
キャレイプォセトゥヒロいないぎわ 2021
実施報告書



令和５年６５月Ａ日〔金〕
Ｂ時５５分きる６5時2５分むど
糸魚川市民総合体育館
中学生クュレイプォセトゥヒロ実行委員会
能生中学校・糸魚川東中学校・糸魚川中学校・青海中学校
ぴせうば里特別支援学校〔中等部〕
８６6人
5５事業所
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№ 業種 事業所名
1 医療・福祉〔8〕 糸魚川さにやケレネヅケ病児保育室ズガ 理事長 渡辺。祐紀
2 糸魚川総合病院 病院長 山岸。文範
3 株式会社レマーン 代表取締役 飛田。尚文
4 社会福祉法人ぴせう福祉会 理事長。 小川。和雄
5 社会福祉法人糸魚川市社会福祉協議会介護ソンチーねず 施設長 加藤。邦子
6 地域生活支援ソンチーさむけし 管理者 内藤。正樹
7 特別養護老人ポーモめゆむば里 施設長。 岩﨑。良之
8 ルウプコイがゎアず 代表取締役。 猪又。直登
9 飲食業〔2〕 ゲワーヒロプーゼ株式会社うづしけ 代表取締役 福田。頼母
10 新潟セウーテ・ヌキスム 営業部長 中嶋。康仁
11 運輸業〔６〕 えっざナクゃく鉄道株式会社 代表取締役 鳥塚。亮
12 卸小売業〔2〕 株式会社パブー 代表取締役 福田。頼母
13 株式会社高瀬商会 代表取締役 髙瀬。吉洋
14 金融業〔６〕 糸魚川信用組合 理事長 黒石。孝
15 公務〔6〕 糸魚川警察署 署長 内山。嗣久
16 糸魚川市消防本部 消防長 小林。正広
17 糸魚川市議会 議長 松尾。徹郎
18 糸魚川市役所 市長 米田。徹
19 自衛隊新潟地方協力本部高田地域事務所 所長 古川。敏廣
20 プカヅシムゲヌメョーズイモ・長者ヶ原考古館 館長。 竹之内。耕
21 シーフセ業〔7〕 株式会社三愛旅行社 代表取締役 片山。良博
22 笹倉温泉龍雲荘 取締役温泉事業部長。 内藤。正利
23 北陸自動車株式会社 代表取締役社長。 猪又。一義
24 モーフーケレオウナRe:GOLITH 代表。 須崎。裕光
25 キウワベルケトゥヅケRぁかe 院長 三浦。智之
26 美容組合糸魚川支部 支部長 室橋。鉄也
27 日本郵便株式会社糸魚川郵便局 局長。 竹重。俊雄
28 製造業〔8〕 加賀ば井酒造株式会社 代表取締役。 山岸。逸人
29 株式会社能水商店 代表取締役。 松本。将史
30 株式会社美装うぎるす 代表取締役 五十嵐。紘英
31 株式会社チヌホ 代表取締役社長 田邉。郁雄
32 進工業株式会社糸魚川工場 工場長 植村。康史
33 ナーリーレナヮヅニ株式会社 代表取締役社長 髙瀬。昌洋
34 日本活性白土株式会社青海工場 取締役工場長 安田。和彦
35 明星ソャンナ株式会社糸魚川工場 取締役工場長 前川。修一
36 たば他〔８〕 上越チウモセ糸魚川支局 支局長 坂手。成雄
37 糸魚川商工会議所 会頭。 髙瀬。吉洋
38 新潟県弁護士会 弁護士 小出 薫
39 電力供給業〔６〕 黒部川電力株式会社 取締役社長。 小泉。健
40 農林水産業〔８〕 Uしプィーモ 代表 内山。真揮
41 のぬぎわ森林組合 代表理事組合長 岩崎。秀治
42 農業生産法人株式会社いげ里能生 代表取締役。 稲葉。淳一
43 保育園・幼稚園〔６〕 糸魚川キナレヅケ天使幼稚園 園長 齊藤。崇
44 建設土木〔7〕 株式会社伊藤建設 代表取締役 伊藤。文博
45 株式会社笠原建設 代表取締役 鈴木。秀城
46 株式会社キハキ 代表取締役 中村。博司
47 株式会社キハチ建設 代表取締役 猪又。直登
48 株式会社笹川建設 代表取締役 石﨑。寛治
49 株式会社谷村建設 代表取締役社長 卜部。友典
50 創和ズュセトヅケ建設株式会社 代表取締役 金子。靖

代表者役職氏名

出展事業所
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区分 所属 職名 氏名
実行委員長 糸魚川市立青海中学校 校長 石川。清春
副実行委員長 市教育委員会事務局 教育次長 磯野。茂
委員 糸魚川雇用促進協議会 会員 渡邉。誠司

糸魚川産業創造ベルヅナプカーモ委員会 委員 平野。嘉生
パワーワーケ糸魚川 統括職業指導官 芋川。岳宏
糸魚川総合病院 地域連携支援部サードゥハーチー 岩﨑。由美
地域生活支援ソンチーさむけし 管理者 内藤。正樹
糸魚川市立能生中学校 教諭 池村。里果
糸魚川市立糸魚川東中学校 教諭 渡邉。涼子
糸魚川市立糸魚川中学校 教諭 小玉。千秋
市産業部商工観光課 商工労政係長 山﨑。和俊
市教育委員会事務局さにや教育課 参事 小野。聡
市教育委員会事務局さにや教育課 さにや教育係長 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
市総務部企画定住課 主査 松澤。隆司
市産業部商工観光課 主査 久保田。直子
市産業部農林水産課 主査 赤石。和也
市教育委員会事務局生涯学習課 主事 齊藤。健人
市市民部健康増進課 健康でけれ係長 卜部。勝博
市福祉事務所 主事 寺﨑。唯

事務局

SCENE 氏名
ガーベネンゲ進行 吉原。ぽばき

小林。一哲
ローロ説明 船田。うっざ

中川。雄太
昼ば連絡 船田。うっざ
セトーズチウモ

オンドゥンゲ進行 小野。しける
丸山。歓太

感想発表 野本。蒼太
水嶌。陽輝
阿部。成龍
森。和也

閉会いうして 堀田。歩花

糸魚川東中学校

青海中学校

市教育委員会事務局さにや課

所属

糸魚川高等学校
糸魚川白嶺高等学校
海洋高等学校

能生中学校

能生中学校

糸魚川中学校
青海中学校
能生中学校
糸魚川東中学校
糸魚川中学校

実行委員会

サミーナャンヒー
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SCENE 所属 氏名
企画兼サードゥハーチー 株式会社ウーロー 伊藤。薫
ナーケドゥセキヅスランゴセナ LUNCH&CAFグ イパイキハ 藤岡。いきは

株式会社BASE968 矢島。好美
EYイニヒウジレー・インニ・サンシロトゥンゲ㈱ 呉。。佩穎

レヤーナ対談ゴセナ 三菱ムトレイロ株式会社 西連地。志保
JAぴせう 小野。岬
株式会社AGRI CARE 日馬。祐貴
有限会社猪又酒造 猪又。知良
有限会社匠―TAKUMI。 長内。優依

SCENE 所属 氏名
表紙絵作画 糸魚川中学校 猪又。菜桜

表紙絵作画

ピュームンコーヌー

ビンプヮヅナ表紙絵
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自δ┩ブい生ゾ方┲実現ベ┫〞┡┎ﾘ関わ┫力ﾙﾎﾘ自δ┲見┄┡┫力ﾙﾎﾘ夢┲起バベ

力ﾙ┲育┆┫〞┡ﾎ生徒ゼ地域┎大人┈対睾ブﾎ大人┎姿┲通ブ┆自δ自身┲見┄┡ﾎ自δ┎

未来れ地域┎未来┲考え┫機会┲創出ベ┫ﾏ

糸魚川┋┏ﾎ生ゾ生ゾ┈ﾎそブ┆堂々┈ﾎ自┩┎♂事┋誇┪┲持┃┆生ゾ┫多く┎大人ゼ働

い┆い┞ベﾏ将来┲担う中学生ゼﾎ地域┎企業┲知┪ﾎ地域┇働く大人┈┎関┪┲通ブ┆ﾎ自

δ┎ﾘ好ゾﾙ┤生ゾ方┲見┄け┫ゾ┃ズけ┈ブﾎい┄┎日ズ地域┲支え┫主役┋┊┃┆┢┩い

〞い んﾏ そ┳┊願い┲込┡ﾎ今年┢開催ベ┫ﾘキャへ┹フェステ┺バほい┈いゼわﾙﾏ

中学生┈大人ゼ出会いﾎ伝え合いﾎ熱い想いゼ┄┊ゼ┫ﾏ

糸魚川┇┎♂事ﾎ暮┩ブﾎ生ゾ方 んﾏ

大人┎姿┤想い┲通ブ┆ﾎ糸魚川┲知┪ﾎ糸魚川┲┢┃┈好ゾ┋┊┃┆┛ブい┈┎想い┲

込┡┆い┞ベﾏ

教育長あいして

キャレイプォセトゥヒロば目的な想い

＜未来┘┎┓ゆくﾎ中学３年生┎皆ビ┳┘＞

君〞━┎┞〞┎疫┲ﾎ糸魚川地域ﾎ県┤国ﾎ世界┎様々┊事業所┇活躍ベ┫ﾎ立派┊社会┎担

い手┈呼┳┇いいズいﾏ

そ┬┏間違い┊くﾎ君〞━一人┒┈┪┎未来┎姿┊┎─ズ┩ﾏそ┬┊┎┋君〞━┏ﾎ自δゼそ

う┇あ┫バ┈┲誰┢知┩┊い┎─ﾏ

ズ┄┆活躍ビ┬〞先輩┤ﾎ今輝ゾ┊ゼ┩活躍ビ┬┆い┫人〞━ゼﾎ誰┢自δ┎未来┲知┩┊

ズ┃〞┨う┋ﾎ君〞━┢ﾎ今┏ﾎそ┬┲知┩┊い┎─ﾏ

ババ┋集┞┃┆い┫一人┒┈┪┎皆ビ┳ﾏ

必要┊バ┈┏自δゼﾎ未来┎誰ズ┇あ┫ズ┲夢見┫バ┈┇あ┪ﾎそう信プ┫バ┈─ﾏ

糸魚川市┇学┓〞く┞ブく育┄中学３年生ﾎ一人┒┈┪┎皆ビ┳┘ﾏ

君〞━┲未来┎疫┇ﾎ様々┊δ野れ事業所┇大活躍ベ┫社会┎担い手┈呼┳┇いいズいﾏ

昨年度ね続く，第４回目ば『キャレイフェセテゥバロいないぎわ』ね中学５年生，そすと50やば
企業や事業所ば皆様きるざ参集いちぢく大変あれぎなうざじいませ．なれわこ，各事業所ば皆様ね
ぱ，ざ多用ば中ァざ支援・ざ協力賜れますちさなね感謝申す上ごませ．
本日ばウベントば趣旨や含ゃ，皆しアへメッセーズァ込ゃちひなてば詩ァ紹介いちすませ．

本日ぎ，中学生ねなづと，そすと，企業や事業所ば皆様ねなづと，意義あろ実れば一日なぬれま
せりう願い，開会ば挨拶ないちすませ．

糸魚川市教育長 靏本 修一
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準備～開場

４回目ば開催なぬろキャレイプォセトゥヒロいないぎわ．
昨年りれ参加事業所や増え，りれいわいわぬ仕事ね触ゎるゎろ
りうねぬれむすち．生徒ば到着ぎ待っくゎむせア．

進行，ローロ説明ァ務ゃろ中学生
サミーナャンヒーな打合せ

学校ぢこぎ学ぶ場所ずゅぬい．準備せろ大人や力ぎ入れむ
せ．
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ガーベネンゲ

ビンプヮッナば素敵ぬ表紙絵ァ描いとけゎち糸魚川中学校ば猪又菜桜しア．

糸魚川東中学校ば吉原ほばきしア，小林一哲
しアぎガーベネンゲ宣言ァ行いむすち．全員
ぎ今日３日ァ目一杯楽すやう．

ヘーセ巡ればローロねていと，能生中学校ば
船田いっざしアな中川雄太しアきる説明ぎあ
れむすち．

暗転きるば演出ど始むづちガーベネンゲ．昨年ば先輩ちっば様子ァ動画ど鑑
賞す，気持っァ高ゃむすち．今年ば主役ぱ君達ぢ．

靏本教育長きる生徒ね向こ，未来ァ描
け詩ぎ贈るゎむすち．

7



ヘーセ巡れ

熱気溢ゎろ会場．滞在時間いづぱいむど積極的ね対話すりう．

将来，にうあれちいき．
自分ば興味，関心，好くァ見
てこりう．

8



←自分朔将来鷺う作りたい昨か。

。会場ど興味，関心，好くァ見てこりう．

ヘーセ巡れ

福祉関係ば事業所どぱ，７事業所ぎ合同ど特設ヘーセ
ァ設こ，介護・福祉ば仕事ァりれ身近ね感ずるゎろり
う工夫ァ凝るすといちぢくむすち．

生徒な大人ば熱気ぎぶてきれ
合う．
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ヘーセ巡れ

対話ゆ体験ば中ね，ちけしアば驚くな学びぎあれむすち．

真剣ぬ眼差すね大人や本気ど応えろ．
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ピュームンコーヌー

糸魚川高校ぱ，琴ば演奏ね乗せ，書道ビプカームンセァ披露す，部活な勉強ば充実すち学校生活ァ紹介すむすち．
糸魚川白嶺高校な海洋高校ぱ，セルウニァ使づと授業ば様子ァ発表すむすち．

新企画ばピュームンコー
ヌー．UIターンすち女性き
る，糸魚川ば魅力ァ語づと
やるいむすち．

高校生セトーズタウモ
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オンドゥンゲ

各校ば代表なすと，糸魚川中学校ば野本蒼太しア，糸魚川東中学校ば水嶌陽輝しア，能生中学校ば阿部成龍しア，青海中学校ば
森和也しアきる，さば日感ずちさなァ率直ね語づとやるいむすち．

記念撮影どば笑顔きる，充実すち
３日どあづちさなぎ伝わづとくむ
すち．

最後ぱ，合唱曲『いてむどや』ばャワドゥーね乗せ，さば日
３日ァセルウニ画像ど振れ返れむすち．

市長きるばャッセーズば後，糸魚川中学校ば堀田歩花しアぎ
閉会ばあいしてァ行いむすち．想いぎ込ゃるゎちあいしてね
心ァ打ちゎむすち．
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Ⅲ 業種
度数 ％

製造業 8 16%

医療・福祉 8 16%

土木建設業 7 14%

シーフセ業 7 14%

公務 6 12%

農林水産業 3 6%

飲食業 2 4%

卸小売業 2 4%

運輸業 1 2%

金融業 1 2%

電力供給業 1 2%

保育園・幼稚園 1 2%

たば他 3 6%

計 50 100%

Ⅳ 所在地域
度数 ％

糸魚川地域 38 76%

能生地域 6 12%

青海地域 3 6%

上越 3 6%

計 50 100%

Ⅴ 参加回数
度数 ％

４回目 35 70%

初ゃと 15 30%

計 50 100%

製造業
16%

医療・福祉
16%

土木建設業
14%

シーフセ業
14%

公務
12%

農林水産業
6%

飲食業
4%

卸小売業
4%

運輸業
2%

金融業
2%

電力供給業
2%

保育園・幼稚園
2%

たば他
6%

糸魚川地域
76%

能生地域
12%

青海地域
6%

上越

全体〔N＝50〕

全体〔N＝50〕

出展事業所属性

４回目
70%

初ゃと
30%

全体〔N＝50〕
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度数 ％

良きづち 43 91%

むいむい良きづち 4 7%

良けぬきづち 0 0%

計 47 100%

番号 評価 業種

1 良きづち 医療・福祉

2 良きづち 医療・福祉

3 良きづち 医療・福祉

4 良きづち 医療・福祉

5 良きづち 医療・福祉

6 良きづち 製造業

7 良きづち 製造業

8 良きづち 製造業

9 良きづち 製造業

10 良きづち 製造業

意見
初ゃと参加しそとうちぢくむすちぎ，興味深うやばぎいれむすち．子供達
ば将来ばちゃね行政な企業ぎ連携す，考えとうろさなぎ良け分きれむす
ち．
産学官連携ば取れ組めなすと，参加者全員ぎ楽すめぬぎる交流ァ図ゎろ素
晴るすう企画ぢな思うむせ．

中学８年生ば将来ァ見据えち眼差すァ間近ど見ろさなぎどくちさなぱ貴重
ぬ時間どすち．

参加すち企業ぱ一部どせぎたゎどや糸魚川ねさアぬね多けば職種ぎいろな
ううさなぎ生徒ねや伝わづちきな思うむせ．

前年度な比較す，くっアな全ヘーセね全時間帯ど生徒しアぎ来ろりうね
ぬづとうち為，ヘーセ毎ば不公平感ぎぬきづちりうね感ずむすち．

自分ちっば仕事ァわきれゆせけ言語化せろうう機会なぬづち．

企業ば方々や生徒ば熱意ね負こぜ燃えとうち．

将来ば糸魚川市ァ担う人ァぴなれどや多け増ゆせちゃねぱ，必要ぬ活動ば
ぴなてどぱぬうどすらうき．

市内中学生ぺ地域企業ァ知づとやるう第一歩なすとぱ有意義ぢな思づち．

参加しゎち事業所ば皆様ば色々ぬ工夫ゆイウドイぎめるゎとなとや参考ね
ぬれむすち．

良きづち
91%

むいむい
良きづち

9%
良けぬきづち

0%

全体〔N＝47〕

出展すち感想

＋代表的ぬ意見－
・産学官連携ば取れ組めなすと，参加者全員ぎ楽すめぬぎる交流ァ図ゎろ素晴るすう企画ぢな思う．
・将来ば糸魚川市ァ担う人ァぴなれどや多け増ゆせちゃね必要ぬ活動ばぴなてどぱぬうどすらうき．
・市・生徒・教員・企業ば全とばソケスランねャレヅナぎいろ素晴るすうウホンナぢな思うむせ．
・人生ば方向ぎ大くけ変わろ時期ね，進路目標ば選択ば参考ね繋ぎろうう機会，一助ぢな感ずち．
・企業側や『昨年な同ずさなァゆゎひ良う』な思づとぱうこぬうばぢな感ずち．
・学校側ば配慮ぢな思うむせぎ，見学ヘーセァ割当としゎ，生徒ぎ希望せろヘーセね行こぬきづち

ばぱ残念．
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番号 評価 業種意見

11 良きづち 製造業

12 良きづち 製造業

13 良きづち 製造業

14 良きづち 製造業

15 良きづち 建設・土木

16 良きづち 建設・土木

17 良きづち 建設・土木

18 良きづち 建設・土木

19 良きづち 建設・土木

20 良きづち 建設・土木

21 良きづち 建設・土木

22 良きづち シーフセ業

23 良きづち シーフセ業

24 良きづち シーフセ業

25 良きづち シーフセ業

26 良きづち シーフセ業

27 良きづち シーフセ業

28 良きづち シーフセ業

29 良きづち シーフセ業

30 良きづち 公務

31 良きづち 公務

多けば生徒しアね弊社ばヘーセね参加すとうちぢくむすち．

建設業ねてうと，具体的ね知づとやるえと良きづち．

今回，ぱずゃと参加しそと頂くむすちぎ，なとや良きづちどせ．来年や，
チウメンゲぎ合えひむち，参加すちうな思うむすち．

何るきばが役ね立とちばどいゎひ嬉すうどせ．

ゲワーヒロプーゼね同ず．

前回りれや企業ヘーセや増え，活気ね溢ゎ良うウホンナどいづちな思うむ
せ．

普段接せろさなば少ぬう市内中学生ね対す，自分ちっば会社ば事ゆ仕事内
容ァ説明せろ良う機会どいづち．

私ぎ生むゎち町どやさばりうぬ取れ組めぎいゎひ良きづちばねな思うむす
ち．

参加しゎとうろ企業ば熱意ぎ感ずるゎとりきづちどせ．

会社名ァ知づとやるうッュンセぎ出来ち事ぎ良きづち．

４回目ば開催なぱ思えぬうぽに，規模ば大くぬ行事ど驚くむすち．

子にやちっな接せろさなぎどく，楽すう時間ァ過ざせさなぎどくち．

糸魚川市内６中学校５年生ぎ一同ね集むれ，さゎきる高校受験等ど人生ば
方向性ぎ大くけ変わろ時期ね自分ば将来像ァ想像せろうえど，地域ば各業
種や一同ねいれ，知ろ事ど進路目標ば選択ば参考ねてぬぎろうう機会，一
助ぢな感ずむすち．

〔サャンナぬす〕

日常業務ど接せろさなば少ぬう，中学生ね直接会社ば魅力ゆ仕事内容ァ伝
えろさなぎ出来ち．

生徒ば皆しアね，仕事ぺば思う，誇れァ直接が伝えどくろ機会ァけぢし
れ，いれぎなうざじうむすち．むち，ヘーセね来とけゎち生徒ばぽなアに
ば方ぎ，名前ぱ知づとうろこに仕事ば内容むどぱわきるぬうなうう感ずど
すちばど，にアぬ仕事きァ知づと頂け機会ねやぬれ，本当ねりきづちど
せ．今回参加しそとうちぢうち中ど，私自身ぎ生徒ば皆しアきるちけしア
ば刺激ァ頂く，勉強しそとうちぢうち３日なぬれむすち．感謝申す上ごむ
せ．

中学生ば熱うむぬじすね気合ぎ入れむすち．うう取れ組めぢな思うむせ．

私自身，中学生ば頃さばりうぬウホンニぎいゎひ良きづち…．な思うぬぎ
るベヮゾンすとうむすち．中学生きる『ぬぞさば会社ァ選アぢばき』なう
う質問ね対す，自分ぺ問うきこ，入社時ば初々すう気持っァ思う出せさな
ぎ出来むすち．市・生徒・教員・企業ば全とばソケスランねャレヅナぎい
ろ素晴るすうウホンナぢな思うむせ．

高校進学前ね，中学８年生ぎ様々ぬ地元企業ねてうと話ァ聞ころ機会ぎい
ろばぱ，なとや良うな思うむせ．

なとや有意義どさっるやビワーァやるうむすち．来年や是非，協力ァすち
うな思うむせ．

中学生ね対すと直接が話ァせろ機会ぎどくとなとや有意義どすち．
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番号 評価 業種意見

32 良きづち 公務

33 良きづち 農林水産業

34 良きづち 農林水産業

35 良きづち 農林水産業

36 良きづち 飲食業

37 良きづち 運輸業

38 良きづち 卸小売業

39 良きづち 金融業

40 良きづち 電力供給業

41 良きづち 保育園・幼稚園

42 良きづち たば他

43 良きづち たば他

44 むいむい良きづち 医療・福祉

45 むいむい良きづち 医療・福祉

46 むいむい良きづち 医療・福祉

47 むいむい良きづち 建設・土木

今年や大変楽すむそとうちぢくむすち！昨年度な子にや達ば雰囲気ぎ違
う，企業側や『昨年な同ずさなァゆゎひ良う』な，思づとぱうこぬうばぢ
な感ずむすち．

なとや活気ばいろ会ねぬづと良きづち．

子供達ば為ねぬろ催すね参加どくと良きづち３

〔サャンナぬす〕

〔サャンナぬす〕

感染防止対策ァなれててどくろぢこばさなぱどくちな思う．各事業所ぎ工
夫す中学生ね伝えりうなすとうろ熱意ァ感ずち．当組織や若手ば職員ぎ頑
張づとけゎち．

介護ゆ高齢者ねてうと知づとやるえろ機会ねぬづちな思う．

今回初出展どすちぎ，周ればヘーセァ見ろなやう少す柔るきう内容ど，体
験型ば紹介ぎ出来ゎひりきづちな感ずとうむせ．

中学生な触ゎ合うさなぎどく新鮮ぬ感覚どいづち．説明等ァ担当すち若手
社員や良う経験ぎどくち，楽すきづちな喜アどうち．

昨年きる参加すとうろぎ，企業，生徒ね なづとちうぺア有意義ぬウホンナ
ぢな評価すとうろ．来年やぞぴが願うすちう．

糸魚川ねぱ，色々ぬ業種ば企業ぎいろさなァ生徒ね理解すとやるえろなと
や良うッュンセな考えむせ

中学生ば熱意ァ感ずるゎちばぎ良きづちどせ．昨年度な比ほと，半日ばめ
ば参加どいづちばど負担感ぱ軽減しゎむすち．

真剣ね向く合づとけゎち中学生ね対す，私自身や仕事ね対すと・社会人な
すとば在れ方ァ見てゃ直せ良う機会なぬれむすち．インコーナば『一緒ね
働くちけぬづち』なうう項目ぱ，今後ぱ違う文言どが願うすむせ〔結構傷
てくむせ〕．

〔サャンナぬす〕

中学生ば皆しアね直接ャヅソーズァ伝えろさなぎどくちさなぎ良きづち．

密ねぬるぬうりう感染防止対策ばちゃば学校側ば配慮ぢな思うむせぎ，見
学ヘーセァ割当としゎ，生徒ぎ希望せろヘーセね行こぬきづちばぱ残念．
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度数 ％

良きづち 43 91%

むいむい良きづち 4 9%

良けぬきづち 0 0%

計 47 100%

番号 評価 業種

1 良きづち 医療・福祉

2 良きづち 医療・福祉

3 良きづち 医療・福祉

4 良きづち 医療・福祉

5 良きづち 医療・福祉

6 良きづち 医療・福祉

7 良きづち 製造業

8 良きづち 製造業

9 良きづち 製造業

10 良きづち 製造業

11 良きづち 製造業

めぬしア，熱心ね聞うと下しれ，さっるや話すぎう，ゆれぎうぎいれむす
ち
学校単位ど多少温度差ぎいろばきぬな感ずろ事ぎいれむすち．

生徒ば皆しアや先生ば指示ァ良け聞く，すづきれ挨拶や出来とうと驚くむ
すち．移動時間5分ぱ短うばどぱな思づとうむすちぎ，クフクフ動うと時間
通れね進ゃるゎとがれ素晴るすきづちどせ．

話ァ聞け姿勢ぎなとや良きづちどせ．

意見
明ろけ元気ど対応や良け熱心ね話ァ聞うとけゎむすち．質問や沢山すとけ
ゎと真剣しぎ伝われむすち．『糸魚川ぱ好くどせき？』なうう質問ぎい
れ，生徒達ば地元ぺば想うぎ強うさなァ感ずむすち．

挨拶，参加姿勢及ふ態度，事前準備せほとねがうと真摯ね向く合わゎとが
れ，本主旨及ふ目標ね対すと十分ぬ理解ぎしゎとうろさなァ感ずむすち．

すづきれ説明ァ聞うとうち．さっるきる問うきころなすづきれ返答すとけ
ゎとうろ子ぎ多きづち．挨拶ぎすづきれしゎとうち．

目ァ輝きそと説明ね聞く入ろ姿ァ拝見すと，気持っりけナーケぎどくむす
ち．ざ指導ね感謝うちすむせ．

事前学習ぎすづきれぬしゎとうと，ャヤァなづちれ積極的ね参加せろ姿ね
頼やすしァ感ずむすち．

話ァ聞さうなせろ姿勢ぎいろ生徒ぎ多数どいづち．

特ねいれむそア．

良きづち
91%

むいむい
良きづち

9%

良けぬきづち
0%

全体〔N＝47〕

生徒・学校ねていと

＋代表的ぬ意見－
・事前学習ぎすづきれぬしゎとうと，ャヤァなづちれ積極的ね参加せろ姿ね頼やすしァ感ずむすち．
・熱心ね話ァ聞け姿勢ぎ多けめるゎむすち．生徒しアばぽうきるや質問ゆ意見ァ積極的ねすとうち

れなとや充実すち時間ぢづな思うむせ．
・私語ァ話せさなぬけ，さっるば説明ァ熱心ね聞く，驚くぎいゎひ表情ね表すとけゎとうちばど，

説明せろ方や力ぎ入れむすち．
・興味ぎぬう事業所どや訪問すちゲローベなすと，くっアな聞く，質問ァすとうち．
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番号 評価 業種意見
12 良きづち 製造業

13 良きづち 製造業

14 良きづち 製造業

15 良きづち 製造業

16 良きづち 建設・土木

17 良きづち 建設・土木

18 良きづち 建設・土木

19 良きづち 建設・土木

20 良きづち 建設・土木

21 良きづち 建設・土木

22 良きづち 建設・土木

23 良きづち シーフセ業

24 良きづち シーフセ業

25 良きづち シーフセ業

26 良きづち シーフセ業

27 良きづち シーフセ業

28 良きづち シーフセ業

29 良きづち シーフセ業

30 良きづち シーフセ業

31 良きづち 公務

32 良きづち 公務

33 良きづち 公務

34 良きづち 農林水産業

建設業ば事ァ少すどや理解すとやるえちな思うむせ．さっる側ば説明ね対
す真剣ね話ね耳ァ傾こと知ろ姿ぱ，説明せろぎ側ねや伝わづとくむすち．

熱心ね話すァ聞うとうちぢく，りきづちどせ．ちぢ，ヘーセゃげれば2５分
なうう貴重ぬ時間ば中ど，付く添うば先生きるば個人的ぬざ質問ぎいれ，
いれぎちきづちどせすが気持っぱわきろばどせぎ，たば反面，生徒しアば
質問せろ時間ぎ減づとすむう，残念どすち．むち，私ぎ話すとうろ最中
ね，付く添うば先生ぎ生徒しアば聞け姿勢ね指導ぎ入れ，場ば空気ぎ一気
ね変ぬ緊張感ね変わづとすむう場面ぎいれむすち．先生ばざ指導なが気持
っぱ理解どくむせす，いれぎちきづちどせぎ，けぢこち空気感ぎ一気ねぬ
けぬづちさなど，伝わろやばや伝わるぬけぬづとすむうばど，たば場どぱ
ぬけ，終わづときるばざ指導うちぢけぬにばざ配慮ァうちぢこちるな思う
むすち．

めぬしア真剣ね聞うとけゎむすち．

説明ァ真剣ね聞うとうちぢこちちゃ良きづちな思うむせ．

私語ァ話せさなぬけ，さっるば説明ァ熱心ね聞く，驚くぎいゎひ表情ね表
すとけゎとうちばど，説明せろ方や力ぎ入れむすち．

良け聞うとうろ．
熱心ね話ァ聞け姿勢ぎ多けめるゎむすち．生徒しアばぽうきるや質問ゆ意
見ァ積極的ねすとうちれなとや充実すち時間ぢづな思うむせ．

熱心ね聞うとうと，好感ぎ持とむすち．

〔サャンナぬす〕

積極的ね質問ァすとけゎと，来年以降ば企業説明資料ば構成ねてうとピン
ナァやるえち．

〔サャンナぬす〕

〔サャンナぬす〕

生徒達ぱサワヌ対策ばちゃ，指示ね従うゲローベ単位ど行動す，時間や守
れ行動出来とうちな思う．

〔サャンナぬす〕

青海中学校しアぱ，午後ぱプレーど回るそとちめちうどせぎ，なとや良
きづち様ね思えむすち．次回ぱ，他ば中学校どや採用すとめちるにうどせ
き?

