

能生中学校
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106

　私たちのためにこの企画を行ってくださりありがとうございました。私が知らないことば

かりで最初から最後まで目を輝かせながらお話を聞いていました。私たちは今何でも店員さ

んに提供される側の方が多いと思います。なので、将来は自分が誰かに提供する側になって

地元で働こうかなと思いました。準備してくださった会社・事業所のみなさま、楽しい時間

をありがとうございました。

能生中学校

107

　まず、このキャリアフェスティバルをひらいてくださったすべての関係者本当にありがと

うございました。新型コロナウイルスで大変な中、すばらしい会をひらいてもらってうれし

かったです。また、この会で職のことを一番学んだけど、他校の友達とも交流できて本当に

楽しかったです。この会で学んだことを忘れず、将来に生かしていきたいです。

能生中学校

108

　本当にたくさんの会社・事業所が知れてよかったです。糸魚川には良い会社・事業所がた

くさんあると思いました。その中で糸魚川にないものは自分で作るという話を聞いて考え方

が広がりました。就職のための勉強ではなく、これからの生活における勉強などができたの

で本当にキャリアフェスティバルに参加できてよかったと思いました。

能生中学校

109

　私たちのためにキャリアフェスティバルを準備してくださりありがとうございます。初め

ての体験で緊張もありましたが、とても楽しかったです。キャリアフェスティバルのおかげ

で将来についても少し興味がわきました。説明や体験で分かりやすく教えてくださりありが

とうございました。仕事で忙しい中このようなすばらしいフェスティバルをひらいてくださ

り本当にありがとうございました。

能生中学校

110

　お忙しい中、私たちのために準備してくださった会社・事業所の皆様ありがとうございま

した。私は「夢」というものがまだ定まっていません。しかし、「地元に貢献したい」とい

う気持ちが私の心にはあります。だからこそ十人十色の会社・事業所の皆様のお話を聞くこ

とができ大変嬉しく光栄に思っております。また、このような貴重な機会を企画・運営して

くださった糸魚川市こども課の皆様をはじめ、上越教育大学の皆様や米田徹様、井川賢一様

大変ありがとうございました。

能生中学校

111

　先日は、お忙しい中僕たちのためにあんなにもすばらしいものを準備してくださりありが

とうございました。どの事業所もやさしく丁寧に教えてくださりとてもとても気持ちよく

キャリアフェスティバルを終えることができました。これから今の若い人たちがみなさん大

人の期待にこたえられるような未来にしていけるように頑張っていきたいです。昨日は本当

にありがとうございました。

能生中学校

112

　私たちのために壮大なキャリアフェスティバルをひらいてくださり、ありがとうございま

した。私はこんなに糸魚川に会社・事業所があると思っていませんでした。私の知らない職

業もありたくさん学びました。体験するのもあって楽しかったです。いろんな職業に興味を

持つことができました。これからも続けてほしいです。ありがとうございました。

能生中学校

113

　自分たちのためにこのような貴重な経験をさせていただきありがとうございました。自分

では全然考えていなかった仕事のことや未来のことを少し考えるようになりました。糸魚川

にもこんなに働く場所があって「糸魚川で働いてみよう」という気持ちが少しできました。

能生中学校

114

　地元糸魚川の仕事について知れる良い一日でした。アイスブレイクで他校の人と話した

り、会社の方とお話したりとコミュニケーションをとる時間がたくさんあり楽しかったで

す。いろいろな種類の仕事があり、糸魚川らしい仕事がたくさんあり、やっぱり糸魚川はい

い街だと改めて思いました。キャリアフェスティバル本当に良かったので来年も続けてほし

いです。ありがとうございました！

能生中学校
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115

　たった一日だけのことに「どうやったら中学生に分かりやすいか」「何か経験させられな

いか」など前々から私たちのために準備してくださりありがとうございました。同じ業種で

も会社によってやることが違ったり、その会社独自のいいところが知れてとても用機会に

なったと思います。ひとつひとつの質問にもじっくり答えてくださり本当にためになりまし

た。私たちのためにここまで本気でやってくださりありがとうございました。

能生中学校

116

　今回僕たちのためにキャリアフェスティバルを設けてくださりありがとうございました。

どの事業所の方々もみんな楽しく分かりやすい説明でとても分かりやすかったです。その中

でもいろいろな体験をさせてくれたり実物を見せてくださったり、とても楽しい時間を過ご

させていただきました。ありがとうございました。今回たくさん学んだことを生かし、将来

の職業を決めるときに役立てられたらうれしいなと思います。

能生中学校

117

　今回は私達中学3年のために準備してくださってありがとうございます！一日の中で皆さ

んからたくさんのことを学びました。来年の4月にしっかり高校生になっているか私は自信

がないけど私にたくさんのことを教えてくださった皆さんの顔を思い出すとやる気がして頑

張りたいって思えます。あと数年後、数十年後に皆さんとまた会える気がするんです。会っ

たときは今度は仕事の話とかしましょうね！そのためにも、私、頑張ります！

能生中学校

118
　今回のイベントでいろんな話を聞いたり体験もしたりしてすごくためになったし楽しかっ

たです。
能生中学校

119

　準備してくだっさった会社・事業所の方、11月12日のキャリアフェスティバル本当にあり

がとうございました。様々な会社が集まっていろいろ話を聞けたので良かったです。僕は

キャリアフェスティバルで話を聞いたことを参考にし、自分の将来についてよく考えようと

思いました。

能生中学校

120

　お忙しい中、私たち中学生のためにキャリアフェスティバルにご参加いただきありがとう

ございました。私は今回たくさんの事業所の方のお話を聞いて糸魚川市には様々な種類の魅

力ある職業があり、どの職業の方も自分の職業に誇りややりがいを感じていて糸魚川ってい