真剣ね話ァ聞うとうちぢくむすち．質問や多けうちぢくむすち．いれぎな
うざじうむすち．

生徒きる，仕事面ねてうとうわアぬ質問等ぎ多数いれ良きづち．

将来ば夢な希望ァ大切ね進アどけぢしう．

女子生徒しアば最後ば挨拶ね感動すむすち．

将来ばさなァ自分ばさななすと真剣ねなるえとクュレイプォセトゥヒロね
臨アどうちな思うむせ．

礼儀正すけ，学まうなすとうろ姿勢ぎ感ず取ゎむすち．

生徒や真剣ぬむぬじすど，さっるねや気持っぎ伝われやづな色々ぬ事ァ教
えといごゎろりうね来年や頑張れちうどせ．

にば生徒や熱心ね話ァ聞うとうち．ゆづと良きづち．
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番号 評価 業種意見

35 良きづち 農林水産業

36 良きづち 農林水産業

37 良きづち 飲食業

38 良きづち 運輸業

39 良きづち 卸小売業

40 良きづち 電力供給業

41 良きづち 保育園・幼稚園

42 良きづち たば他

43 良きづち たば他

44 むいむい良きづち 医療・福祉

45 むいむい良きづち 医療・福祉

46 むいむい良きづち 建設・土木

47 むいむい良きづち 金融業

聞け耳ァやづと参加すとけゎちさなぎなとや良きづち．

熱心ね聞うとけゎちぎ，割当ねしゎちきるき，興味，反応ばぬう生徒や見
るゎち．

熱心ねャヤァなろ生徒な，半分寝とうろ生徒ぎうち．説明せろ企業側ぱ一
生懸命ね生徒ね分きれゆせけ説明すとうろてやれどいろぎ，少す残念ど
いづち．

特ねいれむそア

ががもは関心ァ持づと聞うとうちぢうち．たば後ばインコーナどや生徒き
る評価ァ頂く喜アどうろ．

〔サャンナぬす〕

生徒ばめぬしアぱ６日ど６５社ば話ァ聞けさなぱ大変ぢづちな思うむせぎ，全
体的ね積極的ぬ姿勢ァ感ずむすち．

他ば企業な違う，当所ねぱ体験せろ・体験どくろヤバぎぬけ，聞け側〔中
学生〕や2５分間聞くづびぬすぱクテきづちな思うむせ．が話ァ聞うとうち
ぢく，いれぎなうざじうむすち．

生徒きるば質問ぬにぎ少ぬきづちばどやう少す発言〔質問〕ぎいづとや良
きづちな思う．

すづきれな話すァ聞うとけゎち，質問ァ受こ付こちぎぬきぬき質問ぱ出と
さぬきづち．

当日ばローロゆ流ゎァ守れ，大変気持っば良う生徒しアひきれどすち．先
生方や一緒ねぬづと楽すアぢれ，写真ァ撮づちれ．良う雰囲気どすち．

興味ぎぬう事業所どや訪問すちゲローベなすと，くっアな聞く，質問ァす
とうち．広け知ろなうう目的ね向こ学校及ふ教員ば方ば働くきこぎぬしゎ
とうちばぢな思う．

真剣ね聴うとけゎと，ムヌーや良きづち．
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度数 ％

良きづち 37 79%

むいむい良きづち 10 21%

良けぬきづち 0 0%

計 47 100%

番号 評価 業種

1 良きづち 医療・福祉

2 良きづち 医療・福祉

3 良きづち 医療・福祉

4 良きづち 医療・福祉

5 良きづち 医療・福祉

6 良きづち 医療・福祉

7 良きづち 製造業

8 良きづち 製造業

意見

準備段階きる熱心ね打っ合わそァ行うなとやりきづちな思うむせ．当日や
ナルヘロぬけセモーゼね実施ぎ出来ちな思うばど良きづちな思うむせ．

生徒ちっば回れ方ぎ改善しゎとりきづち．６チーンざなね必ぜ生徒ぎくと
けゎちさなど，事業所なすとやゆれぎうァやづと説明どくち．

市長きるばャヅソーズぬにぱガンルウンどや良きづちな思う．

〔サャンナぬす〕

事前ば準備きる当日ば運営むど，なとやセモーゼね行わゎちな思うむせ．
大変いれぎなうざじうむすち．

設置ヘーセね対すと『番号表記』等ば目印ぎいろなしるね，生徒ば空間認
識ぎ高むづちばどぱな感ずむすち．

企業ぢこどぬけ，高校生ば発表ぬにや聞こと，進路ァ考えとうろ子供ちっ
ねなづとなとや良きづちな思うむせ．

開会式ど昨年ば様子ば動画，閉会式どぱ当日ば動画．今ば子供達ぱ素直ね
受こ取ろばどすらうぎ，何き取れ組めァ美化すせぐばりうど違和感ァ感ず
とすむうむすち．記憶ゆ考察ぱ生徒一人ぴなれば頭いろな思うむせ．何き
国策映画ァ見とうろりうぬ気分ぬれむすち．別ね来年ゆゃとぽすうなうう
訳どぱいれむそア．９５代ばがずしアなすとば感想どせ．

良きづち
79%

むいむい
良きづち

21%

良けぬきづち
0%

全体〔N＝47〕

運営面ねていと

＋代表的ぬ意見－
・事前ば準備きる当日ば運営むど，なとやセモーゼね行わゎちな思う．
・細きぬ気配れぎ感ずるゎろ運営ど素晴るすきづち．
・ヘーセ訪問終了後ば率直ぬ感想ぎヂウヮケナねわきろりうねすといれ良きづち．
・昨年ばベワゲルモァ改善す，不必要ぬやばぎぬけぬづちな感ずち．
・会場ば配置ゆ時間配分，生徒ァ中心なすち動くぬに，事業所ァ含ゃ大人ぎ出せぐぜね良きづちな

思う．
・イウセヘヮウケぎぬきづちばど，生徒達ぎ『が客しむ』状態ど始むづちばぱ，やづちうぬうきな

思う．
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番号 評価 業種意見

9 良きづち 製造業

10 良きづち 製造業

11 良きづち 製造業

12 良きづち 建設・土木

13 良きづち 建設・土木

14 良きづち 建設・土木

15 良きづち 建設・土木

16 良きづち 建設・土木

17 良きづち 建設・土木

18 良きづち 建設・土木

19 良きづち シーフセ業

20 良きづち シーフセ業

21 良きづち シーフセ業

22 良きづち シーフセ業

23 良きづち シーフセ業

24 良きづち シーフセ業

25 良きづち シーフセ業

26 良きづち シーフセ業

27 良きづち 公務

新型サワヌエウロセ感染拡大ァ考慮す運営ァすと頂くいれぎなうざじうむ
すち．準備等大変ぢづちな思うむせぎ，成功裏ね終えろさなぎ出来ちばぱ
皆様ば努力・協力ばが陰ぢな思うむせ．

ヘーセ訪問終了後ば生徒ば皆しアば率直ぬ感想ぎヂウヮケナねわきろりう
ねすとうちぢうと，話せ内容ゆ2５分ば構成ァ振れ返ろさなぎ出来ちばどり
きづちどせ．セモーゼぬ運営ァすとうちぢくいれぎなうざじうむすち．

が世話ねぬれむすち．

今回，美容組合ばヘーセぱ午前な午後なゆれ方ァ変えと，午後さるぱ生徒
しアね体験すとやるう時間ねすむすち．事前ねやう少す早け何ァせろきァ
決ゃと，運営側ね連絡ァせゎひ良きづちな反省すとうむせ．次回ぱ，何き
体験サーヌーァせろばどいゎひ早目ね連絡ァすと，生徒しア達ねや教えと
いごと下しう．

〔サャンナぬす〕

〔サャンナぬす〕

６ゲローベざなね終了時間ァ知るそとやるう大変助きづち．

サワヌ感染防止対策やすづきれどくとうと良きづちどせ．むち昨年ばベワ
ゲルモァ改善す，不必要ぬやばぎぬけぬづちな感ずむすち．

特ね無す

サワヌ禍ねがうとば運営ぱ特ね大変ぢづちさなな思うむせ．素晴るすう運
営どぱぬきづちどすらうき．が疲ゎ様どすち．

チウモセコズョーロぎ分刻めぢづちばど，やう少す余裕ぎ欲すきづちど
せ．

８日ばャーロ連絡ね気付きぜ，駐車禁止ばなさわぺ駐車すとうむすち．申
す訳いれむそア．隣接ヘーセば音響ゆ声ど聞さえぬうばど壁ぎいろなうう
ぬな思うむすち．

サワヌ過どば運営ぱ大変ぢづちな思うむせ．いれぎなうざじうむすち．一
点申す上ごろなせろな当日準備開始時点どヘーセど電気ぎ使えぬきづちば
ど使えろないれぎちきづちどせ．

各ヘーセば間ね，ビートゥスランど仕切づと頂くちう．〔説明中，隣な重
ぬれ，聞さえぜるきづち．)

サワヌ禍ば中さばりうぬウホンナァ開催すとうちぢくいれぎなうざじうむ
すち．今回ぱ2回目なううさなやいれなとやセモーゼぬ運営及ふ進行ぢづ
ちりうね思うむせ．

〔サャンナぬす〕

特段，問題ぱ無うばどせぎ女生徒ぎ床ねずきね座ろば大変きぬな思うむす
ち．〔ソヅナ大変ぢな思うむせぎ椅子ぎいづとや良うばどぱ〕

〔サャンナぬす〕

今どくろ限れば感染防止対策ァ徹底す，ウホンナ運営どくとうちな思うむ
せ．中学生ねぱ多けば職業ね関せろ知識ァ広ゃろ非常ね良うウホンナぢな
思うむせばど反省点ァ整理すと継続開催すと欲すう．
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番号 評価 業種意見

28 良きづち 公務

29 良きづち 公務

30 良きづち 農林水産業

31 良きづち 農林水産業

32 良きづち 飲食業

33 良きづち 卸小売業

34 良きづち 金融業

35 良きづち 電力供給業

36 良きづち 保育園・幼稚園

37 良きづち たば他

38 むいむい良きづち 医療・福祉

39 むいむい良きづち 医療・福祉

40 むいむい良きづち 製造業

41 むいむい良きづち 製造業

42 むいむい良きづち 製造業

43 むいむい良きづち 製造業

44 むいむい良きづち 建設・土木

最後うて撤収ァすとううきわきれむそアどすち．

昼食休憩ば時間ぱやう少すいづち方ぎ良うな感ずむすち．

〔サャンナぬす〕

準備ば際裏口きるや荷物ァ搬入どくろなりきづち．

参加企業ぎさゎ以上 増えぬうさなァ望も．

セモーゼねどくちな思うむせぎ，会場内ぎ暑きづちばど生徒ば水分補給ば
休憩ぎやう少すいづとや良きづちばきぬづな思うむすち．

介護保険係ば方や関わづと下しれ，介護事業所ぎむなむづと取れ組ゃと良
きづちな思う．午前・午後な各事業所ど分担すちさなど負担ぎ少ぬけとり
きづち．

細きぬ気配れぎ感ずるゎろ運営ど素晴るすきづち．

運営セチヅプば皆様大変ざ苦労様どすち．自己満足ばが祭れど終わるぬう
様ね改良すと継続ァが願うすむせ．

〔サャンナぬす〕

昨年ね引く続くサワヌ過どば開催なぬれむすちぎ，運営ば十分ぬ配慮ねり
れ開催すと頂く大変感謝申す上ごむせ．我々ば業種ァ若う方々ね知づとう
ちぢころ大変良うウホンナどせ．来年や是非参加しそとけぢしう．りわす
けが願うすむせ．いれぎなうざじうむすち．

昨年りれ３き月ぽに早う開催どすちぎ，寒けやぬけ良きづちな思うむせ．

〔サャンナぬす〕

問題ぬけ，セモーゼね運営すと頂うち．サワヌ禍ぎ終結すちる，やう少
す，生徒ね楽すアどやるう企画や必要きやすゎぬう．

サワヌ禍どば運営方法ば検討，大変が疲ゎ様どせ．仕方ぎぬうばどせぎ，
ゆぱれ密ぬ印象どすち．さばウホンナきるサワヌ感染者ぎ出ぬうさなァ
祈づとうむせ．

今回りれビンプヮヅナぱ生徒ちっぎ手ね取づと持づとうけ分ねぱ可能なう
うさなど，昨年りれ良きづちな思うむせ．バホロトゥねてうとぱ昨年ね続
くNGどすちぎ生徒ね体験しそちやばァ持っ帰づとやるづとうちヘーセやい
れむすちばど，来年度以降ぱ可否ァ精査うちぢく不公平ば出ぬうりうねす
とうちぢくちうどせ．むち，子供達ば声ぎ届くでるう場面ぎいれ，来年以
降全ヘーセ左右ぺば衝立〔卓球用どぬうやば〕ば設置や検討願うむせ．

昨年ね比ほ全体的ねせづくれすち感ずどりきづち．会場ば配置ゆ時間配
分，生徒ァ中心なすち動くぬに事業所ァ含ゃ大人ぎ出せぐぜね良きづちな
思う．
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番号 評価 業種意見

45 むいむい良きづち 運輸業

46 むいむい良きづち 農林水産業

47 むいむい良きづち たば他〔サャンナぬす〕

さゎぢこば規模ば運営ァ行うばぱ，本当ね大変ぢな思うむせ．いれぎなう
ざじうむすち．スーロァ生徒達ね渡すと反応ァめろ方法ぱ，企業側ねなづ
とぱ良うな思うむせ．ちぢ少す残念ぢづちばぱ，生徒達ぱ，事前ね決ゃる
ゎちヘーセァ班ば子な回ろぢこ…自分ば興味ばいろヘーセゆ他校なば交流
ぎ少ぬきづちりうね思うむせ．イウセヘヮウケぎぬきづちばど，生徒達ぎ
『が客しむ』状態ど始むづちばぱ，やづちうぬうきな思うむせ．

・サワヌぎ落っ着うちる出展企業側ば参加者人数制限ァ解除すとぽすう．
・参加社員ば休憩時間ァ確保どくろりう予定ァ組アどうろばど，直前ね
ぬづと〔ャーロ連絡ばめど〕ばチウモセコズョーロ変更ぱ避ことぽすう．
・投票スーナねてうと，にば項目ねスーロぎ多け貼るゎとうろばぎ良うな
ぱ言えぬうやばば，見ち企業側ぎにう感ずろきァ想像すとうちぢく，次回
ぱ考慮すとぽすう．
・午後ばプレーチウモど生徒ぎ来ぬう回ぎいれ残念ぢづち．
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度数 ％

参加すちう 42 89%

参加すちけぬう 0 0%

わきるぬう・考えとうぬう 5 11%

計 47 100%

参加すちう

わきるぬう・
考えとうぬう

11%

全体〔N＝47〕

次回へば参加意向
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番号 意見
1 自分ばゆれちうさなァ仕事ねせろちゃね今ァ大事ね！！夢ァ叶えろちゃ一生懸命頑張づとけぢしう！！

2 ちけしアば事ねぷゎ，自分ばゆれちう事ァ見てことけぢしう．たば中どどくゎひ地元ね帰づとくとけぢしう．

3 地元糸魚川ね愛着ァ持づと頂く，６人どや多けさば地域ね残づと，地域ァ育ととうづと頂くちう．

4

皆しア一人ぴなれ『好くぬさな』『得意ぬさな』『興味ぎいろさな』ぎ，何なぬけ思う浮きへな思うむせ．今ぱた
ゎど十分どせ！さば先，何なぬけ思う浮きアぢたば楽すうさなぎ，仕事ねぬろな『ゆゃぬう．続ころ！』ねてぬぎ
れむせ．仕事選択ぱ，ぞぴワケワケせろさなァ選アどけぢしう．応援すとうむせ！

5 さばウホンナど社会な繋ぎれ，自分ば将来ァ少すどや考えろくづきこねぬゎひ良うな思うむせ．

6 うわアぬ仕事ァ見と，働け人な触ゎ合づと，今回感ずちさなァ大切ねすとけぢしう．

7 ぴなれ一人ぎ自身ね合づち職業ね出会えろりう，応援すとうむせ．

8
今回ばクュレイプォセトゥヒロど何きね興味ァ持づと頂こゎひ，なとや嬉すけ思うむせ．さゎきるば活躍ね期待す
とうむせ．

9
働け大人ば姿，様々ぬ業種ば事業所ぎ支え，形作づとうろ糸魚川ァ知づとうちぢこむすちき？興味ばいろ分野ゆ知
れちう，深ゃちう領域ぎ見てきゎひ幸うどせ．今日ば日ぎいぬちば将来ね繋ぎろさなァ願づとうむせ．

10
将来ァ見据え，考えろ時間ぱいろりうどぬうりうぬ時間ぢな思うむせ．今，ちけしアば刺激ァ吸収す放出すとやる
うちうな思うむせ．

11
進学ゆ就職どぷろしなァ離ゎろさなぎいづとや，地元ねぱ地域ァ支えとうろ企業ぎいろなううさなァ思う出すとや
るえちるな思うむせ．

12
今回ばクュレイプォセトゥヒロど学アぢさなぱぽアば６部分ぢな思うむせ．今回，興味ァ持づち事柄ねてうとぱ，
さゎきるば学ふば中ど，にアにア知識ァ深ゃとうづと欲すうな思うむせ．

13 仲間な一緒ね 何きね取れ組め，心ね残ろ中学校生活ァ過ざすとけぢしう．

14
中学生どぱ，むぢ自分ば進路ぱ決ゃろさなぎどくぬうきやすゎぬうぎ，さゎきるぱ色々ぬ経験ァ積アど，自分ば将
来ァ真剣ね考えとぽすう．いぬちぎ生むゎち糸魚川ぱ環境や良け，人間るすけ生活どくろ良うなさわどせり．

15
今回ばクュレイプォセトゥヒロど，自身ばクュレイ(進学・働け・仕事)ねてうと知ろ，考えろくづきこねぬゎひな
思うむせ．理想ばクュレイァ目指すと頑張づとけぢしう．

16 多けば方ぎ糸魚川ど就業すとけゎろなううぬな思うむすち．

未来あろ子にやちっへばャッセーズ

＋代表的ぬ意見－
・さばウホンナど社会な繋ぎれ，自分ば将来ァ少すどや考えろくづきこねぬゎひ良うな思うむせ．
・進学ゆ就職どぷろしなァ離ゎろさなぎいづとや，地元ねぱ地域ァ支えとうろ企業ぎいろなううさな

ァ思う出すとやるえちるな思うむせ．
・数年後いぬちちっば中ね，いば場ね立っ生徒ちっね自分ば仕事ば熱う思うァ伝えろ人ぎ出ろさなァ

期待すとうむせ．
・糸魚川市ァ知ろさなぎ，新ちぬ創造ぺなてぬぎれむせ．若う力ね期待すとうむせ．
・うわアぬさなァ実際ね見と触ゎと聞うと自分ば視野ゆ考えァ広ごむすらう．たすと，失敗ァ恐ゎぜ

ねうわアぬさなねッュヮンズすとめむすらう．
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番号 意見

17
今回ばクュレイプォセトゥヒロァ通ず，糸魚川ねぱ魅力いろ企業ゆ仕事ぎ多けいろ事ね気付うちな思うむせ．数年
後いぬちちっば中ね，いば場ね立っ生徒ちっね自分ば仕事ば熱う思うァ伝えろ人ぎ出ろさなァ期待すとうむせ．

18
今回，真剣ね話すァ聞うとけゎと，いれぎなうざじうむすち．皆しアば本気度ァ感ずむすち．今いろ幸そね気付う
と，感ずと，感謝すと，ゆれちうさな，さうぬれちう自分ね向きづと，たうぬろほけ行動ァゆれ続ことけぢしう．

19

やすきすちる何年後きね一緒ね働うとうろきやすゎぬう皆しむァ前ね力ぎ入れ，声ぎきゎむすち．一度故郷ァ離ゎ
ろさなぎいづとや，糸魚川ねぱ仕事ぎぬうな思うさむぜ，Uチーン就職や選択肢ねぞぴ入ゎとけぢしうは．是非一
緒ね働くむすらう！今ぱ厳すうこに頑張れむせ！

20

将来ば夢・ゆれちうさなぎ決むづとうろ人や，決むづとうぬう人や，今回ばウホンナど様々ぬ業種・企業ば仕事ァ
知ろさなど，将来ぺばウャーズァ膨るむそろさなぎ出来ちばどぱぬうきな思うむせ．私自身，中学生ば頃ねさアぬ
ウホンナぎいゎひ・・・．な感ずぬぎるベヮゾンすとうむすち．是非今回ば経験ァ参考ねすと，将来ぺ向こと頑
張づと下しう！ししゆきぬぎる，応援すとうむせ．

21
さゎきる高校進学，たば先ねぱ進学ゆ就職な自分ば将来ね向こと，むぢむぢさゎきる悩アぢれ挑戦どくろ機会ぎい
ろばど，失敗ァ恐ゎぜね前向くねッュヮンズすとけぢしう．

22
今回ばウホンナァくづきこね糸魚川ねてうと見直すとうちぢく，学校卒業後ぱ一人どや多け糸魚川ど働く，糸魚川
ば活力なぬづとうちぢころさなァ願づとうむせ．

23
今回ばクュレイプォセトゥヒロァ通ず，糸魚川ば企業ば事ァ少すどや興味ァ持づとやるえゎひ嬉すうどせ．むち，
何年後先ね君ちっぎいば場ね立っ，若う人ね自分ば仕事ァ熱心ね説明すとやるえゎひ嬉すうどせ．

24 『人ぱビンばめねと生くろねいるぜ』．生くぎうぎ見てきれむせりう祈れむせ．

25 既存ば仕組めァ疑う，新すう価値ァ作づとけぢしう．頑張づとけぢしう．

26
ぬきぬき地元ば企業ば方々な直接触ゎ合う機会ぱぬうな思うばど，今回ばウホンナどば経験ァ生きす自分ば夢ゆ目
標ね向きづと高校生活ァ送づと欲すうな思うむせ．

27

自分ば将来ァ考えろ時間ァ大切ねすとけぢしう．楽すアどけぢしう．迷づちなくぱ，糸魚川ど働け企業人ァ是非
頼づとけぢしう．むち，『働け大人〔特ね保護者〕ぺば感謝ば気持っ』な『人ば話ァ聞く入ゎろ素直ぬ心・謙虚ぬ
姿勢』ァ普段きる大事ねすとけぢしう．

28 選択肢ぱ沢山いろばど，うわアぬさなァ経験すと，ぬれちう職業ァ見てこと下しう．

29 むぜぱ行動．気ねぬづちさなァゆづとめりう．

30
皆しアぎ６人ぴなれぎ可能性ば塊どいれ，夢ゆ希望どいろな思うむせ．３日３日ァ大切ねす志ァ持っ，夢ね向こと
一歩ぜて進アどけぢしう．

31
さゎきる社会ね出ろねいちれ，たゎだゎば立場ど十分ね能力ァ発揮しゎ，幸そぬ人生ぎ送ゎむせりう祈念うちすむ
せ．

32 参加すち企業ぱ，ぽアば一部ぬばど参考ねすと自分ばゆれちう事，得意ぬさなァ見てこと下しう．

33 広う視野な地域ね関心ァ持っ続ことぽすう．たば一助ね地元ャドゥイぎぬゎろりう私にやや一層精進すちう．

34 むぜ将来ば夢ァ持なう．にアぬ事どや良うどせ．たば夢ば実現ね向こと希望ァ持づと日々努力ァ続こりう．

35 将来，地元ね残れ一緒ね働ころさなね期待すむせ．

36 さばりうぬ機会ァ用意すとけゎち方ちっね感謝す，自分ば将来ねてうと考えとやるうちうな思うむせ．

37 糸魚川市ァ知ろさなぎ，新ちぬ創造ぺなてぬぎれむせ．若う力ね期待すとうむせ．

38
ャドゥイど観ろ世界ぎ全とどぱいれむそア．うわアぬさなァ実際ね見と触ゎと聞うと自分ば視野ゆ考えァ広ごむ
すらう．たすと，失敗ァ恐ゎぜねうわアぬさなねッュヮンズすとめむすらう．
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度数 ％ 度数 ％
５～5けるうぬるわきろ 29 10% 19 7%

6～６５けるうわきろ 41 15% 23 8%

６６～2５けるうわきろ 117 42% 68 25%

2６以上わきろ 93 33% 164 60%

計 280 100% 274 100%

度数 ％ 度数 ％
全け思わぬう 27 10% 20 7%

いむれ思わぬう 121 43% 70 26%

少す思う 108 38% 150 55%

思う 27 10% 33 12%

計 283 100% 273 100%

キャレプォセ前 キャレプォセ後

キャレプォセ前 キャレプォセ後

Ｑ３ 糸魚川市ねぱ，にアぬ事業所ぎあろばきわきれむせき．

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

0～5けるうぬるわきろ

6～10けるうわきろ

11～20けるうわきろ

21以上わきろ

Ｑ４ 将来，糸魚川ど働いとめちいな思いむせき．

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

全け思わぬう

いむれ思わぬう

少す思う

思う

中学生インコーナ

未回答ァ含ゃぬう

クュレプォセ前

クュレプォセ前

クュレプォセ前

クュレプォセ前

クュレプォセ後

クュレプォセ後

クュレプォセ後

クュレプォセ後

未回答ァ含ゃぬう

クュレプォセ前

クュレプォセ前

クュレプォセ前

クュレプォセ前

クュレプォセ後

クュレプォセ後

クュレプォセ後

クュレプォセ後

※回答ぎいづちやばど集計

※回答ぎいづちやばど集計
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度数 ％ 度数 ％
就くちう職業ぎいろ 73 26% 81 29%

うけてきば業種ど迷づとうろ 53 19% 61 22%

漠然なすち考えぱいろぎ
具体的ねぱむぢ決ゃとうぬう

84 29% 82 30%

特ね決ゃとうぬう 75 26% 51 19%

計 285 100% 275 100%

キャレプォセ前 キャレプォセ後

Ｑ５ 将来，就くちい職業ぱあれむせき．

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

就くちう職業ぎいろ

うけてきば業種ど迷づとうろ

漠然なすち考えぱいろぎ
具体的ねぱむぢ決ゃとうぬう

特ね決ゃとうぬう

未回答ァ含ゃぬう

クュレプォセ前

クュレプォセ前

クュレプォセ前

クュレプォセ前

クュレプォセ後

クュレプォセ後

クュレプォセ後

クュレプォセ後

※回答ぎいづちやばど集計
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番号 意見 学校名
1 美容師，医科衛生士，警察官 糸魚川中学校

2 臨床検査技師 糸魚川中学校

3 海洋学研究者 糸魚川中学校

4 自分ね合づち，ゆれぎうァ感ずるゎろ仕事 糸魚川中学校

5 が金ぎちけしア貰えろ仕事 糸魚川中学校

6 ゆづとと楽すうな思えろ仕事 糸魚川中学校

7 ゆれぎうぎいろ 糸魚川中学校

8 自分ばゆれちう仕事． 糸魚川中学校

9
自分ば仕事ね誇れァ持づと，にアぬ仕事ァすとうろき聞きゎちるすづきれな説明どくろ，自
分ば好くぬ仕事

糸魚川中学校

10 事務，郵便局員，ヒウユー，やばでけれ 糸魚川中学校

11 自分ば好くぬ事どめアぬば役ね立て仕事 糸魚川中学校

12
ゆれぎうぎ感ずるゎ，たば地域ばちゃねぬろ事，地域ァ盛れ上ごろさなね関わゎろ仕事ァす
とめちうどせ．

糸魚川中学校

13 美容師 糸魚川中学校

14 接客業。飲食店ぬに 糸魚川中学校

15 物ゆ食ほ物ァ作ろ仕事 糸魚川中学校

16 人ァ助ころ仕事 糸魚川中学校

17 養護教論，保育士，保険関係ば仕事，事務関係 糸魚川中学校

18 人ば役ね立て仕事 糸魚川中学校

19 診療放射線技師 糸魚川中学校

20 診療放射線技師 糸魚川中学校

21 人ァ助ころ仕事，自分ば得意ぬ事ァ活きそろ仕事，人ば役ね立とろ仕事，健康ね関せろ仕事 糸魚川中学校

22 美容系 糸魚川中学校

23 人ば役ね立て仕事 糸魚川中学校

24 ドセケワーケ 糸魚川中学校

25 保育士。建築ドジウヌー 糸魚川中学校

26 看護師 糸魚川中学校

27 人ばちゃねぬろ仕事，自分ば好くぬさなね関わろ仕事 糸魚川中学校

28 ハウフースーロゼなき 糸魚川中学校

30 自分ばゆれぎうねぬろ仕事 糸魚川中学校

31 糸魚川ね貢献どくろ仕事 糸魚川中学校

32
人ね喜アどやるえろ仕事
いれぎなうな言わゎろ仕事

糸魚川中学校

33 ゴーモケレオウチー 糸魚川中学校

34 セミーテ関係 糸魚川中学校

35 人ばちゃねぬろ仕事 糸魚川中学校

将来，にアぬ仕事ァすとめちいどせき
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番号 意見 学校名
36 さば会社ねすとりきづちな思えちれ，ゆれぎうァ感ずるゎろ仕事 糸魚川中学校

37 ゲルンニセチヅプ 糸魚川中学校

38 めアぬぎ見ちれすと笑顔ねぬろ仕事 糸魚川中学校

39 本ね関わづち仕事 糸魚川中学校

40 本ね関わづち仕事 糸魚川中学校

41 建築業 糸魚川中学校

42 医師き警察署ば事務職員き法医学者き海上保安庁ば主計士 糸魚川中学校

43 水性動物ね関わろ仕事 糸魚川中学校

44 医療系ば仕事 糸魚川中学校

45 美容師，ッイね関せろ職業 糸魚川中学校

46 ウントレイドジウヌー 糸魚川中学校

47 人ば役ね立て仕事 糸魚川中学校

48 人ばちゃねぬろ仕事 糸魚川中学校

49 セミーテね関せろ仕事 糸魚川中学校

50 イネャゆゴーモね関わろ仕事 糸魚川中学校

51 セチウレセナ，ヘルウヂロ関係，美容関係，保育士 糸魚川中学校

52 人ば役ね立とろ。地元ァ盛れ上ごろさなぎどくろりうぬ職業ね就くちうな思うむすち． 糸魚川中学校

53 人ば役ね立とゎろ． 糸魚川中学校

54 セミーテね関わろ仕事 糸魚川中学校

55 服関係 糸魚川中学校

56 消防士，介護 糸魚川中学校

57 栄養士。美容系 糸魚川中学校

58 美容師 糸魚川中学校

59 ベワ和太鼓奏者，美容師，ハウレセナ，ムハーズュー，Lぁぎeイスセチンナ 糸魚川中学校

60 農家，ナレムー 糸魚川中学校

61 うわアぬ人ァ笑顔ねどくろセミーテ関係ば仕事 糸魚川中学校

62 重ちう仕事すちうどせ 糸魚川中学校

63 ヒセベワ 糸魚川中学校

64 医療業務。薬剤師 糸魚川中学校

65 水族館ば飼育員 糸魚川中学校

66 自分ぎどくろさなァすづきれ生きそろ仕事 糸魚川中学校

67 保育，看護，福祉系 糸魚川中学校

68 ドンキ 糸魚川中学校

69 が金ぎ稼ごろ仕事，人ね関わろ仕事 糸魚川中学校

70 会社経営 糸魚川中学校

71 セミーテね関係せろ仕事 糸魚川中学校

72 ゆれぎうァ持づと出来ろが仕事ァすちうどせ． 糸魚川中学校

73 むぢ決むづとうぬう 糸魚川中学校

74 教師(体育)，人ば役ね立て仕事 糸魚川中学校
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番号 意見 学校名
75 学者 糸魚川中学校

76 自分ば特技ど人ぎ幸そねぬゎろ仕事 糸魚川中学校

77 誰きば笑顔ね触ゎ合えろ仕事． 糸魚川中学校

78 プィヅスラン関係。イネャ関係。声優関係 糸魚川中学校

79 人ば役ね立づとうろさなァ実感どくろ仕事 糸魚川中学校

80 ポトロば仕事 糸魚川中学校

81 人ァ笑顔ねしそるゎろ仕事 糸魚川中学校

82 介護士 糸魚川中学校

83 セミーテね関わろ仕事 糸魚川中学校

84 ベワ野球選手 糸魚川中学校

85 建築関連ば仕事 糸魚川中学校

86 むぢいれむそア 糸魚川中学校

87 建築 糸魚川中学校

88 セミーテね関わろ仕事ァすとめちう 糸魚川中学校

89 人ばちゃねぬろ仕事 糸魚川中学校

90 ゆれぎうばいろ仕事 糸魚川中学校

91 農業 糸魚川中学校

92 ぬう 糸魚川中学校

93 理学療法士ば資格ァなれレパフレ関係ど働くちう 糸魚川中学校

94 セミーテね関せろ仕事 糸魚川中学校

95 人ば役ね立て 糸魚川中学校

96 安定すとうと，なとやゆれぎうばいろ仕事 糸魚川中学校

97 鉄道運転手 糸魚川中学校

98 楽すう仕事 糸魚川中学校

99 先生 糸魚川中学校

100 自分ぎ楽すうな思う仕事 糸魚川中学校

101 楽すう 糸魚川中学校

102 美容系，接骨院 糸魚川中学校

103 子供な関わろ仕事 糸魚川中学校

104 消防士 糸魚川中学校

105 人ァ笑顔ねどくろ仕事 糸魚川中学校

106 舞台ね関せろ仕事 糸魚川中学校

107 土木関係 糸魚川中学校

108 美容系 糸魚川中学校

109 ビトゥスオ 糸魚川中学校

110 特ねぬう 糸魚川中学校

111 消防士 糸魚川中学校

112 研究職 糸魚川中学校

113 楽すう 糸魚川中学校
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番号 意見 学校名
114 楽器ばレボイムン 糸魚川中学校

115 鍛治 糸魚川中学校

116 魚系 糸魚川東中学校

117 動物ね関せろ仕事ァすとめちう． 糸魚川東中学校

118 サンフネオンセセナイど働くちうどせ． 糸魚川東中学校

119 私ぱマケスンゲ世界ッュンブランどせ． 糸魚川東中学校

120 未定 糸魚川東中学校

121
糸魚川ど直接人ばちゃね役ね立っ，自分ば仕事ねゆれぎうァ感ず，誇れァ持とろりうぬ仕事
ねてくちう．

糸魚川東中学校

122 医療関係(薬剤師)，手話ァ使う仕事 糸魚川東中学校

123 楽すう仕事 糸魚川東中学校

124 医療関係〔理学療法士，看護師ぬに〕，介護士 糸魚川東中学校

125 建築ね携わろ仕事ゆ家具ァ作ろ仕事ね携われちう． 糸魚川東中学校

126 理学療法士どせ． 糸魚川東中学校

127 セミーテ関係ば仕事ね就うと，セミーテ選手ばシミーナァすちうどせ． 糸魚川東中学校

128 医療系〔医学療法士，看護師，助産師ぬに〕 糸魚川東中学校

129 糸魚川ぢきるさた出来ろ，地域ば魅力ァ発信せろ仕事． 糸魚川東中学校

130 特ね決むづとうぬう 糸魚川東中学校

131 人ァ楽すむそゎろりうぬやばァケレオウナせろ仕事 糸魚川東中学校

132 仕事ァすとうと楽すうな思えろりうぬ職業 糸魚川東中学校

133 人な関わろさな 糸魚川東中学校

134 人ばちゃねぬろ，ゆれぎうばいろ仕事． 糸魚川東中学校

135 人ばちゃね役立て仕事ぎすちう． 糸魚川東中学校

136 建設関係ばが仕事ね就くちう． 糸魚川東中学校

137 人ァ助ころゆ，人ばちゃねぬろ仕事ァすちうどせ． 糸魚川東中学校

138 人な関わろ仕事ァすちう．人ば役ね立っちう． 糸魚川東中学校

139 トヮフ関係ば仕事ゆ，ルウヘばセチヅプ，ゲヅゼ販売ァすとめちうどせ． 糸魚川東中学校

140 爬虫類ば動物園ば飼育員 糸魚川東中学校

141 接客業 糸魚川東中学校

142 自分ぎ楽すけゆづと見ちうな思うやばァすとめちうどせ． 糸魚川東中学校

143 自信ァ持づと働ころ仕事 糸魚川東中学校

144
医療関係者(薬剤師，循環器看護師)
薬剤師，楽すたう．循環器看護師，心電図ァ見ろばぎ楽すう．

糸魚川東中学校

145 食事ね関わろ仕事 糸魚川東中学校

146 保育士。子供ば面倒ァ見ちれ，成長しそちう． 糸魚川東中学校

147 セミーテ関係 糸魚川東中学校

148 動物ゆ植物ね関わろ仕事 糸魚川東中学校

149 ゆれぎうぎいづと，一定ば収入ぎ得るゎろ職業． 糸魚川東中学校

150 接客業 糸魚川東中学校

151 人ば役ね立て仕事 糸魚川東中学校
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番号 意見 学校名
152 特ね決ゃと無う 糸魚川東中学校

153 医療事務 糸魚川東中学校

154 中学ば教師 糸魚川東中学校

155 楽すけどくろ仕事，人きる感謝しゎろ 糸魚川東中学校

156 保育士 糸魚川東中学校

157 特ねぱ決ゃとうむそア． 糸魚川東中学校

158 人ば役ね立て仕事 糸魚川東中学校

159 人な関わろ 糸魚川東中学校

160 公務員，警察官，自衛隊 糸魚川東中学校

161 看護士 糸魚川東中学校

162 YouTuber 青海中学校

163 人ばちゃねぬろ仕事 青海中学校

164 セチウレセナ 青海中学校

165 幼稚園ば先生 青海中学校

166 絵関係ば仕事 青海中学校

167 消防士 青海中学校

168 役立て 青海中学校

169 医療関係 青海中学校

170 保育関係 青海中学校

171 薬剤師，教師(先生) 青海中学校

172 金ねぬろ仕事 青海中学校

173 セミーテ関係 青海中学校

174 人ば役ね立とろ仕事 青海中学校

175 役ね立て 青海中学校

176 にアぬ仕事どや，真面目ね楽すけせろ． 青海中学校

177 自分ね合づち仕事 青海中学校

178 人ァ笑顔ねすちれ，人ァ助こちれせろ仕事 青海中学校

179 小学校ば先生 青海中学校

180 むぢ決むづとぬう 青海中学校

181 ウルセナ関係ば仕事 青海中学校

182 自分ぎゆれちう仕事ァゆろ 青海中学校

183 むぢ決むづとうぬう 青海中学校

184 人ァ助ころ 青海中学校

185 人ァ助こるゎろ仕事 青海中学校

186 大工 青海中学校

187 収入ぎ安定すち仕事 青海中学校

188 人ァ助ころ 青海中学校

189 会社員づみうゆて 青海中学校

190 玩具開発者 青海中学校
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番号 意見 学校名
191 糸魚川ね関わろ仕事ァすちうどせ． 青海中学校

192 地域貢献 青海中学校

193 医療系(看護師ぬに) 青海中学校

194 人ば役ね立て 青海中学校

195 糸魚川ね関わろさな 青海中学校

196 美容関係 青海中学校

197 美容関係 青海中学校

198 ポワウナ企業 青海中学校

199 人ァ助ころ仕事 青海中学校

200 大工 青海中学校

201 介護士，看護師 青海中学校

202 自分ねいづち仕事 能生中学校
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番号 意見 学校名

1

初ゃとめち企業ぎぽなアにどすちぎ，なとや説明ぎ丁寧どすち．質問ァちけしアせろな，細
きけ質問ね答えとけゎむすち．ケウゼ形式ねすちれ，実際ね体験すとめちれ職業たばやばァ
知ろさなぎどくむすち．仕事説明会どぱぬけ，クュレイプォセトゥヒロなうう形ぢきるさた
楽すけ学へさなぎどくむすち．

糸魚川中学校

2 しむじむぬ企業ば話ァ聞うちさなど，将来ばウャーズぎ膨るアぢ． 糸魚川中学校

3 糸魚川市ば企業ねてうと興味ァ持てさなぎどくち． 糸魚川中学校

4

今むどね名前ぱ聞うちさなぎいづちぎ，何ァすとうろばき分きるぬう企業ねてうと説明ァ聞
けさなぎどくと進路選択ば幅ぎ広ぎづち．実際ね働うとうろ方々ばが話ぱなとやちゃねぬ
れ，参加すとりきづちな思う．

糸魚川中学校

5
貴重ぬ体験ぎちけしア出来となとや良う日ねぬれむすち｡むち，知るぬきづち企業ねてうとや
ちけしア知ゎと良きづちどせ｡

糸魚川中学校

6 初ゃと知づちさなぎ多け，実際ね体験どくと分きれゆせきづちどせ． 糸魚川中学校

7

さばむえば授業どぬぞすざなァせろばきばなうね真づ先ね浮きアぢばぱが金ばちゃどすち．
りばぬきばちゃなきぱ綺麗事ぢながやづちきるどせ．こに，今回ばクュレイプォセトゥヒロ
ァ通すと，仕事ァすとうろ人ちっば様々ぬゆれぎうァむぬふむすち．ちけしアばさなァ学ほ
ち一日どすち．本当ねりきづちどせ．

糸魚川中学校

8
初ゃと参加せろばど，楽すめどすち．参加すとめとうわアぬ企業ば人ば熱う想うぎ聞こと良
きづちどせ．来年ば2年生ねや参加しそといごちうな思うむすち．

糸魚川中学校

9
知づとうろ施設，知るぬきづち施設ァ回づとめと細きうなさわむど知ゎちす，にアぬ事ァす
とうろばきや知ろさなぎどくむすち．

糸魚川中学校

10
『さば職業ううぬ』『自分ね向うとうろきや』『楽すたう』な思づち職業ねちけしア出会え
ち．初ゃと知ろ職業やいれ働けさなぺば関心ぎ深むづち気ぎすち．

糸魚川中学校

11

参加すと分きづちさなぎ2ていれむすち．３て目ぱ，私達ぎ今安心すと楽すけ暮るそとうろ
ばぱちけしアば大人ば人ゆっぎ働うとけゎとうろきるぢな思うむすち．2て目ぱ，仕事ぱ難
すけと大変ぬやばぢな思づとうむすちぎ事業所ば人達ぱ楽すたうねすとうちばど仕事ぱ自分
ば好くぬさなァめアぬば役ね立づとろ物ぢな知ろ事ぎ出来むすち．

糸魚川中学校

12
全とば事業所きる，糸魚川ァ，良けすとうくちう，さゎきるや，糸魚川ね，住アどぽすうな
ううさなぎてちわづとくと自分ばちゃねぬれ，うう経験ねぬれむすち．

糸魚川中学校

生徒ば参観後ば感想

＋代表的ぬ意見－
・仕事説明会どぱぬけ，クュレイプォセトゥヒロなうう形ぢきるさた楽すけ学へさなぎどくむすち．
・自分ぎ働うとめちうキトザレーぎ増えち．
・糸魚川ねぱちけしアば企業ぎいづと，私ちっぱ支えるゎとうろアぢな改ゃと感ずち．
・皆しアばりうね誇れァ持づとゆゎろりうぬ仕事ァ見てこちうどせ．
・糸魚川ね恩返すァすちう人ど溢ゎとうむすち．僕や大人ねぬづと糸魚川ね恩返すどくろりうね頑張

れちう．
・地元ど働けなうう良しァ再確認せろさなぎどくむすち．
・クュレイプォセ後ぱ糸魚川ど働けばやううぬな思づち．
・糸魚川ばいちちきしね改ゃと気付きしゎちす，さば糸魚川ど学ほと幸そぢな感ずむすち．
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番号 意見 学校名

13

けず引くどいむれ考えちさなばぬう所ぎいちづと，にアぬ仕事ァせろばき，にアぬ風ね役ね
ぬづとうろばきぬに最初ぱ全然わきるぬきづちこに，分きれゆせけケウゼねすとやるづち
れ，動画ゆヤネチーぬにど写真ぬに使づちれ，りれ分きれゆせけぬづとうとせざけ興味ぎ湧
くむすち．特ね，自衛隊な糸魚川天使幼稚園ぎ心ね残れむすち．

糸魚川中学校

14
思づとうちやばりれうわうわぬさなァすとうちれ驚くぎ沢山いづとなとやニクニクすむす
ち．自衛隊ぬに怖うウャーズぎいれむすち，どや動画ァめと全然怖う感ずぎぬづきちどせ．

糸魚川中学校

15 自分ぎ知るぬう事ゆうわうわぬ体験ぎ出来と将来ば選択ば幅ぎ広ぎづと良きづち． 糸魚川中学校

16 自分ぎ働うとめちうキトザレーぎ増えち． 糸魚川中学校

17

様々ぬ企業ァ周づと一て一てば仕事ば魅力ゆ思うァ感ずるゎろうう機会ねぬれむすち．
私ぱ保険関係ね興味ぎいろばど最初ねが話すァ聞うち糸魚川総合病院しアばが話ァ聞こと勉
強ねぬれむすち．いアむれ興味ぎぬきづち企業しアばヘーセどや体験ゆ貴重ぬ話ァ聞こと職
業選択ば幅ぎ広ぎづちぬな思うむすち．

糸魚川中学校

18

働けばぱが金ば為ぢこずゅぬうなううさなァ学アぢ．むち，仕事ァすとうろ内ね自分ばゆれ
ちう事ね気付く，転職せろ方や多うなや思づち．たゎねりづと充実すち日々ァ手ね入ゎとう
とせざうな思づち．私ぱむぢ将来ばさなぎ具体的ね考えるゎとうむそアぎ，今日学アぢさな
ァ生きすとうくちうどせ．

糸魚川中学校

19

事業所ばめぬしア，主催すとけぢしづち糸魚川市ば方ばがきごどなとや充実すち６日ねぬれ
むすち．事業所ば方ば話ァ聞うと，仕事ね対せろ考え方ゆ糸魚川なううむっぎにばりうねす
と成れ立づとうろばきわきれむすち．むち，自分ば将来ねてうと考えろうう材料ねぬれむす
ち．クュレイプォセトゥヒロど学アぢさなァ進学・就職ねてぬごとうくちうどせ．

糸魚川中学校

20

今回ばクュレイプォセトゥヒロァ通すと，糸魚川ど働け人ちっば魅力ァ再発見せろさなぎど
くむすち．糸魚川市ね住アどうろ，働うとうろ人ちっぎ持づとうろ一人一人ば個性ァ大切ね
受こ継うど，やづな良う市ねどくろりうね貢献すとうくちうどせ．

糸魚川中学校

21 知るぬう事ぎ分きづち．仕事ぱちけしアば種類ぎいろなううさなぎわきづち． 糸魚川中学校

22
今むど知るぬきづち職業ばさなねてうと詳すけ知ろさなぎどくむすち．実際，体験すとめと
なとや楽すう仕事ぎちけしアいれ将来ば職業選ふね役立とちうな思うむすち．

糸魚川中学校

23 知るぬうさなァちけしアすゎとりきづち．楽すきづち． 糸魚川中学校

24
将来ばさなァ全然考えとうぬきづちどせぎさう言う機会ど少すさううづち職業ァすとめちう
な思うむすち．めアぬ楽すたうね仕事すとうと楽すたうぢぬづな思うむすち．

糸魚川中学校

25

今むど知るぬきづち職業ゆにアぬ仕事ァすとうろばき，糸魚川ど働ころ場所ねてうと詳すけ
知ろさなぎどくむすち．にば企業や糸魚川ァやづな良けすちうなうう思うゆ糸魚川ァ思づと
仕事ァすとうろさなぎわきれむすち．さゎきるば進路ァ考えとうけなくね参考ねすとうくち
うどせ．

糸魚川中学校

26

最初ぱ，難すう話ぬアぢわうぬな思づとうむすち．すきす，ちけしアば人がば話ァ聞うと，
きづさうう話ね変われむすち．仕事ば内容ァ面白け話すとけぢしづちがきごど，うわアぬ仕
事ね興味ァ持っむすち．体験ァせろさなど，仕事ば辛し，むち，ゆれぎうゆ，楽すしやわき
れむすち．私や，皆しアばりうね誇れァ持づとゆゎろりうぬ仕事ァ見てこちうどせ．

糸魚川中学校

27 なとや楽すけ企業ァ見ろさなぎ出来むすち． 糸魚川中学校

28

クュレイプォセトゥヒロァ通すと，今むどにばりうぬさなァすとうろばき，詳すけ知るぬ
きづち企業ば仕事内容ぎ知ゎむすち．今むどいむれ知るぬきづち仕事ば話ァ聞うと，興味ぎ
わく，面白うな思うりうねぬれむすち．

糸魚川中学校

29 地元ば知るぬうなさぎちけしア知ゎむすち 糸魚川中学校

30 糸魚川ねやうわうわぬ企業ぎいづと糸魚川ね働うとめちうな思づち． 糸魚川中学校
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番号 意見 学校名

31
今むど糸魚川ど暮るすとうとやくうちさなばぬう会社ぎ沢山いづちこに会社６てね糸魚川ば
りしぎ活用どくろなさわひきれど糸魚川ど仕事ァせろばね興味ァ持っむすち．

糸魚川中学校

32
知るぬうなさわぎいづちばどせぎうわうわぬ企業ばが話ァ聞うとうわうわぬさなぎ分きづと
良きづちどせ．知るぬきづちさなや知ゎちばど本当ねうう経験ねぬづちな思うむせ．

糸魚川中学校

33

うわうわぬ職業ぎいれむすちぎにゎや糸魚川ァ楽すむそちれ，糸魚川ね貢献すちれせろさな
ひきれどすち．ぬばど僕や糸魚川ァ楽すむそといごるゎろ，糸魚川ね貢献どくろ職業ね就く
ちうな思うむすち．

糸魚川中学校

34 糸魚川ねいろ職業・仕事ァちけしア知ろ機会ねぬづと良きづち． 糸魚川中学校

35

知るぬう会社やいづとにアぬ仕事ァすとうろばき分きるぬうさなやいづちこに，うわうわぬ
なさわァむわづとめと，興味深うやばぎちけしアいづとせざけ勉強ねぬれむすち．糸魚川ね
さアぬねや素晴るすう会社ぎいろばぢな知づと働うとめちうな思うむすち．

糸魚川中学校

36 面白うきづちどせ． 糸魚川中学校

37
知づとうろ仕事な知るぬきづち仕事ぎいれむすち．知づとうろやばぱしるね知ゎと，知るぬ
きづちやばぱたば内容ぎ知ゎと良きづちどせ．

糸魚川中学校

38 うわアぬ仕事ァ知れ，糸魚川ど働うとろ人ちっきる多けばさなァ学ひそとやるうむすち． 糸魚川中学校

39 地域ば仕事ばさなァりけ知ゎちばど良きづちどせ． 糸魚川中学校

40

企業ぴなてぴなて，めアぬ違う仕事ど，聞うとうと本当ね面白きづちどせ．にば方々や優す
けと，遠慮せろさなぬけ，ぬアどや質問どくとりきづちどせ．私や少す，大人ねぬづちる
帰づとくちうな思うむすち．めぬしア本当ねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

41 大変充実すち一日どすち，いれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

42
いむれ興味ばぬきづち仕事や，話すァ聞うとめろなにさきど自分ね関係すとうろ所ぎいれ他
ば仕事ねや興味ぎどとくむすち．

糸魚川中学校

43
楽すきづちす，普段聞こぬう色々ぬ職業ば仕事ば内容ゆたさど働け人達ば話ァ聞けさなぎど
くと将来ば職業選ふね役立とちうな思うむすち．

糸魚川中学校

44

私ぎ心ね残づとうろ職業ぎ2ていれむせ．６て目ぱC６ば美容組合しアどせ．私ぱ元々美容ね興
味ぎいれ聞こと良きづちどせ．例えひ，にばりうぬ試験ぎいろぬになとやちゃねぬれむす
ち．2て目ぱC2ば消防本部どせ．消防ば方々ぱ燃えとうろ中どや誰一人残しぜ助こりうなう
う強う意思ぎ伝わづとくと，さば話ァ聞うと火ば使う方ねぱ十分注意すりうな思うさなぎど
くむすち．今回ァ通すと今むど接点ばぬきづち職業やが世話ねぬづちす，せほとば仕事ね関
すとゆれぎうぎいろさなァ知れむすち．むちさばりうぬ機会ぎいゎひなとや嬉すうどせ．