いなと思いました。私も将来、糸魚川で働いてみたいと思いました。本当にありがとうござ

いました。

能生中学校

121

　今回は私たち中学生のためにキャリアフェスティバルをしていただきありがとうございま

した。おかげで多くの職業や生き方について学べました。今回の学びをいかしこれからも頑

張ります。

能生中学校

122
　キャリアフェスティバルでたくさんのことを学べてよかったです。一生懸命準備してくだ

さりありがとうございました。
能生中学校

123

　キャリアフェスティバルで分かりやすく説明してくださり、働くことの楽しさや難しさを

知った一日でした。いろいろな事業所さんの所に行っていろいろな発見がありました。そこ

で学んだことを将来のために生かしていきたいと思います。自分たちのために準備してくだ

さった43の会社・事業所さんの方ありがとうございました。

能生中学校

124

　準備が大変だったと思いますがこのような機会をくださりありがとうございます。自分は

この機会が無かったら糸魚川の会社の良さなどは分かりませんでした。なので、このキュア

リアフェスティバルを開催してくれたことはいい経験にもなったし、糸魚川の会社の事、糸

魚川のことを詳しく知ることが出来ませんでした。急がしかったと思いますが、糸魚川の会

社の良さな教えてもらえて勉強にもなりました。このキャリアフェスティバルを忘れないよ

う将来につなげていこうと思います。本当にありがとうございました。

能生中学校

125

　事業所のみなさん、先日は私たちのためにキャリアフェスティバルを開いてくださり、あ

りがとうございました。私は、まだなりたいものが決まっていなかったので、たくさんの職

業を知り、自分の将来について考えるとてもよい機会になりました。お話を聞いていると、

自分の将来が楽しみになりました。本当にありがとうございました。

能生中学校

50
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126

　今回、キャリアフェスティバルを準備してくださりありがとうございました。行く前まで

知らなかった事業があったけど行ってたくさんの話を聞いたおかげで知ることができまし

た。

能生中学校

127

　キャリアフェスティバルでは、お世話になりました。大人の方々が自分の仕事について真

剣に語ってくださった事で、自分の中の仕事に対する偏見や先入観が除かれたように思いま

す。私も将来は、自分の仕事に誇りをもてる大人になりたいです。本当に、ありがとうござ

いました。

能生中学校

128

　初めて知った会社があったり、より深く知ることができて、糸魚川にはたくさんの会社が

こんなにもあるなということを実感しました。私はまだ将来の夢が決まっていません。

ですが、キャリアフェスティバルを通して、それぞれの仕事でやりがいや、地域のために貢

献している仕事が多くて私も将来仕事につくときは、やりがいが持てる仕事につきたいと思

いました。キャリアフェスティバルを企画してくださった皆様、ありがとうございました。

能生中学校

129

　仕事でいそがしい中、自分たち中学生のために、準備をしてくださりありがとうございま

した。仕事の内容や、やりがいなどをわかりやすく説明していただきました。もう一度、自

分の将来について深く考えてみたいと思います。本当にありがとうございました。

能生中学校

130

　今年初めてこのような機会を作ってくださり、ありがとうございます。最初のレクでは、

他校の方とも交流ができて良かったです。ブースめぐりでは全然知らなかった職場について

知ることができてとても勉強になりました。キャリアフェスティバルの関係者さんたちには

感謝でいっぱいです。

能生中学校

131

　今回、私たちのために準備してくださった事業所の方々、本当にありがとうございまし

た。私たちに本気で教えてくださる姿勢を見て私たちの方からもっと知りたいなど、前向き

に考えることができました。自分たちが将来を担った時には糸魚川を勇気づけられるように

頑張ります。本当に貴重な体験をありがとうございました。今回の体験を自分の将来やこれ

からの生き方に生かしていきます。

能生中学校

132

　お忙しい中、このような行事を機会していただきありがとうございました。経験すること

で人間は大きく成長します。事業所の方々に直接話を聞くことはなかなかできない経験で

す。考え方や生き方の面で大きく成長するひとつのきっかけになる行事でした。この行事で

得たもの、感じたことを生かして、人として成長できるようにがんばっていきたいと思いま

す。貴重な体験、本当にありがとうございました。

能生中学校

133

　当日まで、様々な準備をしてくださりありがとうございました。皆さんが一生懸命準備し

てくださったおかげで一日楽しく過ごせたし、糸魚川のお仕事の魅力も感じることができま

した。そして、一生懸命働いてくださっている皆さんから教えていただいたことを忘れず、

これから自分がつきたい職業を考えていきたいと思います。本当にありがとうございまし

た。

能生中学校

134 　説明をわかりやすくしていただきありがとうございました。 糸魚川中学校

135
　どこの事業所の方々も笑顔で優しく迎えてくださりありがとうございました。将来につい

て深く考えることができました。将来の参考になってとても良い機会でした。
糸魚川中学校

136 　糸魚川の仕事についてもっと知りたいと思いました。1日ありがとうございました。 糸魚川中学校

137
　私たちの暮らしは、糸魚川で仕事をしてくださっている人たちからなっていると感じまし

た。私も大人になったら誰かのために働くことにやりがいを持ちたいです。
糸魚川中学校

138
　今日は僕たちのために気持ちのこもった説明をしていただきありがとうございました。糸

魚川で働こうと言う思いが強くなりました。糸魚川をこれからも大切にしたいです。
糸魚川中学校

139

　丁寧な説明でとてもわかりやすかったです。1番印象に残ったのは、旅行会社です。自分

の行きたいところを勧めていきたい人といって楽しくやる。このようなことができることに

興味がありました。

糸魚川中学校
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140
　優しく教えてくださりありがとうございました。今日までは糸魚川で働くことがあまり大