糸魚川中学校

45

私ぱ，糸魚川ねにばりうぬ会社ぎいれ，にばりうぬ活躍ァすとうろばき知れむそアどすち．
すきす，クュレイプォセトゥヒロァ通すと，将来ば就職先ば選択ぎ増えむすち．興味ぎ無
きづち仕事や話ァ聞うと『ううぬ』な思う仕事ぎ多きづちどせ．サワヌば中ぬばね体験どく
ろヘーセやちけしアいれ楽すきづちどせ．しむじむぬ制限ぎいろ中さばりうぬ体験ぎどくと
りきづちどせ．

糸魚川中学校

46

今日ばクュレイプォセど，ちけしアば事業所ば方ね仕事ねてうとば，ゆれぎう，楽すう，に
アぬ資格ぎ取ゎろばきなううさなァ質問すと知ろさなぎどくむすち．事業所ば個性ぎめアぬ
な違づと，なとや興味ぎ湧くむすち．特ね糸魚川キナレヅケ天使幼稚園どせ．ぬぞきな言う
な，やばせざけ簡単ね子にや達ば目ぎ先生ちっば方ァ向けさなぎどくとうちきるどせ．

糸魚川中学校

47

さばりうぬ機会ァうちぢうと糸魚川ば仕事ァ知ろさなぎどくむすち。高校ばセトーズ発表ど
ぱたゎだゎば楽すうさなぬにァ聞こと良きづちどせ仕事ば話ば時ぱ勝負ぬにやいづとちばす
きづちどせ．

糸魚川中学校

48
糸魚川ねにアぬ事業所ぎいろき知ゎちす，にアぬ活動，ぬぞぱずゃちばきァうわうわ知ゎち
ばどなとやりう機会ねぬづち．

糸魚川中学校
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番号 意見 学校名
49 興味ば無きづち職業ねや関心ァ持てさなぎ出来ち． 糸魚川中学校

50

糸魚川ねや自分ぎいろな思づとぬきづち職業ぎいれむすち．職業ぱ違づとや，仕事ぺば思う
ゆ熱意ぱ変わるぜ，大くうさなァ知れむすち．にば企業や今ば立っ位置ね満足そぜ，上ァ目
指すとうと仕事ば凄しァ知れむすち．

糸魚川中学校

51
参加すとけゎち団体たゎだゎぎ糸魚川ね貢献すとけゎとうろばぎなとやりけわきづとさば人
ちっぱ糸魚川ァ愛すとうろアぢぬな感ずしそるゎろ６日どすち．

糸魚川中学校

52 知るぬきづち企業ぬにうわうわぬ企業ねてうと知ゎちばどりきづちどせ． 糸魚川中学校

53
知るぬきづち企業ぎ意外な関われぎいづちばぎ驚うち．糸魚川ばちゃね働うとけぢしづとな
とや感謝すむせ．

糸魚川中学校

54
糸魚川ば企業ぎにアぬ仕事ァすとうろき，にアぬ思うぎいろばきァ知ろ事ぎどくと良きづち
どせ．新すけ興味ァ持づち職業やいれ，なとや楽すきづちどせ．

糸魚川中学校

55

にば会社やせざけゆれぎうぎいれ，自分ば将来ねてうと考えろさなぎどくむすち．自分ぱ介
護ば仕事ぎ特ね魅力的どすち．たばちゃねぱせざけ努力ぎ必要ぬアぢぬな同時ね思うむす
ち．将来ぱ糸魚川ど働くちうなや思うむすち．

糸魚川中学校

56 驚くゆ学ふぎちけしアいれ，貴重ぬが話ァ聞こと良う機会ねぬづち． 糸魚川中学校

57
自分ちっばちゃねうわアぬ資料ぬに，わきれゆせけ伝えとけゎちきる，見ゆせきづちすわき
れゆせきづちどせ．自分ば将来ね向ことぎアひれちう．

糸魚川中学校

58

元々知づとちヘーセや知るぬきづちヘーセやちけしアばさなァ知ろさなぎ出来ち．思づとう
ちりれ教えとけぢしろさなぎ多け，紙ね書くくゎぬうぽにば仕事内容ぬにァ聞けさなぎ出来
ち．事業者ば方々ぱ大変ぢな思うぎ，来年や再来年やさばりうぬ機会ぎいろ糸魚川ど将来仕
事ァすちうな思うぴなぎ増えとうけな思づち．

糸魚川中学校

59
糸魚川ど働けさなば素敵しね改ゃと気でうち．めアぬば糸魚川ぬアぢぬいな思づち．
糸魚川ど働うとめちうな思づち！！！！！！！

糸魚川中学校

60

糸魚川市ばしむじむぬ職業ねてうと知ろ事ぎどくと，すきや体験どくろ場所やいづと自分ば
将来ねてうと大切ぬ日ねぬづち．さうよう機会ぎいづと良きづちやづなさううう機会ぎいろ
なううな思づち．

糸魚川中学校

61 ちけしア仕事ぎめゎとりきづち． 糸魚川中学校

62
なとや，糸魚川ね恩返すァすちう人ど溢ゎとうむすち．僕や大人ねぬづと糸魚川ね恩返すど
くろりうね頑張れちうどせ．

糸魚川中学校

63

最初ぱ，せざう真面目ぬ話ぢな思づと参加すむすちぎ，話ァ聞うとめろな，なとや楽すけ仕
事てうと話すとけぢしれむすち．楽すけが仕事ねてうと学ほちな思うむせ．むち，大人ば方
ぎにばりうぬ思うど，仕事ァすとうろばきたばりうぬ事ァ聞うと，仕事ぺば見方ぎ少す変
わづちぬな感ずむすち．

糸魚川中学校

64
うわアぬ企業ど驚うちさなゆ学アぢさなぎちけしアいづち．うわアぬ体験ぎどくち企業ぎち
けしアいづと楽すきづちす面白きづち．うわアぬ職業ばさなァ調ほとめちうな思づち．

糸魚川中学校

65
にゎや知るぬう企業ぎちけしアいろ中どにば企業や何ァ目標ね何ァ取れ組アどうろばきゆ，
必要ぬ資格ァ教えとけぢしづちばどなとやわきれゆせきづちどせ．

糸魚川中学校

66

サワヌ禍ば中，市内ば中学生ばちゃねクュレイプォセトゥヒロァ開催すとけぢしづとせざけ
ちゃねぬろさなぎちけしアいづち．憧ゎとうち職業ばが話や聞ことりきづち．参加すとり
きづち．

糸魚川中学校

67
糸魚川ね住アど６5年ぢこに知るぬう事業所ぎちけしアいづちばぎふづけれすむすち．
将来ぱやう決ゃといろこに話すとやるづちさなァ将来ね活用どくろりうねすちうどせ．

糸魚川中学校

68

最初ぱ，知るぬう会社ゆ事業所ひきれぢづちこに，沢山が話すァ聞うと色々ぬさなァ知ろさ
なぎどくち．糸魚川どどくろが仕事ぱ少ぬうな思づとちこに，沢山いづとフヅケレすち．介
護ばが仕事ね興味ぎわうち．

糸魚川中学校

69 ちゃねぬづち． 糸魚川中学校
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70 うわアぬ会社ァ回ろさなぎどくとなとや良う経験ねぬづちす，りきづちな思うむせ． 糸魚川中学校

71 うわうわぬ企業ぎいろさなァ知ろさなぎ出来ちばどなとや良きづちな思うむせ． 糸魚川中学校

72

うわうわぬ仕事ァすとうろ方ぎ来とけぢしれ，初ゃと知づちれ，学アぢさなぎ多けいれなと
や楽すきづち．むち，クュレイプォセ前ぱ糸魚川ど働さうな思づとうぬきづちぎ，クュレイ
プォセ後ぱ糸魚川ど働けばやううぬな思づち．

糸魚川中学校

73

・ちけしアば職業ばぬきど必ぜすやぢゎきばちゃなううさなぎぴなてどやいろなううさな．
・仕事せろ人ば人数ぎ減づとうろ中どや糸魚川ばちゃね働うとけゎとろ人ぎ多うさな．
・たば仕事ね必ぜゆれぎうァ思づとうろさな．

糸魚川中学校

74 大人ば働く方ァ学へ良う機会ねぬづち． 糸魚川中学校

75
今むど名前や知るぬきづち企業ねや，近けど実際ねが話ァ聞こと糸魚川ぎやづな好くねぬづ
ち．

糸魚川中学校

76
自分ば知るぬきづちさなァ学ほちす，良うぬな思づち職業ね出会うさなぎどくと，自分ば選
択ば幅ぎ広ぎづち気ぎすち．

糸魚川中学校

77
自分ば知るぬう糸魚川ば事業所ぎちけしア知ゎとりきづち．糸魚川ばううなさわぎ見てこる
ゎち．

糸魚川中学校

78
仕事ば内容ゆ会社ば名前ぬにするぬづ方さなぎちけしアいづとめゎぬづき所や全部見ちうな
思うむすち．

糸魚川中学校

79 なとやうう経験ねぬれむすち． 糸魚川中学校

80 うわアぬ職業ば話ァ聞うと自分ば将来ね役立とちうな思づち． 糸魚川中学校

81

今日ぱクュレイプォセトゥヒロァすとけぢしれいれぎなうざじうむすち．糸魚川ば中ねぱち
けしアば職ぎいろさなぎ分きれむすち．まけぱ特ね，ルウプコイがゎアずしアばさなぎりけ
分きれむすち．介護ねてうとさゎきるやづな学アど将来ね役立とちうな思うむすち．他校ば
生徒ちっなば関われやサワヌば関係ねりづと話しゎむすちぎ，うう経験ぎどくむすち．さば
機会ァいれぎちけ感謝すとうむせ．

糸魚川中学校

82
知るぬきづち企業や知ろさなぎどくちす，企業ば皆しアぎ熱う思うどゆれぎうァ持づとゆづ
とうろさなァ知れなとやうう機会ねぬれむすち．

糸魚川中学校

83 学校ど参加せろゆてぢづちきるゆてぢづちきる． 糸魚川中学校

84
にううづち会社ぬばき，むちにばりうぬ活動ァすとうろばきぬに，初ゃとすゎちさなぎ沢山
いづちばどなとや勉強ねぬれむすち．

糸魚川中学校

85 ちけしアばさなァ学ふむすち．さゎァ将来ね生きすとうくちうどせ． 糸魚川中学校

86 企業ねてうと詳すけ知ゎち． 糸魚川中学校

87 自分ば地域ねいろ会社ど知るぬきづちやばぎ沢山いづちばど知ゎと良きづちどせ 糸魚川中学校

88

全とば企業ねぱ回ゎぬきづちこに，自分ば気ねぬづとうち企業ばヘーセね行こちれ，気ねぬ
ろさな，わきるぬうさなァ質問どくちけしアば大人ば方々きるばが話ァ聞けさなぎどく，な
とやうう機会ねぬづちぬな思うむすち．にうぬろきぱわきれむそアぎ，今回聞うち企業様達
ばりうねが世話ねぬづち地元糸魚川ね貢献どくろりうぬ職業ねてうと地元ね恩返すすちうど
せ．

糸魚川中学校

89
今回，新すけ知ゎち会社ぎいづちれ，曖昧ぢづち職業ァ詳すけ知ゎちれどくとなとや良う経
験ねぬれむすち．

糸魚川中学校

90
今むど名前ぱ知づとうちこににアぬ仕事ァせろばきァ知るぬきづち企業ば話ァ沢山聞けさな
ぎどくとりきづち．なとや良う機会ねぬづち．

糸魚川中学校

91 糸魚川ねぱさアぬねうちけしアば会社ぎいろぬアと驚くむすち． 糸魚川中学校

92 楽すきづち．自分ぎ想像すとうち仕事内容な違うやばぎちけしアいづち． 糸魚川中学校
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93 楽すきづちどせ． 糸魚川中学校

94
自分ば知づとうろ糸魚川ば仕事以外ねや沢山ば仕事ぎいづと勉強ねぬれむすち．たゎだゎ違
う魅力ぎいづとせざうな思うむすち．

糸魚川中学校

95
僕ぱ将来ばよゃなきぱづくれ決むづとうむそアどすちぎ今日ばが話ァ聞うとちけしア興味ば
いろ仕事ぎ見てきづちばどりきづちどせ．

糸魚川中学校

96

知識ばぬう職業きる興味ァ持づとうぬきづち職業むど新ちぬ出会うぎちけしアいれ，にゎや
なとやせとくぬ内容ぢづち．さゎきるば職業選択ば幅ぎなとや広ぎれ，うう機会ねぬれむす
ち．

糸魚川中学校

97
様々ぬ事業所ぎいれなとや良う機会なぬづち．にアぬさなァすとうろき知るぬう企業ァ知ゎ
ち．

糸魚川中学校

98 内容ァ具体的ね聞ことりきづち． 糸魚川中学校

99 面白きづちどせ． 糸魚川中学校

100 将来ばちゃねぬろ話ァ聞けさなぎどくち． 糸魚川中学校

101 色々ぬ仕事な仕事ばゆれぎう，会社ば糸魚川ば大切しァすづち． 糸魚川中学校

102
糸魚川ねぱちけしアば事業所ぎいれたば中ど私達ぎ生活すとうろな言うさなぎ再認識どく
ち．

糸魚川中学校

103 糸魚川ど働くちうな思うむすち．説明や詳すけとわきれゆせきづちどせ． 糸魚川中学校

104 りきづちどせ． 糸魚川中学校

105
正直，たアぬね仕事ぎぬうな思づとうむすちぎ幅広けちけしアば業種ぎいづと新すけ知ゎち
さなぎ多きづちどせ．

糸魚川中学校

106 にば大人や生く生くな仕事ァすとうと，仕事づと楽すうやばぬばぢなふづけれすち． 糸魚川中学校

107 最初ぱ緊張すちこに行づちる楽すきづちどせ． 糸魚川中学校

108 自分ば知るぬうさなァちけしア学ほち． 糸魚川中学校

109 うわアぬ職業ば話ぎ聞ことりきづち 糸魚川中学校

110 色々ぬ企業ば方々ね仕事ばさなァ教えとやるづとちゃねねぬれむすち！ 糸魚川中学校

111 ちけしアば話ァ聞ことりきづち． 糸魚川中学校

112 たゎだゎば企業ぎ，強うベルウニァやづと仕事ァすとうろばぎキヅサりきづちどせ． 糸魚川中学校

113 印象ぎ変わづち企業ぎいれ体験すちれせろさなや多けなとや楽すきづち 糸魚川中学校

114 楽すけ糸魚川ばさなねてうと学ほち． 糸魚川中学校

115 めアぬせざけ優すきづち．自分やいアぬ大人ねぬれちう！ 糸魚川東中学校

116 にば仕事やめアぬ楽すけ説明すとうと，楽すきづちどせ． 糸魚川東中学校

117 楽すけが話ぎ聞こと良きづちどせ． 糸魚川東中学校

118 私ぱ色々ぬ企業ば仕事内容ァ知れむすち． 糸魚川東中学校

119

正直，難すう内容ど自分ねぱ相当理解どくぬうな思づとうちこゎに，説明すとけぢしづち
方々ば説明ぎなとやわきれゆせけとふづけれすちな同時ね，せざけ工夫ァすとうろな感ずむ
すち．糸魚川ね住アどうろばね全け知識ばぬう自分ね恥ぜきすきづちこゎに，今回ば学習ど
ちけしアばさなァ学ほと本当ねりきづちどせ．

糸魚川東中学校

120
。にゎや違う仕事内容ど，にば企業や学ひしゎろさなひきれどすち．すきす，にば企業や
『人』ばちゃね働うとうろばきぬな感ずむすち．

糸魚川東中学校

121

普段体験どくぬうさなァ，僕ちっばちゃねが暴すう中，準備すとけぢしづとたば分僕るや良
う経験ぎどくちな思うむせ．参加すとめと色々ぬ企業しアば『強め』ば違うァ発見す，たば
『強め』ァ存分ね生きそろりうね工夫すとが仕事ァしゎとうろな言う風ね思うむすち．

糸魚川東中学校
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122

ちけしアば事業所きるが話ァ聞け機会ぱいむれぬうばど，なとや良う機会ねぬれむすち．
参加せろむどぱいむれ興味ぎぬきづち所やいれむすちぎ，が話ァ聞うとめろななとや面白
け，しむじむぬ体験やなとや楽すきづちどせ．今回聞うちさなァ自分ば将来ね役立ととうく
ちうな思うむすち．

糸魚川東中学校

123
クュレイプォセトゥヒロね参加すと，自分ばするぬきづち仕事ゆ企業ね出会えと，なとや良
う体験ねぬづち．

糸魚川東中学校

124

糸魚川ね住アどうとや知るぬう会社ぎ多けいれむすちぎたば知るぬう会社ァ知ろさなぎどく
むすち．むち，たさど働うとうろ人ば声ぬにァ聞けさなぎどくと働けなううさなァりれ身近
ね考えろさなぎどくちばどりきづちどせ．たゎぢこどぬけ，私ぎ話ァ聞うちぽなアにば方々
ぎ自分ば仕事ね誇れァやづとうちばどせざうぬな思うむすち．

糸魚川東中学校

125

糸魚川ど誇れァ持づと働うとうろ方達ァ見と，自分や大人ねぬづちるゆれぎうァ感ずるゎろ
りうね精一杯仕事ァすちうな思うむすち．むち，今むど知るぬきづち職業や知ろさなぎどく
ちばど職業選択ば幅ぎ広けぬれむすち．

糸魚川東中学校

126

糸魚川ねぱ思づとうち以上ば会社ぎいづと驚くむすち．にさば会社や働うとうろ人ぎ，自分
ば会社ど働うとうろさなね誇れァ持づとうと，楽すたうねすとうむすち．たゎァめと，改ゃ
と糸魚川ぱ良う町ぬばぢな感ずろさなぎどくむすち．

糸魚川東中学校

127

知るぬきづち会社ぎちけしアいれむすち．うわアぬなさわど話ァ聞うとさば職業ァゆづとめ
ちうな思づちなさわぎいれむすち．私ぱむぢゆれちう職業ぎぬうばど今回聞うちさなァ参考
ねすとうくちうどせ．

糸魚川東中学校

128

知づとうち事業所やたうどぬう事業所や，クュレイプォセトゥヒロァ通すと詳すけ知ろ事ぎ
出来むすち．今むど持づとうち業種ばウャーズや変われむすち．自分ば興味ぎにアぬ仕事ね
いろばき知ろ事ぎ出来と，貴重ぬ経験ねぬれむすち．将来にさど，にアぬ仕事ねてけばきぱ
むぢ明確どぱぬうどせぎ，たば際ね今回ばが話ァ参考ねすとうくちうな思うむせ．

糸魚川東中学校

129
糸魚川ねぱさアぬね会社ゆ企業ぎいろさなァ知れむすち．にば会社やが客しアばちゃねうわ
うわぬさなァ考えと計画すとうと働うとうろ人ばせざしァ知れむすち．

糸魚川東中学校

130
仕事ねぱ色々ぬ役目ぎいづと，サメョネコースランぎ大切ぬさなァ知れむすち．たゎだゎば
仕事強う思うぎ分きれむすち．

糸魚川東中学校

131

今むど将来ばさなねてうと考えろさなぎ少ぬきづちこに，クュレイプォセトゥヒロァ通すと
将来ばさなねてうと考えろさなぎどくち．各業者きる普段聞こぬうりうぬ貴重ぬ話ァ聴けさ
なぎどくと，なとや楽すきづち．糸魚川ど働け方々ば話ァ聞うと糸魚川ぱせざうなさわぬば
ぢぬな思づちななやね，糸魚川ど暮るすとうろさなァ誇れね思づち．

糸魚川東中学校

132

今回さばクュレイプォセトゥヒロァ通すと，糸魚川ば様々ぬ企業ばさなァ深け知ろさなぎど
くちす，自分ば将来ば参考ねぬろ話ァすとけゎと非常ねちゃねぬづちばど，話すとけぢしづ
ちさなァすづきれ生きすと自分ば将来ね役立ちそちうどせ！クュレイプォセトゥヒロァ実施
すとうちぢく本当ねいれぎなうざじうむすち！

糸魚川東中学校

133
参加せろ前ぱ，知るぬう職業ぎ多きづちこに，色々ぬ事業所ば方ばが話ァ聞うと仕事ね対せ
ろ思うァ聞け事ぎ出来むすち．むち，糸魚川ば良しや，改ゃと感ずろ事ぎ出来むすち．

糸魚川東中学校

134
楽すきづちす，学アぢさなぎ多きづち．さばクュレイプォセトゥヒロぱ自分ば将来ばさなァ
考えろくづきこねぬづち．

糸魚川東中学校

135
糸魚川ば企業きるちけしアばが話ァ聞うと自分ば未来ねてうとりけ考えりうな思えち会ど
いづち．受験むどば短う期間ど自分ば未来像ァ思う浮きひそるゎろりうねすちう．

糸魚川東中学校

136
色々ぬ職場ば話ァ聞うちれ，貴重ぬ体験ぎどくむすち．たば職場ァ詳すけ知ゎちす，初ゃと
聞けなさわやいづちばど，うう体験ねぬれむすち．

糸魚川東中学校

137

自分ぎ今むど知るぬきづち仕事ァ知ろ事ぎどくちす，糸魚川ねぱさアぬねやちけしアば仕事
ぎいづちばどふづけれすち．働うとうろ人ちっねわ，色々ぬ思うぎいれ働うとうろアぢな感
ずろ事ぎどくち．

糸魚川東中学校
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138 今むど，知るぬきづち企業ァ知ゎちれ，働うとろ人ば気持っぎ知ゎち．貴重ぬ体験ぢづち． 糸魚川東中学校

139 せほとば事業所しアば話ぎ面白きづちどせ． 糸魚川東中学校

140

仕事ぱが金ァ稼げちゃぢこどぬけ，誰きば為ね責任ァ持づと仕事ァすとうろさなぎわきれむ
すち．一人一人ねゆれぎうぎいれ，辛うさなぎいづとや，が客様ゆ社会ばちゃね一生懸命働
うとうむすち．さば学習ァ通すぱ働けさなば大切し，働け意味ァ知れ，将来ねてうと深け考
えろさなぎどくむすち．たすとささ糸魚川ば為ね働くちうな思えむすち．

糸魚川東中学校

141
にさば事業所やせざけ分きれゆせけ，にば仕事やゆづとめちうな思うむすち．いれぎなうざ
じうむすち．

糸魚川東中学校

142

糸魚川ねぱ，さアぬねや熱意ァ持づと働うとうろ人ぎうろさなね気でけさなぎ出来むすち．
事業所ば方ちっぱ，皆しア優すう方ひきれど，私ちっぎ質問すちさなね対すと丁寧ね答えと
けぢしうむすち．ぬばど，いむれ興味ばぬきづちヘーセどや説明ァ聞うとうろうっね興味ぎ
出と，最後むど楽すけ学習せろさなぎ出来むすち．

糸魚川東中学校

143

自分ば知るぬう企業ばさなぎ詳すけわきれ，やづな知づとめちうな思うむすち．むち，知づ
とうち企業どや話ァ聞うとめろな知るぬきづちさなやいれ，なとや楽すきづちどせ．
自分ば希望すち企業どぱぬきづちこに，うわアぬ企業ば糸魚川どば取れ組めァ知ろさなぎど
くちばど良う学習ねぬれむすち．

糸魚川東中学校

144

やなやな食事ね関わろ仕事ぎすちうな考えとうと，ヌキスムば話ァ聞けさなぎどくとりきづ
ち．しむじむぬ企業ば話ァくく，さば仕事ううぬ，自分ね合づとたうぢぬな感ずろさなぎど
くち．糸魚川ねぱちけしアば企業ぎいづと，私ちっぱ支えるゎとうろアぢな改ゃと感ずち．

糸魚川東中学校

145

楽すきづちす，面白きづちどせ．糸魚川ね，いアぬねちけしアば仕事ぎいろさなぎ分きづち
す，たゎだゎば仕事ざなね，魅力ゆ楽すし，面白しぎいれむすち．自分ぎ思づち以上ね大変
たうぬ仕事やいづちこに，皆しアぎ笑顔ど話すとうちばどにアぬ仕事や楽すうばぢな感ずむ
すち．

糸魚川東中学校

146

にば会社や良うなさわぎいれなとや，勉強ねぬれむすち．たゎね，会社ば改善点ぬにや分き
れ，ぬろぽにぬな思うむすち．会社ね対すとなとや熱心ぢな，思うむすち．ぬばど僕や，熱
心ね勉強すむせ．

糸魚川東中学校

147
自分ば将来ねてうとりけ考えるゎちす，ハヅナぢこどぱ分きるぬう事やちけしアいれ面白
きづち．たば仕事ば苦労ぬにや聞ことにば仕事や大変ぬさなぎわきづち．

糸魚川東中学校

148
多けば事業所ば方ぎ自分ば好くぬ仕事ァゆづとうと，自分ばゆづとうろ仕事ね正義ァ持づと
働うとうろさなぎ分きれむすち．

糸魚川東中学校

149

うわアぬ職業ば人ば話ぎ聞こちばどりきづちどせ．にば会社ゆ事業所しアや明ろう雰囲気ぬ
にァ作づとけぢしづとうと楽すけが話ァ聞こむすち．むち，質問ァせろな優すけ詳すけ教え
とけぢしづちばど嬉すきづちどせ．やづなちけしアが話すァ聞くちうなうう気持っねぬれむ
すち．

糸魚川東中学校

150
行づち事業所ぎにばりうぬ仕事ァすとうと，たば魅力ァ知ろさなぎどくむすち．各ヘーセば
人や笑顔ぢづちばど，なとや楽すけ学へさなぎどくむすち．

糸魚川東中学校

151
私ぎ知るぬうちけしアば職業ァ見ろさなぎどくと，選択肢ぎ増えち．ゆれぎうゆ，大変ぬな
さわや知ゎと良う機会ねぬづち．

糸魚川東中学校

152

ちけしアば職ァ知ゎちれ，将来ねてうと考えろさなぎどくちれすちばど貴重ぬ経験なぬれむ
すち．糸魚川ね住アどうとや知るぬきづちさなやいれむすちぎ，説明ァ丁寧ね詳すけすとけ
ぢしづちばど深け知ろさなぎどくむすち．

糸魚川東中学校

153 糸魚川ばいちちきしね改ゃと気付きしゎちす，さば糸魚川ど学ほと幸そぢな感ずむすち． 糸魚川東中学校

154
楽すうさなやいゎひ大変ぬさなやいろなううさなぎ分きれむすち．人きる感謝しゎちれ社会
ね貢献すちれどくろさなァ知れむすち．

糸魚川東中学校
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155
なとやわきれゆせけ説明ァすとけぢしれなとや良きづちどせ．糸魚川ど働くちうな思づちれ
なとや楽すうな思うむすち．

糸魚川東中学校

156
クュレイプォセトゥヒロァ通すと，りれ，将来ねてうと考えろりうねぬれむすち．むち，糸
魚川ば企業ァちけしア知ろさなぎどくちばどりきづちどせ．

糸魚川東中学校

157 自分ば将来ね就くちう職業ば幅ぎ広ぎづちばどりきづちどせ． 糸魚川東中学校

158

しむじむぬ職種ぎいづちぎ，にさば事業や糸魚川ど働け責任な貢献すとうろなううさなね誇
れァ持づと働うとうろさなぎわきづち．たすと，にば事業ば方ちっや自分ばゆれちう職業ァ
行ぬづとうと，ゆれぎうァ感ず，楽すめぬぎる働うとうろさなぎわきづち．