切だと思っていなかったけど、今日話を聞いて働きたいと思いました。
糸魚川中学校

141 　どの会社事業所の方々も糸魚川を良くしたいという気持ちが伝わってきました。 糸魚川中学校

142 　いろいろ体験できてよかったです。将来働こうと思いました。 糸魚川中学校

143 　貴重な体験ありがとうございました。 糸魚川中学校

144 　知らなかったことが知れてよかったです。 糸魚川中学校

145
　本日は本当にありがとうございました。今日のキャリアフェスティバルで学んだことを活

かして、糸魚川に貢献できるようにしたいです。
糸魚川中学校

146 　今日のために準備をしてくださりありがとうございました。 糸魚川中学校

147
　市内の中学3年生のために大切なお時間を割いてこのような機会を作って下さりありがと

うございました。
糸魚川中学校

148
　今日はお忙しい中来ていただきありがとうございます。糸魚川で少し働きたいと思いまし

た。
糸魚川中学校

149
　時間がない中僕たち中学生に様々なことを教えてくださりありがとうございました。将来

のために参考にさせていただきます。
糸魚川中学校

150 　頑張ってください。糸魚川病院よくしてください。 糸魚川中学校

151
　今日たくさんの方々の話を聞いて、今まで以上にグッときました。すごく心に響いて糸魚

川の会社もたくさん知れて嬉しかったです。
糸魚川中学校

152 　わざわざ私たちのために素晴らしい話をしてくださりありがとうございました。 糸魚川中学校

153
　もっとこれからもいろいろな人たち糸魚川の良さを伝えていってほしいです。これからも

頑張ってください。
糸魚川中学校

154 　自分も今まで以上に糸魚川で働いてみたいと思いました。 糸魚川中学校

155
　忙しい中貴重な時間を作っていただきありがとうございました。すごく楽しかったし、こ

れからの将来に役立てたいです。
糸魚川中学校

156 　とても貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 糸魚川中学校

157 　詳しく話を聞けて糸魚川の事業所のことを知れたのでよかったです。 糸魚川中学校

158

　キャリアフェスティバルを開いていただきありがとうございました。いろいろな人の話を

聞いていろいろな仕事を知ることができて糸魚川にある仕事を理解することができたのでよ

かったです。ありがとうございました。

糸魚川中学校

159
　忙しいのにもかかわらず僕たちのためにキャリアフェスティバルを行ってくださりありが

とうございました。
糸魚川中学校

160 　皆さんに教えてもらったことを土台としてがんばります。 糸魚川中学校

161
　私たち中学生のためにわかりやすく細かいところまで説明してくださりありがとうござい

ます。
糸魚川中学校

162

　今回は自分たちのためにわざわざ会社の説明をしていただきありがとうございました。今

回聞いて糸魚川の職業はまだあるんだなとまだまだ知らない部分があるんだなと勉強になり

ました。

糸魚川中学校

163

　今日はキャリアフェスティバルを開催していただきありがとうございました。今日1日と

ても貴重な体験をさせていただきました。僕は今日の体験でこれからの進路これからの未来

のことを深く考えさせられました。将来自分がつきたい仕事に向けて頑張りたいと思いまし

た。

糸魚川中学校

164

　今回いろいろな事業所の話を聞き将来のための参考にしてみたいと思います。自分自身将

来の事は全く固まっていませんがこれと言うものが見つかったときのため勉強しようと思い

ます。

糸魚川中学校
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165 　今回来ていただきありがとうございました。興味を持った企業がたくさんできました。 糸魚川中学校