糸魚川東中学校

159 なとや有意義ぬ時間どいづちな思う．にばヘーセや大変面白きづち． 糸魚川東中学校

160
糸魚川ばちゃね働くちうなうう強う意志ァ感ずろさなぎどくむすち．むち，いむれ興味ぎぬ
きづち職業ねや興味ァ持てさなぎどくちばどりきづちどせ．

糸魚川東中学校

161
楽すきづちす体験しそとけゎろ場面ぎいづと面白きづち．見とろぢこどぱ飽くぎ来ろばど何
きしそとけゎちなさわぎ面白きづちどせ．

青海中学校

162 自分ば将来ァ考えろくづきこねぬづち．糸魚川ど働け人ば声ぎ聞こと良きづち． 青海中学校

163 新ちぬ学ふぎちけしアいれむすち．楽すきづちどせ． 青海中学校

164

今回ばクュレイプォセトゥヒロね参加すと，ちけしアば企業ァ知ろ事ぎどくちす，うわアぬ
さなァ知ろ事ぎどくむすち！特ね私ぱ幼稚園ば先生ねぬれちうばど糸魚川キナレヅケ天使幼
稚園ね行くむすち．たさど学アぢさなぱ，幼児ぱ何きいづちる顔ね出ゆせうばど，幼児ば顔
ァ見と家族ば問題ゆ幼児ば様子ぬにァ判断すぬけとぱうこぬうなううさなァ知れむすち．幼
児ぎ泣うとうちる両親ぎ離婚すちれ家族ど何き問題ぎいろアぢぬな読め取ろ事ぎどくろす，
うてや笑う人ぎ笑わぬきづちる幼児同士ど何きナルヘロぎいづちばどぱぬうきな考えろ事ぎ
どくむせ．他ねぱ，話ね集中どくろりうね話ば前ね『がとと遊ふ』なううやばァせろな言う
さなァ知れむすち．たうせろ事ど，集中すと話ァ聞ころなううさなァ知れむすち．がとと遊
ふァせろ時ねぱ恥ぜきすぎづとゆづとぱうこぬうなううばぎ大切な教えとやるう事ぎどくむ
すち．どや実際私ぎ体験しそとやるづち時ね，恥ぜきすけといむれがとと遊ふァ上手ねせろ
事ぎどくむそアどすち．さゎきる勉強ァちけしアすと，うう幼稚園ば先生ねぬゎろりうね頑
張れちうな思うむすち．今回，さばりうぬ貴重ぬ体験ァしそとうちぢくいれぎなうざじうむ
すち．

青海中学校

165

地域ばうわうわぬ企業ァ見と，各企業ば仕事ば具体的ぬ内容ゆゆれぎう，強う思うゆ様々ぬ
生く方ァ学ふむすち．地元ば仕事内容ァ知ろ貴重ぬ良う機会ぢづちばどりきづちどせ．
にさば企業どや，地元どいろ糸魚川ど働けさなば楽すしゆゆれぎうァ感ずろさなねてうと話
すとうちばど地元ど働けなうう良しァ再確認せろさなぎどくむすち．

青海中学校

166 色々ぬ仕事ぎいづとやづな詳すけ知れちきづちどせ．むち機会ぎいゎひが願うすむせ． 青海中学校

167 仕事ばゆれぎうぬにァ聞ことりきづち． 青海中学校

168

自分ば将来ぬれちう職種ぱやっわア，いむれ知るぬきづち職業ば在れ方ねや意識ァ持てさな
ぎどくち．自分ば将来ば夢ァ改ゃろ機会ねやぬれむすち．給料ぢこどぬけ，人なば関われ合
う繋ぎれァ意識せろなううばや大切ぬばきぬな思うむすち．

青海中学校

169
身近ねいづとや気できぬきづちさなぎ多けと，仕事ァゆれぎうなすと楽すアど仕事ァ行づと
うと将来私や楽すけ仕事ァ行うちうぬな思うむすち．

青海中学校

170
糸魚川市ど働うとうろ人ちっば情熱．自分ば仕事ァせろ楽すし．さばりうぬやばぎなとや伝
われ，大人ねぬろばぎ楽すめねぬれむすち！

青海中学校

171 ちけしアば企業ぎ集むづとけゎちさなね感謝すちうどせ． 青海中学校

172 普段知ろさなぎどくぬう仕事ば内容ぬにぎ知ゎとりきづちどせ． 青海中学校

173
色々ぬ話ァ聞うと，興味ァ持づちさなぎちけしアいれむすち．たば話ァ色々ぬなさね結ふて
こと生活すとうくちうどせ．

青海中学校
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174 糸魚川や意外な広うアぢな思づち． 青海中学校

175 糸魚川ねや楽すう職業ぎいろな思づち． 青海中学校

176 楽すきづち．興味ぎ湧うち！ 青海中学校

177 色々ぬ仕事ァ見ろさなぎどく，自分ば将来ねてぬぎろさなぎどくち． 青海中学校

178
糸魚川や，様々ぬ仕事ねりづと回づとうろさなァ感ずむすち．すきす，今ば様ぬ糸魚川ァ維
持せろねぱ，人ぎ足るアとぅーゆなや思うむすち．

青海中学校

179 企業ばさなねてうとりけ知ゎち． 青海中学校

180 うわアぬ企業ば話ァ聞うと，自分ば将来ねてぬごるゎろ話ぎちけしア聞こと良きづち 青海中学校

181
働け上どばゆれぎうゆ意識すとうろさなァくこと，自分ば将来ぺば選択肢ぎ増えとりきづち
どせ．

青海中学校

182 色々ぬ企業ば事ァ聞こちばどりきづちどせ． 青海中学校

183 わきるぬうさなぎ知ゎと，知づとうちさなァ深ゃろさなぎどくち． 青海中学校

184 うわアぬ人ぎすとうろ仕事ば内容ねてうと細きけ話すとけゎとわきれゆせきづち． 青海中学校

185
多けば会社ぎいれ一て一てば会社ぎたば仕事ァすとうろきる今ば糸魚川ぎいろな思うむす
ち．

青海中学校

186 糸魚川ど頑張づとうろ人ぎ多けとふづけれすち． 青海中学校

187 なとや楽すきづちどせ．自分ば将来ねてうと考えろさなぎどくむすち 青海中学校

188 色々ぬ企業ば話ァ聞うと，糸魚川ねや魅力的ぬ会社ぎいろなううさなぎわきづち． 青海中学校

189 うわうわぬ企業ぎいれ，たゎだゎば企業ばゆれぎうァ聞ことりきづちどせ． 青海中学校

190 色々ぬ事業ァ知ろさなぎどくち． 青海中学校

191 糸魚川ば多けば仕事ァ知ゎとりきづちどせ． 青海中学校

192 働うとろ人ちっば仕事ぺば誇れァ感ずろさなぎどくち． 青海中学校

193 うわうわぬ体験やどくとちばすきづちどせ． 青海中学校

194 自分ば知るぬう職業ば内容ぎ知ゎとりきづち． 青海中学校

195 ゆづとめちうな思う職業ぎ増えむすち．むち，糸魚川ど働くちうなうう思うや増えむすち． 青海中学校

196 ちばすきづち． 青海中学校

197 楽すきづち． 青海中学校

198 楽すきづち． 青海中学校

199 色々ぬ仕事ぎ見ゎと嬉すきづち． 青海中学校

200 色々ぬ業種ば人な会話どくとりきづち． 青海中学校

201 色々ぬ職業ぎいづと楽すきづち． 青海中学校

202 今むど知るぬきづちさなァ知ろさなぎどくち． 青海中学校

203 知るぬう業者ば細きう仕事ァすゎと，驚くゆ，発見ぎいづち． 青海中学校

204
大人ば仕事ね対せろうわアぬ気持っぎわきづとりきづちどせ．ちけしアば仕事ぎいづちこに
楽すたうぢぬな思うむすち．

能生中学校

205
日常生活どぱいむれどくぬう体験ァしそとやるえと，うう経験ねぬづちす，視野ぎ広ぎづち
な思う．

能生中学校

206 うわアぬ話ァ聞こと為ねぬづち． 能生中学校

207 色々ぬ職業ぎいづとたば職業ば魅力ねてうと知ゎと良きづちどせ． 能生中学校

208 せざけ知るぬうさなァ知ゎちす，ささどどくち知識ァ今後ば人生ね生きすとうくちう． 能生中学校

209 ちばすきづちどせ． 能生中学校
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210
糸魚川市ねいろうわうわぬ職ァ知ゎとりきづち．たゎだゎば会社ぎ知づとやるうちゃば工夫
ァすといろばぎりけわきづち．

能生中学校

211 今むど聞うちさなばぬきづち仕事ァ知ろさなぎどくとちゃねぬづち．又，楽すきづち． 能生中学校

212
しむじむぬ仕事ば内容ゆゆれぎうァケウゼ形式ねすちれぬにすと知ゎと勉強ねりきづちど
せ．

能生中学校

213 色々ぬ会社ぎたゎだゎば仕事ば良うなさわァ細きけ説明すとけゎとなとや興味深きづち． 能生中学校

214
なとや楽すけと，建設ば仕事以外ばやばさなァ学へさなぎどくちすたば仕事ば難すうゆ楽す
うさなねてうとァ知ろさなぎどくとうとなとやりきづちどせ．

能生中学校

215 うわうわぬすざなぎうなうぎわねいろさなぎわきづとりきづちどせ． 能生中学校

216 うわうわぬ事ァちけしア知ゎとりきづちどせ． 能生中学校

217 なとや有意義ぬ時間ぢづち． 能生中学校

218 うわうわぬ事業所ば仕事内容ぎ分きれむすち． 能生中学校

219 地元糸魚川ど知るぬきづち企業ねてうと知ろさなぎどくち． 能生中学校

220 なとや楽すきづちぎ自分ば行くちきづちなさわねぴなてや行こぬきづちばぎ残念ぢづち． 能生中学校

221
糸魚川ばうわうわぬ事業ァ見ゎと楽すきづち．皆しアぬアなぬけどゆづとうろばどぱぬけ誇
れゆ目的，企業ば未来ば理想図ァすづきれ持づとうとせざきづち．

能生中学校

222 将来ねてぬぎろうう機会ぢづち． 能生中学校

223 今むど知るぬきづち糸魚川ば会社ねてうと知ゎとなとやうう参考ねぬれむすち． 能生中学校

224 うわアぬ事業者しアば話ァ聞うと，就くちう仕事以外ばさなや深け知ゎとなとや充実すち． 能生中学校

225
様々ぬ事業所ァ見ろ事ぎ出来と良きづちどせ．むち，わちすちっぱ職場体験ぎぬきづちばど
クュレイプォセトゥヒロばがきごど見と学ほむすち．

能生中学校

226

初ゃとぱ仕事ばさなひきれどいむれ興味ぎ無きづちこゎに，６番初ゃね郵便局ば方きるが話
すァすとうちぢうと，たさきる，意外な面白うな思えろりうねぬれむすち．自分ぱ特ねU'
プィーモしアぎなとや楽すたうね仕事ば事ァが話すすとけぢしづちばどなとや楽すきづちど
せ．

能生中学校

227
クュレイプォセトゥヒロぱうわうわいれなとや勉強ねぬれむすち．将来ぱぬねねぬろきくゃ
とぬうこに進路勉強ァ頑張れちう．

能生中学校

228

自分ぎむぢ知るぬきづち地元ば仕事ぎちけしアいづと，話ァ聞うちれ，体験しそとやるづち
れすと，楽すめぬぎる学へさなぎどくむすち．にば仕事や魅力的ど，たば仕事ァしゎとうろ
方々や素敵ぢぬな思うむすち．せざけ良う経験ねぬづちす，糸魚川市ぎ一てねぬづとさばり
うぬさなぎ開催どくちさなね感謝すちうな思うむすち．

能生中学校

229

名前ぱ聞うちさないろこに，仕事内容ぢづちれ知るぬきづちさなぎ新すけ知ろさなぎどくと
なとや面白きづち．にば企業ば方や親切ねわきれゆせけ教えとけぢしづと，なとやりけわ
きづち．

能生中学校

230

色々ぬ職業ァ見と，自分ば知るぬうさなァちけしア知ゎとりきづちどせ．せざう楽すたうぬ
なさわゆ，世界ど活躍すとうろ職業ぎいれ，たうようなさわど働くちうな思うむすち．たゎ
だゎば職業ば説明ばなさわど体験ぬにぎいづとわきれゆせきづちどせ．

能生中学校

231

うわアぬ事業所ば方ばが話ぎ聞こと良きづちどせ．にば事業所ば方やなとや優すきづちど
せ．将来的ね自分ぱにアぬ仕事ねてけきぱ分きるぬうこゎに，参考なすと覚えとがくちうど
せ．

能生中学校

232

沢山ば事業ぎいづとなとや勉強ねぬれむすち．うけてき気ねぬろ所ぎいづちばど自分どや調
ほちれすと将来ね役立て様ねさゎきる調ほ学習ゆ体験授業ぬにね積極的ねしアきすとうくち
うどせ．

能生中学校

233 地元糸魚川ば色々ぬ職業ねてうと学へさなぎどくとりきづち．なとや楽すきづち． 能生中学校
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234
ちけしアば企業ばさなァ知ゎと貴重ぬ機会ねぬづち．糸魚川きる全国ぺ広ぎづとうろ企業ぎ
いづとせざうぬな思づち．糸魚川ば魅力ぎちけしア知ろ事ぎどくち．

能生中学校

235

クュレイプォセトゥヒロァ通すと糸魚川ねぱさアぬねや面白たうぬ会社ぎいろアぢな改ゃと
気でくむすち．企業しアきるば話やちけしア聞うちれ，時ねぱ体験活動やしそとけぢしれ
なづとや楽すきづちどせ．クュレイプォセトゥヒロァ通すとちけしアば学へさなぎどくむす
ち！

能生中学校

236

建設業＝男ぎゆろ仕事づとウャーズぢづちこに，女性どや楽すけ働ころな知れ，働うとめち
けぬづち．にば仕事ァせろねやちけしアば資格ぎ必要ぢな知れ，勉強ば大切しァ改ゃと実感
すち．

能生中学校

237 色々分きれゆせけ教えとやるうむすち．ちむね面白う事や言づとうちばや楽すきづちどせ． 能生中学校

238

目指すとうち職業な全け違う職業ば内容ァ学習すと，共通点ゆ知るぬきづち部分ぎ沢山いづ
となとや視野ぎ広ぎれむすち！皆しアなとや優すけ親身ねぬづと教えとけぢしづと質問すゆ
せう雰囲気ぎなとや良きづちどせ．本当ねいれぎなうざじうむすち！

能生中学校

239

知るぬきづち企業ゆ，事業所ばが話ぎ聞こと社会ばさなねてうと学へ事ぎどくちな思うむす
ち．たゎだゎば職業ど誇れァ持づと楽すアど働うとうろなうう熱意ぎ伝わづとくと私や頑
張づと行くちうな思うむすち．

能生中学校

240 にさば企業や楽すたうど説明ァ聞うとうろ間やなとやワケワケすぬぎる聞こむすち． 能生中学校

241
うわアぬ企業ばさなァ知ゎちす，新すう職業ァ知づと選択肢ぎ増えち気ぎすち．知づとうち
名前ば企業どや知るぬうさなぎ沢山いづち．

能生中学校

242

ちけしアば事業ァ知ろさなぎどくちばど，りきづちどせ．中ねぱ，いむれ知るぬうなさわゆ
将来ば仕事なすと全け考えとうぬうなさわやいれむすちぎ，少す選択肢ぎ増えちばど良う経
験どすち．たすと，たば仕事ね就きゎとうろ方ば話ァ直ね聞けさなぎどくちばどりきづちど
せ．

能生中学校

243

自分ぎ知るぬうなさわねてうとぱ楽すけ学へさなぎどくちす，逆ね知づとうろなさわぱ更ね
学へさなぎどくとりきづち．たゎだゎ目標ァ持づとが仕事ァすとうろ．せざけ楽すきづちど
せ．

能生中学校

244
多けば企業ぎたゎだゎば得意ぬさなね取れ組アどうろな思づち．糸魚川ぢきるどくろさな，
糸魚川ずゅぬけとぱどくぬうさなぬにば強めァ生きすと仕事ァすとうろな思づち．

能生中学校

245
今むど知るぬきづち仕事ゆ興味ばぬきづち仕事ば話ァ聞うと興味ァ持づち仕事やいづちきる
せざけ楽すきづちどせ．

能生中学校

246 沢山ば会社ぎ知ゎちばど良きづちどせ！ 能生中学校

247

普段，企業ど働うとうろ方きるが話ァ聞けさなぎ滅多ねぬうばどせぎ，今回クュレイプォセ
トゥヒロァ通すとちけしアば企業ど働け方達きるが話ァ聞ことりきづちどせ．仕事内容ゆ仕
事ばゆれぎう，将来ばちゃばイニヒウセぬにァ聞けさなぎどく，なとや充実すちクュレイ
プォセトゥヒロねぬづちな思うむせ．

能生中学校

248
沢山ば職業ぎいれにゎや聞うとと勉強ねぬづちすなとや楽すきづちどせ．むち糸魚川ねいろ
沢山ば職業ば魅了ゆ大変し楽すしぬにぎなとや良けわきれむすち．

能生中学校

249

・自分ば興味ばいろ事業所ゆ知るぬきづち事業所むど詳すけ知ゎろさなぎどくち．むち，将
来ば夢ァ探すちれ，夢ぺ向きづとにば道ァ進ゃひううきぬに知ろさなぎどくち．
・触づとめちれ，実際ねゆづとめちれば体験ァ通すと，りれ理解ァ深ゃろ事ぎどくち．

能生中学校

250

知るぬきづち会社しアゆ事業者しアぎちけしアうと，糸魚川ねやさアぬねや会社ぎいれ販売
ゆSDGSねや取れ組アどうと知るぬきづちさなやちけしア知ゎとなとや貴重ぬ時間どすち．
皆しア楽すアどうとゆれぎうァ感ずとうろなううさなァ感ずむすち．

能生中学校

251
たゎだゎばヘーセざなね，うわアぬ内容ァ知ろ事ぎどくと，りきづちどせ．ちけしア学へさ
なぎ出来むすち．

能生中学校
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252

糸魚川ばしむじむぬ仕事ねてうとすれ大人ば仕事ねてうとば熱うがやうゆ夢ねてうと知ろさ
なぎどくむすち．さば糸魚川ぢきる出来ろさなやいろな知づち．クュレイプォセトゥヒロね
参加す自分ば将来ば夢ぺば実現ねてぬぎづとうころ気ぎせさすすむすち．

能生中学校

253

なとや勉強ねぬづちす，興味ばいろ会社や見てこるゎとりきづち．特ね高瀬商会なナーリー
レナヮヅニしアばぱぬすァくうとせざけ興味ァ持づちすチウユァ新すけザモねすとむちチウ
ユね戻せ事業ぎせざけ興味ぎ湧くむすち．笠原建設しアぱ，せざけうわアぬ資格ァ持づとう
ろ人ぎちけしアうろさなど様々ぬさなァすとうろさなぎ分きづちす，初ゃと空調服ァ着とめ
とせづざけ涼すうぬな思うむすち．一て一てば仕事ば話ァ聞うと糸魚川ねぱうわアぬ仕事ぎ
いれ，魅力ぎいろさなぎわきづとなとや楽すきづちどせ！

能生中学校

254

今むど知るぬきづち職業ぎちけしアいづと，知ろさなぎ出来ろ良う機会ねぬれむすち．伝統
ぎいろ仕事や多けいづと，糸魚川ば素晴るすしね気ぎ付くむすち．地元ァ大切ねすとうくち
うな思うむすち．

能生中学校

255

色々ぬ仕事ァ見と，思づちさなぱ，にば仕事や仕事ね対せろ熱意ぎ凄きづち事どせ．特ね，
っ糸魚川キナレヅケ天使幼稚園ぱなっ株式会社パブーぱどすち．にっるなや，仕事柄ぱ，違うこ
に仕事ね，対せろ熱意ぎせひるすきづちばぎ，印象ね残れむすち．

能生中学校

256
色々ぬ企業しアァ見ちれ体験どくちれすとなとや楽すきづちす，自分ば将来ばさなねてうと
改ゃとやう一回考えろ事ぎどくむすち．

能生中学校

257

名前ぱ知づとろこににアぬさなァすとうろばきぱ知るぬきづちこにクュレイプォセトゥヒロ
ど細きう仕事内容ァ知ろさなぎどくちばどりきづちどせ．うわアぬ豆知識ァ知ろ事ぎどくと
りきづちどせ．

能生中学校

258

ちけしアば業者ば話ァ聞うと，会社名ぱ知づとうとやたば会社ぎにアぬ仕事ァすとうろきな
きぎ把握どくとうぬきづちばどせぎ，今回ばクュレイプォセトゥヒロど何ァすとうろ会社ぬ
ばきりけ知ろさなぎどくむすち．糸魚川ね残づと仕事すとうろ人ちっば話どぱ，ちけしアば
経験きる話すとうちちぢくせざけ楽すきづちす，参考ねぬれむすち．今後自分ぎにばりうぬ
仕事ね就けばきぱ分きれむそアぎ，残づち方達めちうね堂々な胸ァ張づと行ころりうねぬれ
ちうどせ．

能生中学校

259

色々ぬ企業ば方達ぎうと，糸魚川ぱ沢山ば企業ど成れ立づとうろ市ぬアぢぬ??な思うむす
ち．話ァ聞けなめアぬ目標ァ持づと取れ組アどうちす，普段聞こぬうさなや聞こと良う機会
ねぬれむすち．

能生中学校

260

うわアぬ会社ァむわれむすちぎ，にば会社や人々ばちゃね頑張づと働う思うぎなとや伝われ
むすち．クュレイプォセトゥヒロど学アぢさな，分きづちさなァ自分ちっば未来，将来ね生
きすちうどせ．

能生中学校

261

うわうわぬ事業所しアば話ァ聞うと『私ぱむぢ全然糸魚川ばさなァ知るぬうアぢぬ』な思う
むすち．自分ば仕事ねてうと，楽すたうね話すとけぢしれ『将来，さアぬ風ね働こちるうう
ぬ』な思うむすち．糸魚川ど働け人きるちけしア学へさなぎどくとりきづちどせ．

能生中学校

262

クュレイプォセトゥヒロァ通すと様々ば会社仕組めゆ内容ぬにァ詳すけ知ゎむすち．色々ぬ
体験ァすと仕事ば大変しァ知れむすち．将来糸魚川ど働きぬうな思づちこに糸魚川ば仕事ね
興味ァァて事ぎ出来むすち．

能生中学校

263

最初ぱ，会社ば名前ぱ知づとうとや仕事ば内容ァ知るぬきづちれ，初ゃと聞うち会社名ぎい
れむすち．こに，仕事ば内容ゆ他ば企業なば違うァ教えとやるう，楽すめぬぎる企業ばさな
ァ知ろさなぎどくむすち．実際ね体験しそとうちぢうちれ，問題形式ねすと教えと頂くちれ
ななとや楽すきづちどせ．

能生中学校

264 色々ぬ職業ァ知ゎと良きづちどせ． 能生中学校

265
普段ば生活どぱ味わう事ぎどくぬうりうぬ体験ぎ出来むすち．むち，事業所ば名前せるや知
るぬきづちなさわむど知ゎと本当ね良きづちどせ．

能生中学校
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266

今むどにアぬさなァゆづとうろき分きるぬう会社ゆ事業所ぎ沢山いづちこに今むど知るぬ
きづちさなぎ少すどやわきづちばどりきづちどせ．むち将来ゆれちう仕事ぎいむれ決むづと
うぬうばど新すう考え方ぎ生むゎちばどりきづちどせ．

能生中学校

267
糸魚川ねぱちけしアば事業所ぎいづとがにくむすち．楽すアど仕事ァしゎとうろ姿ァ見と，
私や頑張れちうな思うむすち．皆しアきる，仕事ね対せろ熱う思うぎてちわづとくむすち．

能生中学校
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1

先日ぱいれぎなうざじうむすち．体験ゆケウゼァすとけぢしづちがきごどなとや関心ァ持て
さなぎどくむすち．私ぱ将来糸魚川ど仕事ァせろ考えぱいむれ最近むどぱぬきづちばどせ
ぎ，さば機会ァくづきこね糸魚川市どや仕事ァすとやううばどぱぬうきなうう考えね変わろ
さなぎどくむすち．今回ばクュレイプォセトゥヒロぱ興味深け知ろさなぎどくちばど楽す
きづちどせ．

糸魚川中学校

2

糸魚川市ば皆しア今回ばちゃね，ちけしアば準備ァすとけぢしづといれぎなうざじうむせ．
今回ァ通すと糸魚川ねぱちけしアば企業ぎいれ，一人一人ぎさば地域ァ動きすとうろばぢぬ
な実感すむすち．たば背中ァ追うきこ私やりれ良う糸魚川ばちゃね貢献すちうな思うむせ．

糸魚川中学校

3

私ちっ中学生ば将来ばちゃね多数ば企業ば詳細ァ教えとうちぢく，いれぎなうざじうむす
ち．自分ぱ今回ばクュレイプォセトゥヒロど，糸魚川ば企業ねてうとぽま全けなうづとやう
うぽに知るぬうなううさなぎりけわきれむすち．すきす，うけてきば企業ば話ァ聞うと，糸
魚川ねぱ興味深け，笑顔ど溢ゎろ企業ぎ数多けいろさなァ知れ，自分ば夢ぎむち増えちりう
ぬ気ぎすむせ．やす，自分ば望アぢ職業ね就こちる，たば企業ァ糸魚川ねや，やづと来ゎろ
りうね頑張れちうどせ．

糸魚川中学校

4
普段，生活すとうろ上どぱぬきぬき知ろさなぎどくぬう事ぎ分きれ，進路選択ば参考ねぬれ
むすち．貴重ぬが話ァいれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

5
僕ちっばちゃね，色々な教えと下しれいれぎなうざじうむすち．さゎァくづきこね僕ぱ，仕
事ねてうとやづな知れちけぬれむすち．

糸魚川中学校

6

最初ぱ，せざけ緊張すとうちこに優すけ笑顔ど接すと下しれ楽すきづちどせ．するぬきづち
さなァ体験どくとわきれゆせきづちどせ．ささど学ほちさなァ将来ね生きす繋ごとうくちう
どせ．本当ねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

7

うっひア，心ね残づとうろばぱ能水商店しアどせ．理由ぱ，6年前ぱ部活ぢづちばァ，教員
ァゆゃと仕事ァちとちきるどせ．ちづち6年ど仕事ねせろ行動力ねなとやふづけれすむす
ち．すきや，海洋高校ば生徒ねマルントゥイど職業ね触ゎとやるづとうろたうどせ．海外ね
や連ゎと行づとろたうどせ．マルントゥイどささむどすとうろな聞うと，が金ぢこずゅぬう
アぢぬーな実感すむすち．

糸魚川中学校

8

自由ねヘーセァ回ろ事ぱ出来むそアどすちぎ，企業ば方々ぎ親切ね接すとけぢしづちばど分
きれゆせけ，楽すきづちどせ．さゎきるぱ，糸魚川ばさなねてうと考え，関心ァやづと生活
すとうくちうな思うむせ．本当ねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

生徒きる会社・事業所ば方々へばャッセーズ

＋代表的ぬ意見－
・ハヅナぢこどぱ分きるぬう現場ば声なううやばァ聞こと良きづちどせ．
・地元糸魚川ど働け人ば声ぎ聞こと，自分ば将来ァ考えろくづきこねぬれむすち．
・ちぢちぢ熱け語ろばどぱぬけ，少すオンチャや込ゃと面白けゆろなやづな楽すゃろな思うむすち．
・特ねピョームンサーヌーば東京ね出と糸魚川ね戻づとくち人ばが話ね関心ぎ引く寄そるゎむすち．
・将来さば人ちっな働うとめちうぬな感ずと，将来ぎ楽すめねぬれむすち．
・普段自分ば住アどうろ糸魚川ど働うとうろ人ぎ，さアぬねきづさううなぱ知るぬきづち．
・さアぬね夢ァ持て方々ぎ糸魚川ど働うとうと，さば街ねうるゎと幸そぢな心きる思うむすち．
・私ちっねなづと未来ねてうと考えろさなぎどくろ素晴るすう会ねぬれむすち．
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9