166

　キャリアフェスティバルで糸魚川市の会社のことをたくさん知れてとても参考になりまし

た。前まで糸魚川市で働く気はあまりなかったですが、前より少しだけ糸魚川で働きたいと

思いました。キャリアフェスティバルを開いていただき本当にありがとうございました。

糸魚川中学校

167
　毎日見えないところで働いている方、暑い中外で地域の安全のために働いている方々のお

かげで今まで過ごして来れたと思います。ありがとうございます。
糸魚川中学校

168 　４年後会いましょう。 糸魚川中学校

169
　皆さんの仕事の大変なことややりがいなどたくさん聞けてよかったです。ありがとうござ

いました。
糸魚川中学校

170 　これからも頑張ってください。ありがとうございました。 糸魚川中学校

171 　忙しい中ありがとうございました。 糸魚川中学校

172 　貴重な体験を本当にありがとうございました。この経験を生活に活かしていきます。 糸魚川中学校

173
　今日はたくさん学ばせてもらいありがとうございました。今日のことを将来に生かしたい

です。
糸魚川中学校

174
　僕たちのために短く分かりやすく教えていただきありがとうございました。これからも頑

張ってください。
糸魚川中学校

175

　キャリアフェスティバルを行っていただきありがとうございました。糸魚川に住んでいて

も知らなかったことも多かったのでとても楽しかったです。自分の将来についてもっと考え

ていこうと思います。

糸魚川中学校

176
　仕事のことを詳しく教えてくださりありがとうございました。とてもわかりやすかったで

す。
糸魚川中学校

177

　たくさんの話を伺い大変なこともあるけど、その中にやりがいがあって糸魚川を支えてい

ることがわかりました。興味深い話もいくつかありとても良い経験になりました。ありがと

うございました。

糸魚川中学校

178 　ありがとうございました。 糸魚川中学校

179
　今回のキャリアフェスティバルを参考に将来の自分の仕事の道が広がる良いきっかけにな

りました。
糸魚川中学校

180
　今日のキャリアフェスで自分の将来の道が少し広がったなと思います。ありがとうござい

ました。
糸魚川中学校

181 　いろんなお話を聞けて楽しかったし、興味もわきました。ありがとうございました。 糸魚川中学校

182
　時間がない中市内の中学3年生のために来ていただき本当にありがとうございました。今

までより選択肢が広がりとても良かったです。
糸魚川中学校

183 　優しく丁寧に説明してくださりありがとうございました。どこも楽しかったです。 糸魚川中学校

184 　貴重な経験ありがとうございました。 糸魚川中学校

185
　今日はいろんなことをたくさん教えてもらい本当にありがとうございました。これからの

糸魚川を変わらず支える活動を頑張ってください。
糸魚川中学校

186 　楽しいキャリアフェスティバルをしてくれてありがとうございました。 糸魚川中学校

187 　ありがとうございました。 糸魚川中学校

188 　楽しかった。 糸魚川中学校

189 　その職業について一つ一つ工夫して教えていただき本当にありがとうございました。 糸魚川中学校

190 　糸魚川に戻って働くかはわからないけど今日の体験を生かして頑張りたいと思います。 糸魚川中学校

191
　体で体験してみることでその仕事のことを違う目線で見ることができたので、その仕事の

新しい発見をすることができました。今回で仕事の大切さがわかりました。
糸魚川中学校
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192 　わざわざ時間を削り、楽しさ大変さを教えてくださりありがとうございました。 糸魚川中学校