会社，事業所ば仕事ば内容ゆ気ァてことうろさな，工夫すとうろさな，中学生ば時ね就くち
きづち職業ぬに初ゃと知づちさなぎちけしアいれむすち．体験活動ァどくろヘーセぬにせざ
け楽すう時間ァ過ざせさなぎどくむすち．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

10

私ちっばちゃね長う時間ヘーセどば説明ァすとうちぢうちれ体験ァしそとうちぢうちれ，職
業ねてうと自分ば将来な向く合う時間ァけぢしれいれぎなうざじうむすち．私ぱいむれ将来
ねてうとさゎむどぢうちうすき考えとうぬきづちばどせぎ，今回ばプォセトゥヒロね参加す
将来ぺばわけわけぎ高むれぬれちう職業ァちけしア作ろさなぎどく，視野ゆ選択ぎ広ぎれむ
すち．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

11 仕事ねてうと知ろ良う機会ねむれむすち． 糸魚川中学校

12
今むど糸魚川ね，色々ぬ会社，事業所ぎいろさなァ知ゎと仕事ねてうと改ゃと考えろさな
ぎ，どくむすち，いれぎなうざじうちすち．

糸魚川中学校

13

難すう仕事ば内容どや，動画ゆ画像，動画ぬにどわきれゆせけ教えとうちぢくいれぎなうざ
じうむせ．説明ァ受こと，知るぬきづち仕事やねや興味ァ持てさなぎどくむすち．仕事ば内
容ァ楽すけ，わきれゆせけ学へさなぎどくむすち．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

14

私ぎウャーズすとうろばなぱ違づとうと，なとや明ろきづちれくっアな説明すとやるづとり
けわきれむすち．色々ぬ種類ば仕事ァ見と，なとや勉強ねぬれむすち．いれぎなうざじうむ
すち．

糸魚川中学校

15

教えとやるづちさなァ房ゎぜねすとうくにアぬ仕事ァすりうき迷づちなくね思う出すと選ア
どうくちうどせ．ヘーセァ見とうづと自分ぎむぢ知るぬきづち話ねふづけれすむすち．本日
ぱ本当ねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

16
クュレイプォセァ開くたすと来とうちぢく，説明やきはとけぢしづちがきごどにばりうぬ職
業ぎいろき分きれむすち．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

17
興味ぎいむれぬきづち企業ば話ァ聞こと勉強ねぬれむすち．むぢ将来ゆれちう仕事ぎぱづく
れなぱ決むづとぬばどすづきれ決ゃちうどせ．貴重ぬが話いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

18 暴すう中私ちっばちゃね来とけぢしづといれぎなうざじうむせ． 糸魚川中学校

19
クュレイプォセトゥヒロば日ぱ６日いれぎなうざじうむすち．私や将来めぬしアな一緒ね社
会ね貢献どくろ人ねぬれむせ．

糸魚川中学校

20

サワヌエウロセ対策ァすづきれな行う，私ちっばちゃね貴重ぬ時間ァ作づと様々ぬ仕事ば魅
力ァ教えと頂く，本当ね，いれぎなうざじうむすち．今回学アぢさなァ，糸魚川市ば貢献活
動ね活きすとうくちうどせ．

糸魚川中学校

21

私ぎ想像すとうちやばなぱぽに遠け，実際ね職業ね就うとうろ人ば話ァ聞うとめろな『仕事
ぱ大変』なううさなね改ゃと知ろさなぎどくむすち．たば仕事ね就けちゃねぱ，色々ぬ資格
ァ取るぬこゎひぬるぬうす，中学高校どやすづきれな勉強せろさなねりづと，自分ば好くぬ
仕事ね就けさなぎどくろ，たアぬ社会ば先輩方ね感動すむすち．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

22
職業ばさなねてうとわきれゆせけ教えとけぢしれいれぎなうざじうむすち．将来ね役立とち
うな思うむせ．

糸魚川中学校

23 が暴すうぬき，仕事ば内容ゆ企業ば想うァぬにァ，教えとけゎといれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

24

私や実ぱ糸魚川ァ離ゎとめちうぬな感ずとうむすちぎ，さアぬねや糸魚川ねぱ魅力ぎちけし
アいろアぢぬづなふづけれすむすち．皆しアばが話ァ聞うと糸魚川ど働うとめちす私ぎ育づ
ち糸魚川ァ復活しそちうぬな思うむすち．大変ぬ中いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

25 なとや分きれゆせう説明ゆ体験ぎいづと良きづちどせ． 糸魚川中学校

26
皆しアばがきごど仕事ば辛し，楽すし，ゆれぎうァ学ほむすち．笑顔ど紹介すとけぢしろ皆
しアぎ楽すたうぢづちばど，未来ぎ楽すめねぬれむすち．

糸魚川中学校

27 なとや楽すきづちどせ．いれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校
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28
私達ぎ楽すアど聞ころりうね工夫すと頂うちがきごど，楽すけ参加せろさなぎどくむすち．
いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

29
今普通ね暮るそとうろばぱ，会社ば方々・事業所ば方々ぎ支えとけぢしづとうろきるぢな思
うむすち．たすと，糸魚川ぱいちちきけと，ううなさわぬばぢな改ゃと気でくむすち．

糸魚川中学校

30 貴重ぬ時間ァいれぎなうざじうむすち．糸魚川ね働うとめちうな思うむすち． 糸魚川中学校

31

話ァ聞きそとうちぢうと，にば仕事ァすとうろ人や笑顔ど楽すたうね話すとけゎと糸魚川ぎ
本当ね好くぬアぢぬ，糸魚川ど仕事ァせろさなぎ楽すうアぢぬ．な心きる思うさなぎどくむ
すち．色々ぬ話ァ聞こと本当ねうう経験ぎどくとりきづちどせ．いれぎなうざじうむすち！

糸魚川中学校

32 時間ァ削づとがさすけぢしれいれぎなうざじうむすち．良う経験ねぬづちながやうむせ． 糸魚川中学校

33
さゎきるや糸魚川ァ楽すむそといごるゎろ，糸魚川ね貢献どくろ職業ァ作れ，続ことけぢし
う．

糸魚川中学校

34 糸魚川ばちゃねぬろ事ァさゎきるやすとうくちうどせ． 糸魚川中学校

35 わきれゆせけ丁寧ね教えとけぢしれいれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

36
知るぬう職業やちけしアいづちこに，にば職業や凄け分きれゆせけ，実際ね体験出来ろなさ
わなきやいづと楽すきづちどせ．

糸魚川中学校

37
仕事ば内容ばさなぎりけわきれむすち．わきれゆせけ教えとけゎちばど，何ァすとうろば
き，にうゆづちるたさね入ゎろばきわきれむすち．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

38
話ァ聞うと糸魚川ば魅力ぎやづな知ゎむすち．糸魚川ど働けきむぢわきれむそアぎ，めぬし
アばりうね楽すけ，ゆれぎうばいろ仕事ねてくちうどせ．

糸魚川中学校

39

今回クュレイプォセトゥヒロね参加すと，さアぬねちけしアば事業所ば方ね来とうちぢこと
良きづちどせ．多分，ささきる先ば人生ねさううう経験ぱ少ぬうな思うばど，ささど学アぢ
さなァすづきれな活きすとうくちうどせ．

糸魚川中学校

40
本当ねいれぎなうざじうむすち．サワヌば影響どいむれ思う出ばぬう８年間ねぬれたうどせ
ぎ，めぬしアばがきごど良う思う出ぎ出来むすち ！

糸魚川中学校

41 さゎきるば健闘ァが祈れうちすむせ．にうだが元気ど． 糸魚川中学校

42
分きれゆせう説明，体験ァすと下しれいれぎなうざじうむすち．さばりうぬ機会ぎいゎひむ
ち参加すちうどせ．

糸魚川中学校

43

沢山ば方々きる仕事ねてうとが話ァ聞けさなぎどくと貴重ぬ体験どすち！めぬしアば仕事ね
対せろ思うゆ，ゆれぎうぬにァ聞く私やめぬしアばりうね自分ば仕事ね誇れァ持とろりうぬ
大人ねぬれちうな思うむすち．めぬしアきる学アぢさなァ，高校選ふ，職業選ふね活きすと
うくむせ！有難うざじうむすち！

糸魚川中学校

44

仕事ァせろさなぱ大変どいれぢこに，ゆれぎうァ感ずろ瞬間ぎいろなううさなァ聞うとたば
ゆれぎうァ私や大人ねぬづちる実感すとめちうな思うむすち．たすと，全然知るぬきづちさ
なや今回ど沢山知れ未来ば職業ば選択ね入れむすち．

糸魚川中学校

45 サワヌ禍ぢこにしむじむぬ体験ぎどくとうゎすきづちどせ． 糸魚川中学校

46
糸魚川ねさアぬねちけしアば，会社ゆ事業所ぎいろな知れむすち．将来働けさなぎやばせざ
け，楽すめねぬれむすち．

糸魚川中学校

47
さばりうぬ機会ァけぢしづといれぎなうざじうむすち．たゎだゎば仕事ァちけしアすゎとり
きづちどせ．

糸魚川中学校

48

暴すう中自分ちっね詳すけ教えとうちぢくいれぎなうざじうむすち．さば機会ど学アぢさな
ァさゎきるね生きすと自分ば就くちう職業ァ決ゃとうこゎひううぬな思うむせ．本当ねいれ
ぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校
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49

糸魚川ば方々ぎ，昔きるいろ伝統ァ伝えちれ，安心すと暮るそろりうねすちれ，新すう事ね
挑戦すとうちれせろさなァ，今回ばクュレイプォセトゥヒロどりれ知ろさなぎ出来と，なと
や良う経験ねぬれむすち．

糸魚川中学校

50
今ば糸魚川ぱ働うとうろ方々ば努力ば結晶ぬばぢな学ふむすち．将来，皆しアばりうぬ大人
ねぬづと，糸魚川ァ今りれやづな明ろけすとうくちうどせ．

糸魚川中学校

51
なとや貴重ぬ体験ァしそとうちぢくいれぎなうざじうむすち．将来さば人ちっな働うとめち
うぬな，感ずと，将来ぎ楽すめねぬれむすち．

糸魚川中学校

52 色々ぬさなァ教えとけぢしれいれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

53
さゎきるや頑張づと下しう．自分ねぱ出来ぬうばどなとや尊敬すとうむせ．公務員しアぱ
特ね自分ちっァ支えとけぢしづといれぎなうざじうむせ．

糸魚川中学校

54 詳すけ楽すけ教えと頂く有難うざじうむすち． 糸魚川中学校

55
ざ丁寧ねわきれゆせけ説明ァすとうちぢくいれぎなうざじうむすち．糸魚川ど働うと自分や
キヅサうう大人ねぬれちうな思うむすち．

糸魚川中学校

56 私ちっばちゃね，貴重ぬが話ァちけしアすとけぢしづといれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

57 自分ちっばちゃねわきれゆせけ教えと下づといれぎなうざじうむせ． 糸魚川中学校

58 が暴すう中ちけしアばが話ァすとうちぢくいれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

59
いれぎなうざじうむすち．糸魚川ぎセトクぬ場所ぢなううさなァ知づちばな同時ね，糸魚川
ど働うとめちうな思うむすち．

糸魚川中学校

60
今日聞うち色々ぬ職業一て一てばゆれぎうゆ始ゃち理由，志ぬにァ房ゎぜね自分ば将来ね生
きすとうくちうどせ．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

61 いれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

62 なとや面白うきづちす，せざけ勉強ねぬれむすち． 糸魚川中学校

63
さばりうぬ場ァ作づとけぢしれいれぎなうざじうむすち．普段聞きぬうりうぬ話，仕事ねて
うと学ほむすちいれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

64
知るぬう企業やちけしアいづちこに，説明ァ聞うと学アぢさなぎちけしアいづとうう時間
ぢづちぬな思うむすち．

糸魚川中学校

65
普段知ゎぬうさなァ真剣ね説明すとけゎちばど良きづち．実際ね体験やしそとうちぢうとな
とや楽すきづちどせ．

糸魚川中学校

66
今回サワヌ禍ば中どやクュレイプォセトゥヒロァすとけゎといれぎなう御座うむすち．将来
ば進路選ふ就職選ふね生きすちうな思うむせ．

糸魚川中学校

67 が暴すう中わきれゆせけ楽すけ教えとけぢしれいれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

68
沢山ば会社ばが話ァ聞けさなぎどくとりきづちどせ．にさばヘーセや面白けと興味ぎ湧くむ
すち．今むど知ろさなぎどくぬきづちが話や聞こと楽すきづちどせ．

糸魚川中学校

69
様々ぬ会社ね教えとやるづとがやすわうさなゆ興味ぎいろさななぬにぎいれむすち．いれぎ
なうざじうむすち．

糸魚川中学校

70

自分ねなづとクュレイプォセトゥヒロどば各ヘーセば話ぱなとや良う経験ねぬづちばど，さ
ゎきる将来ァ決ゃとうけねいちづと生きせさなぎどくろな良うどせ．本当ねいれぎなうざじ
うむすち．

糸魚川中学校

71
今むど知るぬきづちちけしアば企業ばさなねてうと知ろさなぎ出来ちす，仕事ば内容ぬにね
てうと知ゎちばどなとや良きづちな思うむせ．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

72

今回ぱ私ちっばちゃねが暴すう中，が仕事ばが話すゆ，自分ば経験ぬにァが話すすとけぢし
れいれぎなうざじうむすち！クュレイプォセァ通すと私ぱ多けばさなぎ学ほちれ，考えと方
ぎ変わづちれすむすち！さば経験ァ活きすとさゎきるば進路ぬにね役立ととうくちうどせ！
いれぎなうざじうむすち！

糸魚川中学校
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73

ちけしアば仕事ァめろさなどたば仕事ば良しゆ工夫，ゆれぎうぬにァ知ろさなぎどくむす
ち．が金ァ得ろさなやたうぢこに誰きばちゃねなうう仕事ば素晴るすしァ体験ぬにど感ずろ
さなぎどくむすち．いれぎなうざじうむすち！

糸魚川中学校

74
会社・事業所ば皆しアばがきごど自分ば将来ば姿ぎ見えとくち気ぎすむせ．今回ぱ，私ちっ
ばちゃねちけしアば準備ァすとうちぢくいれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

75
さアぬね夢ァ持て方々ぎ糸魚川ど働うとうと，さば街ねうるゎと幸そぢな，心きる思うむす
ち．うてき私や皆しアばりうぬ大人ねぬゎろりうね頑張れむせ．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

76
貴重ぬ機会ァいれぎなうざじうむすち．なとや楽すきづちす，新すうさなァ学ほとなとや良
う時間ねぬれむすち．

糸魚川中学校

77 なとやうう経験ねぬれむすち．いれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

78
VRゆ体験ァしそとうちぢくいれぎなうざじうむすち．今むど分きるぬきづちさなや教えとや
るづちがきごど色々ぬさなぎわきれむすち．

糸魚川中学校

79 さゎきるや頑張づとけぢしう． 糸魚川中学校

80 仕事ねてうと教えとうちぢくいれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

81 が暴すう中私ちっばちゃね開催すとうちぢくいれぎなうざじうむすち！ 糸魚川中学校

82
仕事ば内容ぢこどぬけ社会ばさなねてうとや知ろさなぎどくむすち．ぽアなねいれぎなうざ
じうむすち．

糸魚川中学校

83 なとやチャねぬろやばど楽すきづちどせ！ 糸魚川中学校

84
クュレイプォセトゥヒロばがきごど，毎日大変ばさなァすとうろアぢぬな思うむすち．さゎ
きるや頑張づとけぢしう．

糸魚川中学校

85
うわうわぬ事業所ば話ァ聞うとちけしアばさなァ学ふむすち．さゎきるや頑張づとけぢし
う．

糸魚川中学校

86 僕や自分ばすちう仕事ゆ人ば役ね立てりうぬ仕事ァすちうどせ． 糸魚川中学校

87
自分ば地元ど働けさなば素晴るすしね気でけ事ぎどくちれ，ちけしアば仕事ァ知ゎちれすち
ばど教えとけぢしれいれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

88

クュレイプォセトゥヒロば時ぱいれぎなうざじうむすち．色々ぬ職種ば中どちけしアば企業
ば方々きるが話ァうちぢころ貴重ぬ機会どすち．企業ば方々きる聞うち話ァ自分ば将来ねて
ぬごと，将来安定たすと人ばちゃねぬろ職業ねてころりうね今きるどやどくろさなァぎアひ
れむせ！

糸魚川中学校

89
ゆれぎうぎいづちれ楽すけ仕事ぎどくろばぎなとや素晴るすうな思うむすち．さゎきるや頑
張づとけぢしう．

糸魚川中学校

90
今むど知るぬきづちさなゆ新すけ知ゎちさなぎちけしアいづと良きづちどせ．糸魚川ば一員
なううさなァ再確認どくむすち．

糸魚川中学校

91 頑張づと下しうめアぬ応援すとうむせ． 糸魚川中学校

92
皆しア自分ば仕事ぺば熱ぎ凄きづちどせ．たば中ね仕事ァ楽すもなううさなぎいれ楽すたう
どすち．将来ば職業ねてうと興味ぎ湧くむすち．

糸魚川中学校

93 今きぬれ大変ぬ状況どせぎ，頑張づとけぢしう． 糸魚川中学校

94 さゎきるやが体ね気ァてこと糸魚川ァ守づと行ころりうね頑張づとけぢしう！ 糸魚川中学校

95 ６日いれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

96
なとやワケワケせろ面白う物ひきれどすち．今むど知ろ機会ばぬきづちやばぺば興味ぎ湧
く，なとやうう機会ねぬれりきづちどせ．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川中学校

97
今回ぱさばりうぬ機会ァ設ことけぢしれいれぎなうざじうむすち．様々ぬさなァ知ろさなぎ
どくち良う６日どすち．

糸魚川中学校
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98 いれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

99 いれぎなう． 糸魚川中学校

100
貴重ぬ機会ァうちぢくいれぎなうざじうむすち．自分ぎ大人ねぬづちるにうう仕事ァすちう
きやう６度きアぎえちうながやうむすち．なとや楽すきづちどせ．

糸魚川中学校

101 いれぎなうざじうむすち．色々ぬ事ァ知ゎちす，楽すきづちどせ！ 糸魚川中学校

102 糸魚川ば発展ば為ね皆しアぎぎアひづとろ姿ぎなとやきづさりきづちどせ． 糸魚川中学校

103 さゎきるや糸魚川どばが仕事頑張づとけぢしう！ 糸魚川中学校

104 頑張づとけぢしう． 糸魚川中学校

105
今回さばりうねちけしアば仕事ば話ァ聞きそとうちぢうと本当ねいれぎなざじうむすち．
将来ぱ自分ばゆれちう仕事ね就さうな思うむせ．

糸魚川中学校

106
『地域ァりけすちう』『人ば役ね立っちう』なうう気持っばがきごど，私ちっぎ楽すけ暮る
そとうろアぢなわきれむすち．

糸魚川中学校

107 ううなさわぎちけしアいづとにゎや楽すたう． 糸魚川中学校

108 いれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

109 いれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

110 暴すう中ちけしアばが話いれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

111 私ちっばちゃね来と頂くいれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

112 いれぎなうざじうむすち． 糸魚川中学校

113 せざけ楽すけ皆しアば言葉ァ聞ことりきづちどせ． 糸魚川中学校

114 むち色々教えとけぢしう！ 糸魚川東中学校

115
にゎや楽すたうど，仕事ぺば興味ぎ湧くむすち．さゎきるや頑張づとけぢしう．いれぎなう
ざじうむすち．

糸魚川東中学校

116 楽すけ学へさなぎ出来と，なとや勉強ねぬれむすち．いれぎなうざじうむすち． 糸魚川東中学校

117 私ちっばちゃね準備すとけぢしれ本当ねいれぎなうざじうむすち． 糸魚川東中学校

118

せざけわきれゆせう説明ど，新ちぬ知識ゆ発見ぎちアしアいづと，楽すきづちす，今回ば学
習ぎいづと本当ねりきづちな思うむすち．僕や皆しアばりうぬきづさうう大人ねぬれちうな
思うむすち．今回ぱいれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

119

が暴すう中，私ちっね『仕事ばさな』ゆ『社会ばさな』ねてうと教えとうちぢくいれぎなう
ざじうむすち．分きれゆせう説明ど，学ひしゎろさなひきれどすち．私や将来，人ばちゃね
働ころ良う大人ねぬれちうどせ．

糸魚川東中学校

120

先日ぱが暴すう中，市内９校ば中学８年生ばちゃね準備すとけぢしれ，いれぎなうざじうむす
ち．糸魚川ば企業しアねてうとば知識ぎいれむそアどすち．どせぎさば機会ァ通すと，が話
ァ聞うち企業しアね興味ァ持っむすち．『クュレイプォセトゥヒロ』どすき聞こぬうが話
ゆ，体験ぎどくとなとや嬉すうどせ．今日聞うちが話ぱ，さゎきるば糸魚川ば未来ァ担う中
学８年生ねなづと，なとや重要ぬ機会ぢな思うむせ．『聞うと感ずちさな』『体験すと思づ
ちさな』ぎ僕ちっば将来ば進路ァ決ゃろ手ぎきれねぬれむせ．たば2てばさなァやづな，他
ばさなねや役立とゎろりうね，頑張れむせ．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

121

今回私ちっばちゃねが話ァ聞きそとけぢしれいれぎなうざじうむすち．にば事業所やなとや
面白きづちどせ．今回学アぢさなァ自分ば将来ね役立ととうくちうな思うむせ．本当ねいれ
ぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

122

暴すう中ど僕ちっばちゃね準備すとけぢしれいれぎなうざじうむすち．様々ぬ会社・事業所
しア達ば話ァ聞うと自分ば将来ば職業ァ決ゃろちゃば良う体験ねぬれむすち．今回ば体験ァ
さゎきるね繋ごとうさうな思うむせ．本当ねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校
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123
今回私ちっばちゃねうわうわぬ話ァすとけぢしれいれぎなうざじうむすち．ささど聞うち話
ァさゎきるば進路ば選択ね活きすとうくちうな思うむせ．

糸魚川東中学校

124

今回ぱ暴すう中，私ちっば為ね時間ァ使づと仕事ねてうと教えと頂くいれぎなうざじうむす
ち．仕事ね向ころ姿勢ゆ気持っきる，糸魚川ど働けさなば楽すしぎ伝わづとくむすち．
糸魚川ど一生懸命働うとうろ方達ぎうろさなね誇れァ持づと，私や頑張わうな思うむすち．
本当ねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

125
私ちっばちゃねちけしアば時間ァ使づとけぢしれいれぎなうざじうむすち．なとや楽すきづ
ちどせ．

糸魚川東中学校

126
暴すう中，私ちっばちゃね素晴るすやばァ作づとけぢしれいれぎなうざじうむすち．今回聞
うち話ァ生きすと職業選ふァすちうな思うむせ．本当ねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

127

サワヌ禍ど暴すう中，私ちっねちけしアば貴重ぬが話ァすとけぢしれいれぎなうざじうむす
ち．会社ばボーズぢこどぱ分きるぬう事，実際ね聞うち働け人ば話ぬに，さば機会ァ通ずと
知づち事ぱなとや多きづちどせ．糸魚川ど働け方々ば声や聞けさなぎ出来むすち．参考ねす
とうころ事ァ沢山学ほと良きづちどせ．

糸魚川東中学校

128

私ちっばちゃね準備ァすとけぢしれいれぎなうざじうむせ．普段どくぬうりうぬ体験ァしそ
とうちぢうと大変どすちぎ，ベワば人ちっぱトクビクなさぬすとうと自分ちっやたばりうね
ぬれちうな思うむすち．

糸魚川東中学校

129
にアぬ小しぬ仕事どやっゅアな役割ぎいづとにゎや素晴るすうな思うむすち．糸魚川ど働け
きぱ分きれむそアぎ学アぢさな，生きすと頑張れむせ．

糸魚川東中学校

130

ちけしアば貴重ぬ話ァ聞きそとけぢしれいれぎなざじうむすち．知づとうち会社どや知るぬ
うさなぎちけしアいづとなとやがやすわきづちどせ．皆しアば話ァ聞うと自分ば将来ねてう
と考えろさなぎどくむすち．本当ねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

131

僕達ばちゃね，詳すう話ァすとけぢしれいれぎなうざじうむすち．会社ば説明＋僕達ば将来
ば話ァ2５分どすちぎ，分きれゆせけ丁寧ね教えとけぢしれなとや興味深きづちどせ！いれぎ
なうざじうむすち！

糸魚川東中学校

132
事業所ば方達ば，仕事ね対せろ思うゆゆれぎうぬに，様々ぬさなァ知れむすち．私ちっばち
ゃね準備ァすとけぢしれ，いれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

133
AせEばにばヨネヅナや興味深う内容ど，勉強ねぬれむすち．僕ちっ中学８年生ばちゃね企画，
説明ァすとけぢしれ，いれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

134

先日ぱ企業ねてうとばが話ァすとけぢしれいれぎなうざじうむすち．クュレイ教育プォセ
トゥヒロァ行う前ぱ糸魚川ね住アどうろばねや関わるぜ，糸魚川ねいろ企業ねてうとりけわ
きづとうぬきづちどせ．たば中どばクュレプォセぱ私ちっねなづと未来ねてうと考えろさな
ぎどくろ素晴るすう会ねぬれむすち．皆しアぎすとけぢしづちが話ァ参考ねす，自分ば将来
ァ決ゃとうくちうな思うむせ．本当ねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

135

暴すう中，僕ちっばちゃね用意すとけぢしれいれぎなうざじうむすち．色々な知ろさなぎど
くちす，貴重ぬ体験ァせろさなぎどく，なとや楽すきづちどせ．さゎァ今後，進路実現ね生
きすとうくちうな思うむせ．

糸魚川東中学校

136
暴すう中，僕ちっばちゃねが話すァすとうちぢくいれぎなうざじうむすち．が話すうちぢう
ち事ァ参考ねすと自分ば将来ね繋ごとうくむせ．

糸魚川東中学校

137
糸魚川ど働け大人ぱクルクルすとうときづさううどせ．自分ば仕事ね，責任ァ持っ誠意ァ
持づと取れ組もきるさたぢな思うむせ．

糸魚川東中学校

138 僕ちっね優すけ教えとけゎといれぎなうざじうむすち． 糸魚川東中学校

139

私ぱが金ァ稼げ為ね働けばきな思づとうむすち．どせぎ誰きばちゃね社会ばちゃね，ささ糸
魚川ばちゃね皆しアぎ働うとうろさなァ知れ，働け大切しぎ知ゎむすち．たすと私や糸魚川
ど働くちうな思えむすち．

糸魚川東中学校
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140
僕ちっばちゃね仕事ァすとうろ時間ァ削づと教えと下しれ，いれぎなうざじうむすち．僕ち
っば将来ばちゃね学ひそとうちぢくむさなねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

141
私ちっねちけしアばさなァ教えとけぢしれ，いれぎなうざじうむすち．皆しアば仕事ね対せ
ろ熱意ぎ凄け伝わづとくむすち．私や将来たアぬ仕事ぎすちうな思うむすち．