193
　たくさんの会社事業所の方々の話を聞いて、私は将来糸魚川で働きたいと考えているので

とても参考になりました。ありがとうございました。
糸魚川中学校

194
　たくさんの方の話が聞けてとても勉強になりました。今後どんな職業についても貢献でき

るような人になりたいです。今度はもう少し会社を増やしてほしいです。
糸魚川中学校

195

　自分の将来のことを考えさせられる話など、体験させていただきありがとうございまし

た。アンケートで最初聞くところはアンケートでとっているから希望通りにして欲しかっ

た。

糸魚川中学校

196
　未来の糸魚川がより豊かになるように私たちも頑張りたいと思いました。ありがとうござ

いました。
糸魚川中学校

197
　自分の生まれた土地でありながら、転校などもあり、全く知らないことだらけだったので

今日のキャリアフェスで少し物知りになれた気がしました。ありがとうございました。
糸魚川中学校

198
　会社で取り組んでいることや会社の特徴などをとてもわかりやすく丁寧に教えてくださっ

て本当に楽しく回ることができました。本当にありがとうございました。
糸魚川中学校

199

　優しく自分の職業の事について教えてくれて体験もさせてもらって楽しかったです。自分

の知らないところで働いている人たちがたくさんいて、すごく糸魚川のことを知れてよかっ

たです。私も自分の将来について今回のことを参考にして決めたいと思います。

糸魚川中学校

200 　とても分かりやすい説明でした。これからも体に気をつけて頑張ってください。 糸魚川中学校

201

　今日は素晴らしい体験をありがとうございました。7つブースを見ましたが全て真剣な仕

事なんだなと改めて思いました。また4つ中学校が集まるのは友達を増やせる良いチャンス

なので、これからも続けてほしいです。ですが、説明のみで実際に体験できるブースがあま

り多くなかったので、もう少し増やすともっと楽しめると思います。本当にありがとうござ

いました。

糸魚川中学校

202
　優しく丁寧に教えて下さってとてもわかりやすかったです。とても参考になりました。教

えて下さってありがとうございました。
糸魚川中学校

203
　皆さんが働いたり経営して経験してきたこと苦労してきたことなどどの事業者も話が様々

で自分の将来に向けての希望が見えてきました。
糸魚川中学校

204
　いろいろな話をたくさん聞けてとても勉強になったし楽しかったです。将来の事について

しっかり考えられたのでよかったです。今日はありがとうございました。
糸魚川中学校

205
　私たち中学3年生のためにキャリアフェスティバルを開いていただきありがとうございま

す。どんな仕事があるのか知れて楽しかったです。今日は本当にありがとうございます。
糸魚川中学校

206 　とても良い経験ができてよかったです。本当にありがとうございました。 糸魚川中学校

207
　いろいろなことを説明してくれてありがとうございます。職業や仕事についてもっと興味

がわきました。
糸魚川中学校

208

　今日は地域の会社や企業を知る良い機会となりました。いいなと思ったり新しいことにで

あったりして、自分は何をしたいのか考えることができました。夢はとても悩むと思うけど

自分で答えを出したいです。

糸魚川中学校

209 　このようなことをすると将来のことが考えられるのでよかったです。 糸魚川中学校

210
　皆さんの説明のおかげで将来のことを少し考えられた。もっと体験を増やした方が中学生

が楽しく学べる。
糸魚川中学校

211 　今日はこのようなものを開いてくださりありがとうございました。 糸魚川中学校

212
　忙しい中たくさんの話をしてくれてありがとうございました。体験をしてみたりスライド

で説明してくれて分かりやすかったです。
糸魚川中学校

213
　将来の自分へのヒントを今回の学習で見つけることができたと思います。中学生でだけで

なく高校生でもやってほしいと思いました。
糸魚川中学校
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214
　いろいろなことを教えてくださったり、自分が働いているところをわかりやすく説明して

下さってありがとうございました。これからに活かしていきたいです。
糸魚川中学校

215

　皆様の熱いメッセージをもらって、将来の不安が少しなくなりました。温かいお言葉をい

ただき励みになりました。ありがとうございました。どの会社も素晴らしい説明でしたが、

実際にスクリーンを使って説明してもらえるとうれしいです。

糸魚川中学校

216 　自分も故郷糸魚川のためにできることを頑張ろうと思いました。 糸魚川中学校

217 　とても参考になりました。 糸魚川中学校

218 　わかりやすい説明をありがとうございました。職業や仕事について興味がわきました。 糸魚川中学校

219
　いろんな質問に丁寧に答えてくださりありがとうございます。糸魚川で働くアドバイスも

くれて参考になりました。
糸魚川中学校

220

　今日はフェスティバルでたくさんの企画運営をしてくださりありがとうございました。仕

事の内容ややりがいなどを聞けて楽しかったし、将来のことを考える良い機会になりまし

た。ありがとうございました。

糸魚川中学校

221 　様々な事業所があることを知った。ありがとうございました。 糸魚川中学校

222 　中学生のためにキャリアフェスティバルを開いてくださりありがとうございました。 糸魚川中学校

223

　実際に体験できたり実物があったりぱっと目に入るような色とかを使ったりするともっと

行ってみたいなと思いました。ですがどの職業のところも説明がすごく丁寧ですごくわかり

やすかったです。

糸魚川中学校

224 　今日はありがとうございました。知らない会社が何個もあって驚きました。 糸魚川中学校

225
　事業所の皆様お忙しい中私たちのためにキャリアフェスティバルの準備をしていただきあ

りがとうございます。とても楽しかったですがもう少し体験できるものが欲しかったです。
糸魚川中学校

226

　いろいろなところを回ってみたけど、一つ一つの会社事業所に特徴があってよかったで

す。1番かっこよかったのが外にあった車で、実際に乗せてもらったり、運転して走ってみ

たりすごかったです。

糸魚川中学校

227
　1番すごかったのは北陸自動車でした。試しに一回乗ってみたら、とっても早かったし、

天使幼稚園もすごいと思いました。子供の未来のために頑張っての気持ちが伝わりました。
糸魚川中学校

228
　自衛隊に行った時偽物でもいいからかっこいい中とかレーダーとか迷彩の服を着た人がび

しっとやって欲しかったです。
糸魚川中学校

229 　お忙しい中たくさんのブースを開いてくださりありがとうございました。 糸魚川中学校

230

　中学生に伝わるように話してくださりありがとうございました。中学生は体験できるもの

や、動くものに興味がとてもあるので、そういうものがあれば人もたくさん来るのかなと思

います。

糸魚川中学校

231

　1日たくさん職業の説明してくださりありがとうございました。私は子供と関わる仕事に

つきたいですが、他の仕事も楽しそうだなぁと思いました。とても楽しい時間でした。あり

がとうございました。

糸魚川中学校

232
　優しく丁寧に教えてくれてありがとうございました。体験できるものがあると行きやす

かったです。
糸魚川中学校

233
　いろいろ面白かったです。触ったり飲んだり食べたりそういうものがあればみんな寄って

くると思いました。
糸魚川中学校

234
　どんなことを目標にしているか聞けたのですごく面白かったです。質問もしっかり返して

いただきありがとうございました。
糸魚川中学校
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235

　会場に入ったときに見たことのないようなしっかりとしていた会場で、びっくりしまし

た。今日は働いている人の姿を間近で見ることができて、働く事はこんなに素晴らしいこと

だと思いました。今日は1日ありがとうございました。

糸魚川中学校

236

　僕が今日感じた事は飲食を扱う企業のところは確かに今回コロナの影響で食べ物を持って

来れなかったけど、次回は持ってくるともっと人が集まると思います。建設業の人は外など

に出ていて実際体験することができればいいと思いました。

糸魚川中学校

237 　本当にありがとうございました。これからの進路に役立てます。 糸魚川中学校

238 　丁寧に話をしてくださりありがとうございました。 糸魚川中学校

239

　私たちのためにあんなに大きな会場を用意してくれてありがとうございました。お話の全

部がためになりました。女の人でも地元就職の人もいて自分でも視野に入れることができま

した。体験や展示がしてあるところに目が入って実際にやったりもらえたりして嬉しかった

です。

糸魚川中学校

240
　会社事業所の方々のおかげで僕の知らない糸魚川教えることができました。本当に感謝の

気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
糸魚川中学校

241
　今日は本当にありがとうございました。今日の話を生かしてこれからも頑張っていきたい

と思いました。
糸魚川中学校

242

　画面も部品も面白く伝わりやすく大金や自分で触ってみたり体験談を教えてくださりあり

がとうございました。アイスブレイクやインタビューなど行動しやすいようにありがとうご

ざいました。

糸魚川中学校

243

　どこの仕事も苦労していることが伝わってきました。質問に対応するのがどこの会社事業

所もわかりやすかったです。自分の将来に対してますます考えることが多くなってきまし

た。

糸魚川中学校

244

　僕は糸魚川の会社や事業所は最初は4つほどしか知りませんでした。でも今回のキャリア

フェスティバルを聞いて10個以上おしりることができました。1番心に残ったのは日本活性