糸魚川東中学校

142

私ちっ８年生ばちゃねさばりうぬ場ァ暴すう中てけづとけぢしれ，いれぎなうざじうむす
ち．私ぱ，クュレイプォセトゥヒロど自分ば知るぬきづちさなぎ細きけわきれゆせけ知ろさ
なぎどく，なとや良う時間なぬれむすち．むぢ，糸魚川ど働けきぱわきれむそアぎ，さば経
験ァ生きすと日々努力す，頑張れちうどせ．

糸魚川東中学校

143
仕事内容ぢこどぬけ，たば仕事ね決ゃち理由ゆゆれぎうぬにば話やすとうちぢく，興味ァ持
とち職業ぎいれむすち．将来ァ考えろくづきこねぬれむすち．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

144
私ちっばちゃね，仕事ば内容ぬにァ教えとけぢしれいれぎなうざじうむすち．良う経験ね
ぬづちす，職業ねてうと色々考えろさなぎどくむすち．

糸魚川東中学校

145 なとや良う発表いれぎなうざじうむすち．僕ば知るぬう事ぎ，分きれりきづちどせ． 糸魚川東中学校

146

先日ぱが暴すう中，私ちっばちゃね準備ァすと下しれいれぎなうざじうむすち．皆しアばが
きごど今むどりれ真剣ね将来ねてうと考えろさなぎどくむすち．ハヅナぢこどぱ分きるぬう
現場ば声なううやばァ聞こと良きづちどせ．実際ねすとめぬうな分きるぬう事やいれ，一て
一て個性ぎいづとせざけ面白きづちどせ．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

147
が暴すう中，私ちっばちゃね時間ァ使う，糸魚川ど働け意味ゆ理由ァ教えとけぢしれ，本当
ね感謝すとうむせ．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

148
クュレイプォセトゥヒロどが話すァすとけぢしづといれぎなうざじうむすち．なとやうう時
間ねぬれむすち．さゎきるや糸魚川ァ発展どくろりうね頑張づとけぢしう！

糸魚川東中学校

149
笑顔ど接すとけぢしづちがきごど，いむれ緊張そぜね学へさなぎどくむすち．いれぎなうざ
じうむすち．

糸魚川東中学校

150
暴すう中，私ちっばちゃね職業ねてうと詳すけ教えとうちぢくいれぎなうざじうむすち．
職業ねてうと知ゎと良う経験ねぬれむすち．

糸魚川東中学校

151

私ちっばちゃね丁寧ね詳すけ教えとけぢしれ本当ねいれぎなうざじうむすち．将来ば進路ね
てぬぎろ一歩なぬれ，普段経験せろさなぎぬうさなぢづちばど，楽すけ学へさなぎどくむす
ち．

糸魚川東中学校

152

市内ば中学生向ことさば暴すう中ね，来とうちぢく本当ねいれぎなうざじうむすち．私ちっ
ねや伝われゆせう言葉ど，自分ちっば会社ばさなねてうと教えとうちぢく，せざけわきれゆ
せきづちどせ．

糸魚川東中学校

153
暴すう中，私ちっねたば会社ねてうとば紹介ァすとけぢしれいれぎなうざじうむすち．さゎ
きるぱ，将来にアぬ会社ね入れちうき考えとうくちうどせ．

糸魚川東中学校

154
なとやわきれゆせう説明ァいれぎなうざじうむせ．糸魚川ど働くちうな思づちれ，楽すうゆ
せざうな思うむすち．本当ねいれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

155
が仕事ぎ暴すう中，私ちっばちゃね説明ァすとけぢしれいれぎなうざじうむすち．なとや参
考ねぬれむすち．

糸魚川東中学校

156

中学８年生ばちゃね来とけぢしれいれぎなうざじうむすち．自分ば知るぬう職業ぎちけしア
いれ，興味ぎ湧くむすち．楽すうクュレイプォセトゥヒロねぬろさなぎどく，本当ねいれぎ
なうざじうむすち．

糸魚川東中学校

157 糸魚川ねにゎぢこ貢献すとうろばきわきれむすち．さゎきるやが仕事頑張づとけぢしう． 糸魚川東中学校

158 大変いれぎなうざじうむすち． 糸魚川東中学校

159
が暴すう中，ちけしア仕事ねてうと教えとけぢしれいれぎなうざじうむすち．将来ぱ，私ち
っぎ糸魚川ァ支えとうころりうね頑張れむせ．

糸魚川東中学校
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160

地元糸魚川ど働け人ば声ぎ聞こと，自分ば将来ァ考えろくづきこねぬれむすち．さば経験ァ
生きすと自分ば進路ァ考えちうな思うむすち．ちけしアば企業ば方ば話ァ聞ことなとや楽す
きづちどせ．いれぎなうざじうむすち．

青海中学校

161
ちぢちぢ熱け語ろばどぱぬけ，少すオンチャや込ゃと面白けゆろなやづな楽すゃろな思うむ
すち．

青海中学校

162 私達ばちゃね仕事ばャレヅナァがすえとけぢしれいれぎなうざじうむすち． 青海中学校

163

今回大変ぬ中私ちっばちゃねクュレイプォセトゥヒロァ開催すとうちぢくいれぎなうざじう
むすち．６日ぢこぢづちこにうわアぬ企業ァ知ろ事ぎどくちす，感染者予防ァすぬぎる開催
すとうちぢうちばど安心すと参加せろ事ぎどくむすち．糸魚川市ねぱちけしアば企業ぎいろ
さなァ知れむすち！いれぎなうざじうむすち！

青海中学校

164

様々ぬ職種ば企業ば皆様，貴重ぬ経験ァいれぎなうざじうむすち．企業ば皆様方ぎ丁寧ね教
えと下しづちがきごど，仕事ば楽すしゆ得るゎろ経験内容ぬにァ知ろさなぎどくむすち．む
ち，地域ど働けぬるどぱばゆれぎうぬに，今むど知るぬきづち働くぎうねてうと知れむす
ち．今むどりれや色々ぬ職種ね視野ァ広ごとすづきれ自分ば人生ァ決ゃとうけさなぎどくろ
な思うむせ．貴重ぬが時間ァいれぎなうざじうむすち．さゎきるやりわすけが願うすむせ．

青海中学校

165

我々中学生ね細きけ丁寧ね説明ァすとうちぢくいれぎなうざじうむすち．さばクュレイプォ
セトゥヒロど将来にさば仕事場ねてくちうきぎ少すぱわきづちな思うむせ．今むどぱ，糸魚
川ぱ何やぬうな，思づとうちこゎにさばクュレイプォセトゥヒロど糸魚川ば魅力ぬにぎ伝わ
れ，糸魚川ど働くちうぬぃづと思うむすち．今むど僕ぱ，将来何すりうき全け決むづとむそ
アどすち．さばクュレイプォセトゥヒロね来ろ前や行くちけぬうぬなき思づとうちこゎに
行づとめちる，せざけ楽すけ，地元ば良し，色々ぬ学ふぎいれ，せざけ参考ねぬれむすち．
本当ねいれぎなうざじうむすち．

青海中学校

166 ちけしアが話ァくきそとけゎといれぎなうざじうむすち． 青海中学校

167

さば度ぱ，が暴すう中，いれぎなうざじうむすち．参加前ぱいむれ乗れ気どぬきづちクュレ
イプォセトゥヒロどせぎ６日ァ通すと，やづなうわうわぬ方ばが話ァ聞くちうなうう気持っ
ぎ強けぬれむすち．特ねピョームンサーヌーば東京ね出と糸魚川ね戻づとくち人ばが話ね関
心ぎ引く寄そるゎむすち．人生ぱ何ぎいろきわきるぬう．当ちれ前ばさなどせぎ，経験ァ踏
むえち結論なすと聞けなりれ現実味ァ帯ふちやばなすと実感しそるゎむすち．

青海中学校

168
が暴すう中私達ばちゃねが話すとすとうちぢうといれぎなうざじうむすち．自分ぎ気できぬ
う仕事ば面ぬにァ聞ことなとや為ねぬれむすち．

青海中学校

169

が暴すう中，いれぎなうざじうむすち．知るぬきづち職業ねてうと，触ゎとめちれ，体験せ
ろさなぎどくと，自分ねなづと良う経験ねぬれむすち．さば経験ァ自分ば将来ね生きすと行
くちうな思うむせ．むち，めぬしアばりうね自分ば仕事ね自信ァ持づとうるゎろ人ねぬれち
うな思うむせ！

青海中学校

170 いれぎなうざじうむすち｡ 青海中学校

171
うわアぬ方法ど分きれゆせけ説明すと下しれいれぎなうざじうむすち！なとや楽すきづちど
せ！

青海中学校

172 が暴すう中，私ちっばちゃね来とけゎといれぎなうざじうむすち． 青海中学校

173 実際ね目ど見と知ろさなぎどくちばど良きづちどせ．いれぎなうざじうむすち． 青海中学校

174 いれぎなうざじうむすち． 青海中学校

175 さゎきるや頑張づとけぢしう！応援すとむせ． 青海中学校

176 さゎきるや頑張づとけぢしう！ 青海中学校

177
クュレイプォセトゥヒロど，糸魚川ば仕事ね対せろ想うァ感ずろさなぎどくむすち．将来に
アぬ仕事ァすとうとや，情熱ァ持づと楽すけ取れ組めちうな思うむすち．

青海中学校
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178 わきれゆせけ説明すとけぢしれいれぎなうざじうむすち． 青海中学校

179
今回ぱ，ちけしアば仕事ば魅力ァ教えとうちぢくいれぎなうざじうむすち．自分ば将来ねて
うとやづなりけ考えるゎろさなぎちけしアいれやづな考えとうくちうな思うむすち．

青海中学校

180
私ちっね話ァすね来とけぢしづといれぎなうざじうむすち．なとや充実すち３日ねぬれむす
ち．

青海中学校

181 いれぎなうざじうむすち． 青海中学校

182 うわアぬさなァ知ろさなぎどくむすち．いれぎなうざじうむすち． 青海中学校

183 色々ぬ細きうさなァ丁寧ね話すとけゎとなとやわきれゆせきづち． 青海中学校

184 いれぎなうざじうむすち． 青海中学校

185 暴すう中うわうわ教えとけぢしれいれぎなうざじうむすち． 青海中学校

186

が暴すう中いれぎなうざじうむせ．沢山ば人ぎ自分ば職業ァ堂々な語づとうと，たば仕事ァ
楽すアどうろさなぎわきれむすち｡クュレイプォセトゥヒロど学アぢ事ァ活きすと将来ァ考え
ちうな思うむせ｡

青海中学校

187
色々ぬ話ァ聞きそとうちぢうといれぎなうざじうむすち．皆しアば話ァ聞うと，将来にアぬ
職業ねてうとや糸魚川ぢづちる楽すけ働こたうぢな思うむすち．

青海中学校

188 発表すとけぢしれいれぎなうざじうむすち． 青海中学校

189 暴すう中ちけしア教えとうちぢくいれぎなうざじうむすち． 青海中学校

190 分きれゆせけ説明すとうちぢくいれぎなうざじうむすち． 青海中学校

191
私ちっね仕事ねてうと教えとうちぢく，いれぎなうざじうむすち．さゎきるや糸魚川ばちゃ
ねぎアひづとけぢしう．

青海中学校

192 わきれゆせう説明いれぎなうざじうむすち！ 青海中学校

193 いれぎなうざじうむすち． 青海中学校

194

今回ばクュレイプォセトゥヒロどぱちぢ説明せろぢこどぬけ体験ぬにやどくと楽すきづちど
せ．仕事ばャレヅナぢこどぬけ糸魚川ど働けャレヅナむど説明すとうちぢうちがきごど糸魚
川ど働うとめりうきぬな思えむすち．

青海中学校

195 いれぎなうざじうむせ． 青海中学校

196 わきれゆせう説明どすち． 青海中学校

197 いれぎなうざじうむすち． 青海中学校

198 ぎアひづとけぢしう． 青海中学校

199 さゎきるや頑張づとけぢしう． 青海中学校

200 なとや丁寧ね説明すとけぢしれいれぎなうざじうむすち． 青海中学校

201 なとや興味深う仕事ば紹介なとや楽すきづちどせ！いれぎなうざじうむすち． 青海中学校

202 ちけしア詳すけ楽すけ説明ァすとけゎといれぎなうざじうむすち． 能生中学校

203 普段自分ば住アどうろ糸魚川ど働うとうろ人ぎ，さアぬねきづさううなぱ知るぬきづち． 能生中学校

204 僕ちっ中学生ね為ねぬろ貴重ぬ話ァすとけゎといれぎなうざじうむすち． 能生中学校

205 さゎきるやが仕事頑張づとけぢしう． 能生中学校

206 いれぎなうざじうむすち． 能生中学校

207 いれぎなうざじうむせ． 能生中学校

208
会社ねてうと深け知ろさなぎどくとりきづちどせ．実際ね体験すちれぬに，なとや楽すう時
間ねぬれむすち．

能生中学校

209
自分ちっばちゃね時間ァ割うとけぢしれ感謝すきぬうどせ．学アぢさなァ生きすとさゎきる
ば人生ァ歩めちうな思うむせ．いれぎなうざじうむすち．

能生中学校
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210 しむじむぬ仕事ば内容ゆゆれぎうァケウゼ形式ねすちれぬにすと知ゎと勉強ねぬれむすち． 能生中学校

211 わじわじが越すけぢしづと丁寧ね説明すとけぢしづと本当ねいれぎなうざじうむすち． 能生中学校

212

うわアぬさなねてうとァ教えとけゎといれぎなうざじうむすち．自分ぎゆづとうろさなァ好
くな言うさなァ私ちっ中学生ちっね見そとけゎとうちす，今むど発見ゆ経験すちさなァ私ち
っ教えとけゎといれぎなうざじうむすち．さゎきるや卒業後，高校ね入づと自分ば将来ば夢
ね向きづと，たゎァ楽すゃろりうね頑張れむせ．いれぎなうざじうむすち．

能生中学校

213
せざけわきれゆせけと，くうちさなぱいろこににうようすざなァすとうろきわきるぬうきう
すゅばさななきやすゎとりきづちどせ．

能生中学校

214 うわうわぬさなァ教えとけゎといれぎなうざじうむすち． 能生中学校

215 なとや有意義ぬ時間どすち．いれぎなうざじうむすち． 能生中学校

216 仕事ば内容ゆたば仕事ば役割ァ知ろさなぎどくむすち．いれぎなうざじうむすち． 能生中学校

217
自分ぎ知るぬきづちぢこど地元ばちゃ地域ばちゃねな頑張づとうろさなぎ分きれ，自分やう
てき皆しアばりうね糸魚川ど働うとめちけぬれむすち．

能生中学校

218 にば会社や楽すたうど行づとめちけぬづち．ちけしア準備すとうちぢうといれぎちきづち． 能生中学校

219
私ちっばちゃね模型ゆ資料ァ作づとけゎといれぎなうざじうむすち．自分ば街ば事業ァ知ゎ
とりきづちどせ．

能生中学校

220
わきれゆせう説明ゆ企業ば魅力ァ伝えとけぢしれ，いれぎなうざじうむすち．自分ば将来着
さうな思づとうち職業以外ねや興味ぎ湧うちす，関心ぎ持とむすち．

能生中学校

221
先日ぱ，糸魚川ば色々ぬ事業ねてうと教えとけぢしれいれぎなうざじうむすち．今回ば経験
ど仕事ねてうとば知識ぎりれ深むれむすち．いれぎなうざじうむすち．

能生中学校

222
自分ちっば地域ゆ，たうどぬうなさわどや頑張づと働うとうろ姿ぎなとや素敵どせ．自分や
他ば地域どや頑張れむせ！

能生中学校

223
が仕事ば事ァせざけわきれゆせけ教えと頂くいれぎなうざじうむすち．たばがきごど，糸魚
川ど働けばや楽すたうぢな思えろりうねぬれむすち．

能生中学校

224
先日ぱいれぎなうざじうむすち．自分ば中ど仕事ね少すぜて興味ァ持てさなぎどくちばどり
きづちどせ．さゎきるやが仕事頑張づと下しう．

能生中学校

225 が仕事ぎアひづとけぢしう． 能生中学校

226

が暴すう中ぢな思うむせぎ，色々ぬが話ゆ体験ァしそとけぢしれいれぎなうざじうむすち．
せざけ楽すゃちす，貴重ぬ体験ァしそとうちちぢ来むすち．本当ねいれぎなうざじうむす
ち．

能生中学校

227

新ちね，うわアぬさなァ知ろさなぎどくむすち．なとや面白う・興味深う話ひきれどすち．
改ゃと，誇れァ持づと仕事ァすとうろ皆しアぎせざうな思うむすち．さゎきるや頑張づとけ
ぢしう．

能生中学校

228

分きれゆせう説明いれぎなうざじうむすち．たゎだゎば職業ど特徴ぎぱづくれすとうちば
ど，せざう楽すたうぢぬな思うむすち．いなサワヌば影響ど困づとうろ会社やいれ大変ぬア
ぢな思うむすち．

能生中学校

229
さゎきるば進路選択ねさば前学アぢさなァ生きすとうくちうどせ．貴重ぬ時間ァいれぎなう
ざじうむすち．

能生中学校

230

今回ばクュレイプォセトゥヒロぱ，いれぎなうざしうむすち．沢山ば事業ぎいづと糸魚川ば
中ねやさアぬ沢山ば事業ぎいろアぢぬ～なわきれむすち．正直クュレイプォセトゥヒロば前
ぱ，糸魚川市ァ出と他ばなさわど働けなうう選択肢すきいれむそアどすち．すきす今回ば
クュレイプォセトゥヒロァなうすと将来糸魚川ば役ね立づとめちうぬな思うむすち．将来ば
選択肢ァ広ごろちゃね今きる勉強ゆ社会ね貢献出来ろ活動ぬにね積極的ね頑張づとうくちう
どせ．本当ねいれぎなうざじうむすち．

能生中学校
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231
色々ぬ企業ばさなァ知ろさなぎどくむすちいれぎなうざじうむすち．たゎだゎば会社ば説明
やなとやわきれゆせきづちどせ．

能生中学校

232 ちけしアばさなぎ知ゎろ良う機会ねぬれむすち． 能生中学校

233

先日ぱクュレイプォセトゥヒロね来とけぢしれいれぎなうざじうむすち．ちけしア会社ゆ事
務所ば説明ァ短う時間どすちぎ内容濃けが話すとけぢしれ私ぱなづとやうう時間ばぬれむす
ち．クュレイプォセトゥヒロど学アぢさなァ今後ば日常生活ねうきことうころりうねすむ
せ！本当ねいれぎなうざじうむすち．

能生中学校

234
笠原建設ば話ァ聞うと，建設業ねや様々ぬチウベば仕事ぎいれ，女性どや楽すけ働ころさな
ぎわきづちばど，将来ば職業ば候補ねすちうな思うむすち．

能生中学校

235
色々分きれゆせけ教えとうちぢくいれぎなうざじうむすち．たすとちむね面白うさなや言づ
とうちばど，なとや楽すゃむすち．本当ねいれぎなうざじうむすち．

能生中学校

236

初ゃと知づち職業ぢづちれ，地元どや分きるぬきづち良しァ改ゃと学習出来むすち！
糸魚川ば発展ゆ地域ば人々ァ考えと働け皆しアばが話ァ聞うとうとなとや楽すたうど，私や
糸魚川ァ盛れ上ごとうくちうな感ずむすち．優すう説明，質問ね対すと細きけ答えと下し
れ，凄け勉強ねぬれむすち！本当ねいれぎなうざじうむすち！！

能生中学校

237

仕事ば内容ゆ，特徴，大切ねすとうろさなぬに沢山ば知識ァ丁寧ね分きれゆせけ教えとけぢ
しれいれぎなうざじうむすち．糸魚川ば良しァ改ゃと感ずろ事ぎどくむすち．さゎきるば進
路選ふね活きすとうくちうな思うむせ．

能生中学校

238

今回ばクュレイプォセトゥヒロど将来ぺば選択肢ぎ増えちす，なとや楽すけ説明，が話ァ聞
けさなぎ出来むすち．知るぬきづち企業しアやいれ，糸魚川ば新すう知識やどくむすち．な
とや楽すきづちどせ！いれぎなうざじうむすち！

能生中学校

239
ちけしアば人ぎ協力すとけゎちがきごどうわアぬさなぎ発見どくち楽すうクュレイプォセ
トゥヒロどすち．いれぎなうざじうむすち．

能生中学校

240
なとや分きれゆせう解説ゆ，実際ね体験しそとけぢしれいれぎなうざじうむすち．せざけ貴
重ぬ経験ど楽すきづちどせ．

能生中学校

241

今回ばクュレプォセど楽すけ学ひしそとうちぢくむすち．皆しアぱ糸魚川ァりれ良けせろち
ゃね毎日一生懸命ね働うとけぢしづとうろばど，私やむぢ中学生ぢこゎに，今どくろさなァ
見てこ積極的ね行動す，糸魚川ァりけすとうくむせ．いれぎなうざじうむすち．

能生中学校

242

糸魚川ァりけせろちゃね，糸魚川ァ明ろけせろちゃね日々全力ど，仕事ね取れ組アどうろな
ううさなァ知れむすち．多けば自営業〔事業所〕ば皆しアぱ何りれや糸魚川ぎ明ろけ笑顔ど
過ざそろりうぬ手助こァすとうろなううぷね思うむすち．多けば人ね支えとうちぢくぬぎ
る，支えとうちぢうとうろきるさたさうすと生活どくとうろアぢな思うむせ．

能生中学校

243

僕ぱ，建設業ねすき興味ぎぬきづちこにクュレイプォセァなうすと自衛隊ぬにぺば偏見ぎぬ
けぬづとにば仕事や良け見えとくむすち．さゎきるぱ，やづな視野ァ広ごと夢ね向きづと頑
張れむせ．いれぎなうざじうむすち．

能生中学校

244
御多用ば中私達ば為ね詳すけ教えとけぢしれいれぎなうざじうむすち！詳すけ教えとけぢ
しづちがきごどたば会社ぎにううう会社ぬばき知ろさなぎどくむすち！

能生中学校

245

今回，様々ぬ企業ど働け方々きるが話ァ聞うと，僕ぱさばクュレイプォセトゥヒロね参加せ
ろ前ぱ糸魚川づと何やぬうぢわうな思づとうちこゎに，糸魚川ば中ねぱさアぬ素敵ぬ企業ぎ
いろアぢぬな思うむすち．クュレイプォセトゥヒロァ通すと自分ば将来ば仕事ねてうと，前
りれぱ具体的ね考えろさなぎどくちアずゅぬうきな思うむせ．

能生中学校

246

毎日毎日が仕事が疲ゎ様どせ．困づとろ人ァ助こちれ，ビタサンな向く合づちれすとなとや
素晴るすうぬな思うむすち．糸魚川ば魅了ぬに沢山ばさなぎ勉強ねぬれむすち．働うとろ姿
ァ見となとやきづさりきづちす仕事ば大変しぎ良けわきれむすち．さゎきるやが仕事頑張づ
とけぢしう．

能生中学校

247 が話ゆ体験ぬにば準備ゆ話すとけぢしれ，いれぎなうざじうむすち． 能生中学校
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248

が暴すう中，僕ちっね知るぬうさなぬにちけしア教えとうちぢくいれぎなうざじうむすち．
がきごど将来ば職業ば選択肢ぎ増えむすち．皆しア楽すたうね仕事ァすとうとううぬな思う
むすち．貴重ぬ時間ァいれぎなうざじうむすち．

能生中学校

249 体験ァ入ゎちれ，画像ど説明すちれすと分きれゆせきづちどせ． 能生中学校

250

沢山ば会社ば方々ぎ集むづとけゎちがきごど，糸魚川ねいろ会社ァやづな知ろ事ぎ出来むす
ち．しむじむぬ会社ど糸魚川ば未来ァ考えとうとせざうぬな思づちす，改ゃと働けさなば大
変しゆゆれぎう，大人ば人ば熱うがやうァ知ろさなぎどくとりきづちどせ．いれぎなうざじ
うむすち．さゎきるやが仕事頑張づとけぢしう．

能生中学校

251
自分ぎ聞うち話ァ自分ば人生ねうきそとうこゎひぬな思うむすち．本当ねうう話ァ聞きそと
けぢしれいれぎなうざじうむすち．せざけ参考ねぬれむすち．仕事頑張づとけぢしう！

能生中学校

252

貴重ぬ体験ァ本当ねいれぎなうざじうむすち．一て一てば仕事ね大変し，ゆれぎう，素晴る
すしァ知ろさなぎどくむすち．今回ば体験ァ将来ね生きすと，自分ば夢ね向きづと頑張づと
うくむせ．本当ねいれぎなうざじうむすち．

能生中学校

253 仕事柄ぱ，違づちこに，にゎや魅力的ぬ会社・事業所ぎ多けと楽すきづちどせ． 能生中学校

254

にさば会社しアやが客しアねううやばァ届こちうゆ楽すアどぽすう，助こねぬれちう，なう
う気持っぎが話ァ聞うと伝わづとくむすち．楽すう体験ァ用意すとけぢしづち企業しアや
いづとなとや楽すめぬぎる学へさなぎどくむすち．いれぎなうざじうむすち！

能生中学校

255
クュレイプォセトゥヒロばがきごど沢山ば方々ば仕事ぺば思うァ知ろさなぎどくむすち．い
れぎなうざじうむすち．

能生中学校

256

ちけしアば会社，事業所ば方々，今回ぱなとや参考ねぬろ話ひきれど勉強ねぬれむすち．丁
寧ね仕事内容ゆ取れ組アどうろ事ぬに話すとけぢしれせざけ分きれゆせきづちどせ．全部ば
事業所ねぱむわゎぬきづちばどせぎ私ぎ言づち事業所ば皆しアぎなとや丁寧ね分きれゆせ
け，サメョネコースランやなれてて話すとけぢしづちばどせざけ楽すきづちすちけしア学ほ
むすち．いれぎなうざじうむすち．

能生中学校

257

色々ぬ会社ばヘーセァ回づと，ちけしアばさなァ学ふむすち．『ちぢ仕事ァせろ』ぢこどぱ
ぬけ，ゆれぎうゆ達成感ぬに色々ば工夫ぎすといづと凄うな思うむすち．普段ぬる聞こぬう
さなやちけしア聞こと良きづちどせ．

能生中学校

258

クュレイプォセトゥヒロどぱ，分きれゆせけたすと丁寧ね教えとけぢしれいれぎなうざじう
むすち．皆しアばがきごど未来ぺば扉ぎ開うちな思うむせ．さば日ど学アぢさなァ将来ね生
きすとさゎきるや頑張づと行くちうどせ．本当ねいれぎなうざじうむすち．

能生中学校

259 ちけしア学へさなぎいれむすち．なとや楽すきづちどせ． 能生中学校

260

が暴すう中どや私ちっねばちゃね色々工夫すと詳すけ教えとけぢしづといれぎなうざじうむ
すち．糸魚川ぎやづな良う社会ねぬろちゃね会社ば人ちっぎ頑張づとけゎとうろ事ぎ知ゎむ
すち．

能生中学校

261

仕事ば内容ゆ他ば企業なば違う，たば仕事ねてうとァ詳すけ教えとうちぢくいれぎなうざじ
うむすち．実際ね体験しそとうちぢうちれ，私ちっば分きれゆせう例えど仕事ばせざしァ教
えとうちぢくちれな，なとや楽すめぬぎる知ろさなぎどくむすち．

能生中学校

262
さば度ぱ私ちっね会社ねてうと学ひそとうちぢく有難う御座うむすち．糸魚川ねや色々ぬ職
業ぎいろな知ゎと良きづちどせ．さゎきるや頑張づとけぢしう．

能生中学校

263

私ちっ中学生ばちゃね，貴重ぬ時間ァ有難う御座うむすち．なとや興味深うが話ゆ体験ァす
となとやちゃねぬれむすち．今回ば体験ど感ずちさなゆ，新ちね知づちさなァ房ゎぜね将来
ね生きすとうくちうな思うむせ．