白土の会社です。優しく丁寧に教えてくれたし紙に書いている時待ってくれたので本当によ

く耳に入ってきました。

糸魚川中学校

245

　とても分かりやすい説明でした。とても楽しく説明を聞くことができました。話も全然途

切れずにとても聞きやすい説明でした。もう少し質問したかったです。体験楽しかった。違

うとこでも体験したかったです。

糸魚川中学校

246
　今回はお忙しい中私たちのために来ていただきありがとうございました。私は今糸魚川も

少子高齢化が進んでいると聞いて、将来糸魚川で働きたいなと思いました。
糸魚川中学校

247 　私たちのために何回も話してくれてありがとうございました。 糸魚川中学校

248
　北陸自動車の展示している車にひかれて事業所に行きました。だから展示物がたくさん

あったらもっとたくさんの人たちが来ると思いました。
糸魚川中学校

249
　今回たくさんの方々の話を聞いて興味のある職業が少し見つかりました。もっと糸魚川の

ことを知って将来の自分のためになることを見つけようと思いました。
糸魚川中学校

250

　映像などでわかりやすく会社や職業についての説明が働いていて良かったことなどを聞か

せてもらって、自分もどこかの会社に入ったら楽しく働けるように頑張っていきたいと思い

ました。

糸魚川中学校

251 　お忙しい中ありがとうございました。 糸魚川中学校

252 　貴重なお時間ありがとうございました。これからも頑張ってください。 糸魚川中学校

253

　今回私はあまり興味のなかった仕事を判定見て回りました。農業ではお客様の信頼をどう

やって築き上げていくかを知ることができました。その他にもどういう資格が必要なのか、

どういう勉強が必要なのかを知ることができたのでよかったです。ありがとうございまし

た。

糸魚川中学校
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254 　様々な会社事業所があって良かったと思います。 糸魚川中学校

255 　会社はまだいっぱいあるから学んでいきたいです。 糸魚川中学校

256
　自分の将来の職業選択のとても良い機会でした。将来のことについてよく考える時間にな

りました。
糸魚川中学校

257
　中学生のためにいろいろ作っていただきありがとうございました。社会の厳しさとともに

楽しいことなども説明してもらい理解することができました。
糸魚川中学校

258

　各ブースで話を聞いてたくさんの方々が糸魚川の為を思って働いてくださっていることを

感じることができました。私たちをいつも支えてくださっている方々に感謝して、自身の目

標に向かってがんばります。ありがとうございました。

糸魚川中学校

259
　忙しい中来てくださりありがとうございました。詳しく丁寧に話してくださりとてもわか

りやすかったです。
糸魚川中学校

260

　今日はわかりやすく楽しく説明してくださりありがとうございました。私は将来人以外に

いるかいないかわからないけど、皆さんのように楽しくやりがいを持って仕事ができたらな

と思いました。

糸魚川中学校

261
　その会社がどんなことをしているか、詳しく聞けたし僕たちが楽しめるような説明の仕方

をしてくださりとても感謝の気持ちでいっぱいです。
糸魚川中学校

262

　皆さんがいるから私たちは糸魚川で楽しく生活ができています。本当にありがとうござい

ます。今まで知らなかったことを学ぶことができました。たくさん教えてくださりありがと

うございました。

糸魚川中学校

263

　いろいろためになる話をありがとうございました。そして体験できるところもあってすご

く面白そうだなと思いました。兄のおかげで興味を持つ職業も増えました。ありがとうござ

いました。

糸魚川中学校

264

　今回のようなところを開いていただきありがとうございます。自分は事業所の事は興味は

なくあまり知らなかったけど、話を聞いていて興味が湧いてきて、どんな事業所があるのか

知れてよかったです。

糸魚川中学校

265
　私たちのためにこのような会を開いてくださりありがとうございました。今後のことに活

かしていきます。
糸魚川中学校

266 　頑張ってください。 糸魚川中学校

267

　地元糸魚川の会社や事業所を知る良い機会となりました。もともと知っていたところも知

らなかったところもより詳しく知ることができました。今日学んだことを活かして将来へつ

なげていこうと思いました。ありがとうございました。

糸魚川中学校

268
　将来糸魚川で働きたいと思っているので一緒に頑張りたいと思いました。今日はありがと

うございました。
糸魚川中学校

269 　高校生になってもいろんな職業を頑張りたいです。 糸魚川中学校

270
　自分の将来の職業を決めるためにいろいろなことを教えてくださり本当にありがとうござ

いました。
糸魚川中学校

271
　将来の糸魚川のために15歳の私たちが頑張って行かなきゃいけないと思いました。今日は

私たちのためにありがとうございました。
糸魚川中学校

272

　まずはたくさんのお仕事のお話を聞かせていただきありがとうございました。とてもわか

りやすく良かったです。糸魚川にこんな凄い会社があるんだと言うことも知れてよかったで

す。

糸魚川中学校

273
　会社や事業所のことを細かく丁寧に教えてくださりありがとうございました。将来の参考

にしていきたいです。
糸魚川中学校

274
　とてもわかりやすかったし体験もできたので自分が将来何になりたいのかが知れてよかっ

たし、いろいろな豆知識を知れたのでよかったです。
糸魚川中学校
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275
　短い時間だったけど会社の働き方やその職場で楽しいことなど詳しく教えてくれてありが