能生中学校

264
今むどにアぬさなァゆづとうろき分きるぬう事業所しアぬにぎいづちこにうわうわぬ事業所
しアば話ァ聞うと新すう考え方ぎ生むゎちれすちばどりきづちどせ．

能生中学校
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265

さば度ぱ，御多用ば中ざ参加けぢしれいれぎなうざじうむせ．丁寧ね説明ァすとけぢしづ
と，仕事ば特徴ゆ皆しアば熱う思うぎてちわづとくむすち．糸魚川ァ少すせくねぬれむす
ち．私や皆しアばりうねぎアひづとうくちうどせ．

能生中学校
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番号 意見 学校名
1 全体的ね昨年度ば初回きる改善しゎ，洗練しゎち会ねぬづち． 糸魚川中学校

2 ガーベネンゲ，オンドゥンゲぎスンベロねぬれ良きづち． 糸魚川中学校

3 オンドゥンゲど話すち７名ば生徒ば内容ぎ素晴るすけ市民ぺ届こちう． 糸魚川中学校

4 糸魚川ぬるどぱば企画ァ実現すとうちぢこちセチヅプば皆様ね生徒な共ね感謝すちう． 糸魚川中学校

5 生徒ねなづと『仕事』ァりれ身近ね感ず，意識せろくづきこねぬれなとや良きづちどせ． 糸魚川中学校

6 企業ば思うぎ生徒ねや伝わろ素敵ぬ会どすち． 糸魚川中学校

7 昨年りれビワーイヅベすとうち． 糸魚川中学校

8
にば企業や素晴るすう内容どすち．糸魚川ぱせざう！大人ぱせざう！ば気持っねぬづちな思
うむせ．

糸魚川中学校

9

職場体験ね行こぬきづち学年どせばど，ぬがしる働けさなァ身近ね感ずるゎろ貴重ぬ機会な
ぬれむすち．企業様ばヘーセや，思づち以上ね趣向ァ凝るすとうるづすゅづと楽すゃむす
ち．

糸魚川中学校

10 にばヘーセや強う熱意ぎ感ずるゎ，感動すち． 糸魚川中学校

11
さばサワヌ禍，糸魚川市内どぽなアに感染者ぎうぬうなぱうえ，りけだ実施ば決断ァしゎち
な思うむすち．

糸魚川中学校

12

私や生徒な一緒ね大変興味深け話ァ聞きそとうちぢくむすち．なとや楽すきづちどせ．企業
ば方や積極的ね参加しゎとうろりうぢづちばど，来年度きるや参加企業ぎ増えとうこひうう
な思うむすち．

糸魚川東中学校

13 りれ充実すとうむすち．特ね，企業側ぎ色々な工夫すとうむすち． 糸魚川東中学校

14 生徒ねなづと有意義ぬ６日ねぬづちな感ずむせ． 糸魚川東中学校

15 各事業所様方ぎ，工夫すと説明すとけぢしうむすち．にばヘーセや興味深け拝見すむすち． 糸魚川東中学校

16
４年生時ね職場体験ぎ実施どくぬきづち生徒ちっねなづと，大変貴重ぬ時間ねぬづちばどぱ
ぬうきな思うむすち．

糸魚川東中学校

17 多けば企業ァ見ろさなぎどくと良きづちどせ． 糸魚川東中学校

18 昨年度りれや主旨ね沿づち内容〔企業ば話〕どすち． 青海中学校

19

企業ば方ちっぎすづきれ準備ァすとけぢしづとうろな感ずむすち．３日ァ通すと同ず話ァ何
度やすとうちぢけばぱ相当パーニぢな思うばどせぎ，生徒ちっばちゃね尽力すとうちぢくい
れぎちきづちどせ．

青海中学校

20

なとやりきづち．企業ば思うァ丁寧ね説明すとけぢしづちさなぎ，生徒ば心ね深け残づちな
思うむせ．糸魚川市ばクュレイ教育ば目玉なすと，毎年少すぜてイヮンズすてて，大人ば思
うァ知ろ機会なすと続こちうやばぢな思うむすち．

青海中学校

21 糸魚川市ば，中学生ね地元ど働うと欲すうな言う熱う思うぎ伝われむすち． 能生中学校

22 大変有意義ぬ時間ねぬれむすち． 能生中学校

23

糸魚川ば企業ば方，市ば職員ば方ば熱う想うぎ伝われ，なとや感動すむすち．生徒ちっぱ，
クュレイプォセトゥヒロァ通すと心ァ動きしゎとうむすち．『きづさうう大人』ねてうと考
えとうちな思うむせ．現場どぱ教えるゎぬうさなァちけしア教えとけぢしれ，本当ねいれぎ
なうざじうむすち．私自身，仕事ね向く合う姿勢ァ再度考え直せ良う機会ねぬれむすち．

能生中学校

学校職員ば声

３ 観覧すち感想
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24
生徒ねぱ職業ねてうと考えろうう機会ねぬづちな思う．企業ば方ば一生懸命しぎ伝わづとく
ち．

能生中学校

25 糸魚川市ばクュレイ教育ね対せろ本気ぎ伝わろ素晴るすう会ぢな思うむすち． 能生中学校

番号 意見 学校名
1 オンドゥンゲねさた出展者〔大人〕ば思うぎ必要ね思う． 糸魚川中学校

2 経路図な動線ぎ示しゎとうちばど，レシーッチウモぎぬけとや良うきな思うむすち． 糸魚川中学校

3 出展企業ば直前ばクュンソロぱ極力ぬけすとぽすうどせ． 糸魚川東中学校

4 良好．ちぢ諸会議ぎ職員ば勤務時間外ど大変ぢづちりうどせ． 糸魚川東中学校

5 事前準備きる当日運営むどいれぎなうざじうむすち． 糸魚川東中学校

6 ぐれぐれどば決定事項ゆ変更点ぬにぎいれ，中学校なすとぱヒチヒチば中どば参加どすち． 糸魚川東中学校

7
直前どばヒセ出発時間ば変更ぱ，しせぎね無理どせ．むすとゆ，生徒登校時間終了前ぺば時
間変更どすちばど，事前ね保護者ば了承ぎぬうな不可能ぢな感ずむすち．

糸魚川東中学校

8
糸魚川市ば教育研究会クュレイ教育部ば職員や運営ね携わるそとうちぢこちるな思うむす
ち．

青海中学校

9
が暴すう中，通常業務ね加えと，中学生ばちゃねざ尽力すとうちぢうち方々ね感謝ァ伝えち
うどせ．いれぎなうざじうむすち．

能生中学校

10 事前ばうっいわそばちゃば出張ぎ多きづちどせ．時間ゆ回数ァ検討すとうちぢくちうどせ． 能生中学校

番号 意見 学校名

1
人ぎ話す続ころ出展ぎむぢ多け，実際ば現場ば画像ゆ映像，たさど働け人ばサャンナァ見そ
ろな良う．

糸魚川中学校

2 体験どくろやばぎいろヘーセぱ生徒ぎしるね興味ァ持づと話ァ聞け様子ぎいれむすち． 糸魚川中学校

3
ムセケ着用ど声ぎ聞さえでるうヘーセぎ多きづちどせ．メネ拡声器ァ使づとうろなさわぎい
れ，良きづちどせ．

糸魚川中学校

4
糸中ぢこきやどせぎ，班どばヘーセ巡れぢづちばど，昨年ばりうね人数ばひるてくぎぬけ，
セモーゼね回ゎち．

糸魚川中学校

5

糸魚川信用金庫ば方ぎ小型ばムウケァ使づとがるゎとなとやりきづち．ヘーセねりづとぱ声
ぎ小しけと…なううなさわやいづち．いばけるうばムウケぢな周れねや響きぬうす聞さえゆ
せけと良う．

糸魚川中学校

6
介護ヘーセば出展形態ぎわきれでるきづちどせ．企業ざなね班分こァすとうくむすちぎ，午
前午後交代制ば企業ぎいろさなァたば場ど知れむすち．

糸魚川中学校

7 たゎだゎばヘーセぎ趣向ァ凝るすとうと楽すゃち． 糸魚川中学校

8 仕事道具ね実際ね触ゎとめちれ，ゆづとめちれせろ体験ぎ充実すとうち． 糸魚川中学校

9
ヨネヅナァ回ろ導線ァ示せ掲示ぎいろなりう．特ねＥヨネヅナぺ入ろローナな
Ｅヨネヅナきる出ろローナぎ徹底しゎとがるぜ混雑すとうち．

糸魚川中学校

10 実際ね働うとうろ姿，映像ぎいろな生徒ぱうづたうわきれゆせうな思うむすち． 糸魚川中学校

11
動くァ一方通行ねすちさなぱなとや良きづちどせ．次ば動くぎわきれゆせけ，生徒やセモー
ゼね移動せろさなぎどくむすち．午後きるば体験や生徒ちっね好評どすち．

糸魚川東中学校

４ 運営面ねていと

５ ヘーセゃげれねていと
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12 良好 糸魚川東中学校

13 学校ざなねヘーセァ分こちさなど，様々ぬ業種ぎ見ゎと良きづちどせ． 糸魚川東中学校

14

今回ばりうぬ，学校ざなね時間なヨネヅナァ区切づと参加せろゆれ方ぱ，なとや良きづちど
せ．ちぢ今後，参加事業所ぎ増えとうく，生徒数ぎ減少すとうけな６ヘーセど一度ね話ァ聞け
人数ぱ2きる８人ねぬづとすむう，たゎや申す訳ぬけ思うむせ．

糸魚川東中学校

15
職業分野ざなねヨネヅナぎ分きゎとうと，むち，事前ね生徒ぎ分散しゎとうとりきづちど
せ．スーロねりろ評価やなとや良うイウドゥイぢな思うむすち．

糸魚川東中学校

16 昨年度な異ぬれ，ローナぎ決むづとうちばぎりきづちどせ． 青海中学校

17

自由見学どぱぬけヘーセな時間ぎ学校ざなね決ゃるゎとうちばど，生徒ちっぱ集中すと話ァ
聞けさなぎどくむすち．むち，企業側ど空うとうろ場所ぎぬきづち点やりきづちな思うむ
せ．

青海中学校

18
密ねぬるぬう工夫ぎ施しゎとうちながやうむせ．今年ぱなとや良きづちな思うむせ．生徒ぱ
限るゎち時間ど多けばヘーセァむわゎちなさわぎりきづちな思うむせ．

青海中学校

19
事前ね生徒きるインコーナど，ぬれちう職業ルンクンゲ上位ば職業ァ調ほ，新潟県内ねいゎ
ひたば方ァ呼アど話ァ聞けばやイレきな思うむすち．

能生中学校

20 ヘーセぎ９てね大分しゎとうとりきづちな思うむせ． 能生中学校

21
企業ば方や，サワヌ対策ァすづきれすとけぢしれ，安心すとヘーセァ巡ゎちな思うむせ．い
れぎなうなうざじうむすち．

能生中学校

22 職員や一緒ね回ゎとうわうわ知ゎとりきづち． 能生中学校

23 各事業所ぎ工夫すぬぎる丁寧ね対応すとけぢしれ，いれぎちきづちどせ． 能生中学校

番号 意見 学校名

1
ピョームンサーヌーぱレヤーナ音声ぎ聞さえでるけ，りけ分きづとうぬう生徒や多けうむす
ち．

糸魚川中学校

2
ピョームンサーヌー午前ば部ぱ時間ぎ短せぐむすち．５人ば皆しアば経歴ぢこど４２分間必
要どせ．たさきるナークンゲなぬゎひやづな．

糸魚川中学校

3
ピョームンサーヌーば方，放送なムウケなきへそと話すとうちばど，にっるばイヌエンセや
聞さえぬきづち．時間ぎぬけと焦づとがるゎちばきや．

糸魚川中学校

4

午後ばピョームンサーヌー，ガンルウンなううさなやいれ生徒ぎ聞うとうろばぱ厳すきづち
な思う．トームァりれ生徒ぎ関心ァやづと聞ころやば〔新卒ば声ぬに〕ァどくゎひガンルウ
ンどぱぬけ，ぎううな思う．

糸魚川中学校

5
ピョームンサーヌーぱ，今年新社会人なぬづち先輩ばウンチフョーぬにァ写せな，しるね生
徒ぎ興味ァ持づと聞ころばどぱぬうき．

糸魚川中学校

6 Ｅヨネヅナば対談ぱ時間ぎ足れぜ，自己紹介ぢこど終わづとすむづち． 糸魚川中学校

7
運営上仕方ぬうばどせぎ，時間ぎ短きづちどせ．そづきけレヤーナど繋うぢばぢきる，やづ
なずづけれな話ァ聞こゎひ良きづちな思うむすち．

糸魚川東中学校

8 初ゃとば試め．やう少す事前ば周知ぎいろなりうばどぱ． 糸魚川東中学校

9 生徒ちっや熱心ね話ァ聞うとうむすち．やう少す長う時間聞くちうな感ずむすち． 糸魚川東中学校

10

午前ば企画ぱ，肝心ぬなさわど時間切ゎねぬづとすむづちりうね感ずむすち｡参加すとけぢ
しづち方ばベワプゥーロぱ事前ね書面ァ配布すとやりきづちな思うむせ．むち，映像ど話し
ゎとうろ最中，全体放送ぎ入れ，聴くでるきづちどせ．

糸魚川東中学校

６ ピュームンコーヌーねていと
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11

大変，面白う試めぢな思うむすち．糸魚川ねUチーンしゎち方ば経験ゆが話ァやづな聞ころ
な良うぬな思づちばどせぎ，時間ぎ短け残念どすち．ピョームンサーヌーァヘーセ化すとや
面白うばどぱぬうきな思うむすち．

糸魚川東中学校

12 語づとうろ人ば思うぎ伝わづとりきづちな思うむせ． 青海中学校

13 時間ぎ少ぬけ，ぽなアに話ァくけぢこねぬづとすむうやづちうぬうな感ずち． 青海中学校

14 企画なすとぱなとやうう場所ぢづちな思うむせ．生徒ぱ少す退屈たうねすとうむすち． 青海中学校

15 なとやりきづちばどせぎ，少す時間ぎ短け，話ぎ駆こ足気味ぢづちな思うむせ． 能生中学校

16 正直，必要ぬうきな思うむせ． 能生中学校

17

セケレーンどぱ，声ぎ届きぬきづちれ表情ぎ読め取ゎぬきづちれせろ部分ぎいれ，生徒ちっ
ば集中ぎ切ゎとすむづちなさわぎいれむすち．さっるば指導ば問題ぬばど申す訳ぬう気持っ
どせ．サワヌ禍どば開催ど限界やいれむせぎ，ゆぱれ実際ね対面すとば講演会ば方ぎ生徒ぱ
集中すとうちりうね思うむせ．

能生中学校

18
ややケワばゲヅゼ販売すとうろ方ね会えと１近けねたううう仕事ァすとうろ人ぎうぬうばど面
白きづち．

能生中学校

19 午後ばサーヌーぎ聞く取れでるきづちどせ． 能生中学校

番号 意見 学校名
1 保護者ゆ市民ぎ気軽ね観覧席ね座ゎろりうねすちう． 糸魚川中学校

2
ガーベネンゲオンドゥンゲば場所ぎ狭う．糸中ば端づさぱ書道ビプカームンセ見ゎむそアど
すち．

糸魚川中学校

3

レシーッチウモぱぬけとやううきや．経路ば確認ァ学校ざなねすちぎ，最後ば糸中ば回ろ時
間ぎぬきづちばど，たさぱ時間差ァ作ろ必要ぎぬきづちな思う．時間差ァ作ろばどいゎひ，
せほとば学校ぎ同ず経路ど確認ァせろ．

糸魚川中学校

4 投票所ぱやう少す広けすとぽすう． 糸魚川中学校

5 ナウヮぎ混アどうち．仕方ぎぬうぎ． 糸魚川中学校

6
閉会式後わどば撤去作業ば音．最後むど大人や一緒ね参加すとうちぢころな良うばどぱぬう
どすらうき．

糸魚川中学校

7 投票所ぎ密どすち．投票項目ざなね紙ぎ一枚いづとや良うけるうぢな思うむせ． 糸魚川中学校

8 オンドゥンゲ中ば出展者ば片でころ音ぎ気ねぬづち． 糸魚川中学校

9

『糸魚川市ば宝』どいろ中学生ねなづと，さううう学ふぱちうぺア得難け，子にやちっば郷
土愛ァ耕せ力ぎいろな思うむせ．ちぢ，サワヌ禍ねがころ『新すう体育祭』なすと，多けば
学校ぎ半日日程ど実施すとうろさなァ考えろな，半日日程どや十分ねはるうァ達成どくろば
どぱぬうきな思うむすち．

糸魚川中学校

10
感染状況ねやりれむせぎ，保護者等ば参加者〔グュルレーきる見学せろぢこどや〕ぎいづと
やりうな思うむすち．

糸魚川中学校

11

当日むどば準備ゆ運営，本当ねいれぎなうざじうむすち．市内ば身近ぬ企業きる直接話ァ聞
ころなとやうう機会ぢな思うばど，どくろぬるさゎきるや続ことうづとぽすうどせ．他校ば
生徒数名どせぎ，一方通行ァ無視すと移動すちれすとうちばぱ気ねぬれむすち．

糸魚川東中学校

12 開閉会式ば密．難すう問題どせぎ． 糸魚川東中学校

７ 課題・反省点
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番号 意見 学校名
３ 観覧すち感想

13
学校職員ぱ活動ば様子ァ写真撮影すちきづちばどせぎ，生徒ば後わ姿すき撮ゎむそアどす
ち．ヘーセば周れね写真撮影用ね奥むど入ゎちるりきづちどせ．無理きやすゎむそアぎ．

糸魚川東中学校

14
クュレイプォセトゥヒロぱなとや面白う企画ぢな思うむせ．私自身，地元ば人間どぱぬうば
ど，大変勉強ねぬれむすち．いれぎなうざじうむすち．

糸魚川東中学校

15 しるね多けば企業ぎ参加出来ろな良うどせ． 糸魚川東中学校

16
準備，片付こぬに，多けば方々きる関わづとうちぢくむすち．糸魚川市ば子にやぱなとや幸
そぢな思うむせ．いれぎなうざじうむすち．

青海中学校
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代表生徒ば感想

♂事┏ブ┊け┬┐いけ┊い┢┎んﾏそ┬ゼ昨日┞┇┎私┎考え方┇ブ〞ﾏ

ブズブﾎ今日┲終え┆ﾎ♂事┏大人┎人〞━┎希望┤想いゼ睿┞┃〞ズけゼえ┎┊い┢┎─┈気付ズビ┬┞

ブ〞ﾏ子┉┢目線┤大人目線┊┉ﾎ相手┎目線ズ┩考え┫工夫┲ブ┆い〞─い〞企業┎皆ビ┳┎バ┈┲ベパく

ズ┃バいい┈思い┞ブ〞ﾏ

ババ┋い┫中学生┎皆ビ┳┏ﾎ糸魚川┲出┨う┈思┃┆い┫人ﾎ残┭う┈思┃┆い┫人ﾎ様々┊考えゼあ┫

┈思い┞ベゼﾎ─ズ┩バそﾎ今日学┳─バ┈┲生ズブﾎﾘブパ┈ﾙ┈いう３文字ズ┩広ゼ┫人々┈┎出会い┲

大ε┋ブ┆いゾ〞いﾎ┈思┃┆┛ブい┈思い┞ベﾏ┞〞ﾎバ┎機会┲大ε┋ﾎ明日ズ┩未来┎一歩┘近┅い┆

いけ┫┨う私┢頑張┪┞ベﾏ

最後┋ﾎ今日バ┎┨う┊日┲迎え┩┬┫バ┈┋┊┃〞バ┈┏ﾎ┞ビ┋糸魚川┎団結力─┈思い┞ベﾏ♀校┈

あ┞┪触┬┊い┨うﾎコロナ対策┲ブ┃ズ┪┈行┃〞うえ┇┎工夫┲考え┆く─ビ┃〞実行委員会┎皆ビ┳ﾎ

未来┎可能性┤希望┲教え┆く─ビ┃〞企業┎皆ビ┳ﾎ今日┏本当┋あ┪ゼ┈うパピい┞ブ〞ﾏ

糸魚川中学校 堀田 歩花 しア

今日┎キャへ┹フェステ┺バほ┲通ブ┆感プ〞バ┈┏ﾎ┉┎企業┋┢強い想いゼあ┫┈いうバ┈┇ベﾏそブ

┆ﾎそ┎強い想いゼあ┫ズ┩♂事┲楽ブ┡┫┈いうバ┈┇ベﾏ僕┢バ┬ズ┩┎学校生活┲何ズ強い想い┲持┃┆

楽ブ┡┫┨う┋ブ┆いゾ〞い┇ベﾏ

糸魚川中学校 野本 蒼太 しア

一言┇表ベ┈ﾘ感謝┈尊敬ﾙ┇ベﾏﾘ感謝ﾙ┋┄い┆┏ﾎ各事業所┎発表ゼベパく伝わ┃┆ﾎ飽ゾ┊くﾎ一言

一言ゼ新〞┊発見┇あ┪ﾎ液プ糸魚川市民┈ブ┆驚ゾ┞ブ〞ﾏﾘ尊敬ﾙ┇┏ﾎ糸魚川市┋い┫全員ゼ誇┪┲┢┃

┆働い┆い┫ﾎ誰ズ┎〞┡┋役┋立━〞い┈いうバ┈ゼ伝わ┃┆ゾ┆感動ブ┞ブ〞ﾏ私┢そ┎一員┋┊┬┫┨

うﾎ一歩一歩学習ブ┆社会┋出┆恥プ┫バ┈┊く働け┫┨う頑張┃┆いゾ〞い┇ベﾏ

糸魚川東中学校 水嶌 陽輝 しア

能生中学校 阿部 成龍 しア

キャへ┹フェステ┺バほ┲通ブ┆δズ┃〞バ┈┏ﾎ糸魚川市内┋┏多く┎会社ゼあ┃┆ﾎ┉┎会社┢仲良く活

動ブ┆い┫バ┈ゼδズ┪┞ブ〞ﾏ特┋楽ブそう─┊┈思┃〞会社┏U'フ┸ろムビ┳┇ベﾏ夫婦愛ゼ良く┆ﾎ自δ

┢将来そう┊┬┫┨う頑張┪〞い┈思い┞ブ〞ﾏ┞〞ﾎ農業┈いうバ┈┇ﾎ自δゼ生活ブ┆い┫能生地域┇┏ﾎ

田┳├┤畑ゼ多くあ┪┞ベゼﾎあ┞┪手伝い┲ブ〞バ┈ゼ┊くﾎ今日体験ブ┆┟┆農業┎大変ビゼδズ┪┞ブ

〞ﾏバ┬ズ┩┏ジプい━┣┳┤ジ┐あ━┣┳┎手伝い┲進┳┇ブ┆いゾ〞い┈思い┞ブ〞ﾏそブ┆ﾎ今後┎生活

┇┏市内┋い┫ベ┙┆┎皆ビ┳┋感謝ブﾎ学校生活┲送┃┆いゾ〞い┈思い┞ブ〞ﾏ

今日様々┊職業┎方┎睾┲聞い┆ﾎ僕┏今過パブ┆い┫日常┏様々┊♂事┋┨┃┆成┪立┃┆い┫┎─┊┈改

┡┆感プ┞ブ〞ﾏ┞〞ﾎ♂事┋対ベ┫考え方┤情熱┋┄い┆┢学┓┞ブ〞ﾏ┞─ﾎ将来┎夢ゼ明確┋決┞┃┆い

┞せ┳ゼﾎ┉┎♂事┋┄い┆┢今日睾ブ┆く─ビ┃〞皆ビ┳┎┨う┊情熱┲持┃〞♂事ゼ┇ゾ┫┨う┋ﾎ今┎う

━ズ┩社会┋┄い┆ﾎ糸魚川┋┄い┆ﾎ勉強ブ┆いゾ〞い┈思い┞ベﾏ

青海中学校 森 和也 しア

閉会あいして
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事業所ば皆様ばSNS投稿

地域生活支援ソンチーさむけし様

ルウプコイがゎアず様

キハチ建設様Uしプィーモ様

Re:GOLITH様
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10/9付 糸魚川チウモセ

新聞掲載記事
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市長きるばャッセーズ

生徒ば皆様，が疲ゎ様どすち．
まち，企業ば皆様や，厳すいざ事情ばぬき，ざ参加くぢしれあれぎなうざじいますち．
最後ば代表生徒ば感想ァ聞いと，にばりうね思づちどすらうき．感動ななやね，自分ば将来ねていと考

えろさなねぬづちばどぱぬいどすらうき．
事業所ば皆様きる熱意，情熱ァ与えといちぢく，生徒ぎそゎァ受こ止ゃろ姿ね見といとあれぎちい思い

ァ感ずますち．
故郷ば良しぱ元気や住も人ば熱意ぢな思いませ．事業所ば皆様ねぱ，糸魚川ねぱ熱い気持っァ持づち大

人ぎ大勢いろばぢないうさなァ発信すとやるいますち．
中学生ば皆しア，大人ァ熱くしせろばぱ君ちっば眼差すどせ．相手ね伝えろさなど，相手や真剣ね応え

とくゎろ．今日ささね，真剣しな熱意ばぶてきれ合いァ感ずますち．
そういう場ァ皆ど作れ上ごるゎちさなね感謝いちすませ．

糸魚川市長 米田 徹

集合写真
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月日 会議名等 内容等 出席者

９月2５日 学校長打合そ ・学校要望ば確認
中学校長
さにや課

９月28日 庁内委員打合そ
・各課ね関係せろ事業所，団体等ぺば参加打診
・実施内容検討

庁内委員
さにや課

5月６５日 実行委員推薦依頼
・実行委員ば選任ね当ちれ，企業雇用支援関係，企業支援関係，
。就労支援関係，医療関係，福祉関係事業所等ね推薦ァ依頼

6月2日 中学校実行委員打合そ

・企画内容協議
・生徒ば関われ及ふ役割分担ねてうと
・ヘーセば回れ方
・撮影許諾ば確認

６中学校実行委員
さにや教育課
さにや課

6月６５日 出展事業所募集開始 ・がするそひアねと出展事業所募集開始

出展事業所募集通知
・『クュレイ教育応援企業』『糸魚川産業創造ベルヅナプカーモ
。委員会』会員企業ぺヂウヮケナャーロ発送〔６7５社〕

第３回実行委員会
・昨年ば実施状況ねてうと
・今年度ば実施概要
・予算及ふセコズョーロ

実行委員
庁内委員
さにや課

8月6日 第４回実行委員会
・さゎむどば経過報告
・感染症対策ねてうと
・出展事業所ば応募状況及ふ出展事業所説明会ば開催ねてうと

実行委員
庁内委員
さにや課

8月2５日 出展事業所説明会
・糸魚川市ばクュレイ教育ねてうと
・実施概要ねてうと
。※日中・夜間ば部合わそと９９事業所参加

市内外事業所
さにや教育課
さにや課

9月7日 中学校実行委員打合そ

・ベワゲルモ構成，チウモトーヘロ，ヘーセ配置ば確認
・生徒セチヅプ役割，生徒投票企画ば確認
・昼食場所，入退場時ば動線ば確認
・個別事項検討〔撮影許諾，事前学習資料等〕

６中学校実行委員
さにや教育課
さにや課

9月8日 開催判断通知

・新潟県ぎ県内全域ね新型サワヌエゥロセ感染拡大防止特別警報
。ァ発令〔9４８～9４６6〕
・市内ば感染状況ね注視すてて，さゎむどにがれ実施せろ方向ど
。いろさなァ通知

9月2９日 健康観察通知
・感染症対応ギウニルウンね基でく，開催日４週間前きるば健
。康観察ァャーロ連絡

６５月5日 健康観察通知
・感染症対応ギウニルウンね基でく，開催日５日前ば健康観察
。ァャーロ連絡

６５月8日 開催当日

6月６6日

開催むどば主ぬ経過
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