とうございました。
糸魚川中学校

276 　質問とかクイズをしたときに優しく教えてくれたりありがとうございました。 糸魚川中学校
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月日 会議名等 内容等 出席者

4月17日 庁内委員打合せ ・運営および企画内容協議
庁内委員

こども課

5月26日 庁内委員打合せ ・実施スケジュール（案）協議
庁内委員

こども課

6月2日 実行委員推薦依頼
・選任にあたり、企業雇用支援関係、企業支援関係、就労支援

　関係、医療関係、福祉関係事業所等に実行委員の推薦を依頼

6月22日 上越教育大学打合せ ・実施にあたって企画運営協力を依頼
上越教育大学

こども課

6月29日 第１回実行委員会

・糸魚川市のキャリア教育について

・実施概要、会則及び予算案について

・実行委員の役割について

・今後のスケジュールについて

実行委員

庁内委員

こども教育課

こども課

7月20日 中学校実行委員打合せ ・生徒の関わり及び役割分担について

４中学校実行委員

こども教育課

こども課

7月22日 企業募集開始
・おしらせばんにて企業募集開始

・キャリア教育応援企業へダイレクトメール発送

8月7日 企業募集締切

8月12日 事務局打合せ

・出展事業所の応募状況の確認

・企業説明会の開催について

・当日の準備物品について

・コロナ禍における開催方法の検討

こども課

9月8日 庁内委員打合せ
・これまでの経過報告

・出展事業所の応募状況について

庁内委員

こども課

9月15日 第２回実行委員会

・これまでの経過報告

・感染症対応について

・出展事業所の応募状況について

・企業説明会について

実行委員

庁内委員

こども教育課

こども課

9月23日 参加企業説明会

・糸魚川市のキャリア教育について

・キャリアフェスティバル実施概要説明

・ブース設置イメージ説明及びデモンストレーション

　※昼間・夜間の部あわせて37事業所参加

市内外事業所

こども教育課

こども課

10月6日 上越教育大学打合せ ・上教大からアイスブレイク内容の提案
上越教育大学

こども課

10月7日 中学校実行委員打合せ

・プログラム構成の確認

・生徒スタッフの役割確認

・昼食時、入退場時の配置（案）検討

・個別事項検討（グループ分け、顔・氏名の表示、撮影ルール、

　当日の持ち物、合唱内容等）

４中学校実行委員

こども教育課

こども課

10月13日 １日or半日開催の判断
・市内感染者なしの状況から、１日開催スケジュールでの実施を

　決定。　→　10月16日、出展事業所へメール通知
　

10月15日 ３高校生徒参加依頼 ・高校生ステージタイムへの参加協力を依頼

11月6日 上越教育大学打合せ ・アイスブレイク内容の確認
上越教育大学

こども課

11月9日 開催３日前実施判断 ・夕方の段階で感染者なし　→　翌日から会場設営開始

11月10日 開催２日前実施判断 ・夕方の段階で感染者なし　→　翌日から出展事業所準備開始

11月11日 開催前日実施判断 ・夕方の段階で感染者なし　→　翌日の開催決定

11月12日 開催当日

11月26日 振り返り会議
・４中学校長による振り返り

・次年度の開催に向けた意見交換

４中学校長

こども教育課

こども課

12月17日 第３回実行委員会

・実施報告について

・実行委員からの感想・意見

・次年度の取組について

実行委員

庁内委員

こども教育課

こども課

実施までの主な経過
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11/13付 糸魚川タイムス

市長からのメッセージ

今日はどんな一日になったでしょうか。皆さんが住んでいるこの糸魚川には、いろいろな会社、仕事、

そして熱い大人たちがいることがわかったのではないでしょうか。

今日感じたことをどう生かすか考えて下さい。糸魚川市は皆さんを一生懸命応援しています。いろいろ

な事を知ってもらい、そして学んでいただきたい。これからも地域でしっかり学んで、大きく社会に出て

行ってもらいたい。

ここにいる全員が、希望する進路が叶うよう心より応援しています。

今日は感動をありがとう。

糸魚川市長 米田 徹

新聞掲載記事

初めて開催するキャリアフェスティバルの取

組の狙いのほか、当日の様子や生徒の感想、

出展事業者の声が紹介されています。
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