
 

 

調布市中学生職場体験 

事業所向けガイドブック 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市教育委員会 

令和２年２月 

 

このガイドブックは，『調布市中学生職場体験』に参加す

る生徒を受け入れていただく事業所向けに作成したもので

す。生徒を受け入れる際の参考として御活用ください。 
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１ 調布市中学生職場体験事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調布市中学生職場体験事業の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市立中学校では，平成１８年度より，文部科学省指定事業「キャリアスタートウィーク」 

及び東京都指定事業「わく（Work）わく（Work）Week Tokyo」を受け，「調布市中学生職場 

体験推進協議会」を組織し，関係機関の御協力により，生徒が直接働く人の知識や技術に触 

れ，学ぶことの意義や働くことの意義を体験できる職場体験学習を実施しています。事業開 

始当初は，３日間の職場体験実習でしたが，平成２０年度より，５日間の職場体験実習とし 

て実施しております。 

本事業を開始してから１０年以上経過しており，これまでに約６００の事業所に生徒の受

入れに御協力いただいております。長年にわたり受入れをしていただいている事業所に対し

て，感謝の気持ちを表し，感謝状の贈呈をしております。 

 

中学２年生が地域の事業所等で５日間程度仕事を体験することで，次のことを目指す。 

① 生徒に将来の夢をかなえるための， 望ましい勤労観・職業観を育てる機会とする。 

② 働くことの厳しさや喜びを体験することで，生徒が日ごろ気付かない新たな自分を発

見する機会とする。 

③ 職業人と触れ合うことで，社会人の 基本的マナーやソーシャルスキルを身に付け，  

コミュニケーション能力を高める機会とする。 

④ 調布市全体で中学生を励まし，調布の次代を担う若者に育てていく機会とする。 
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３ 調布市中学生職場体験事業の参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市立中学校（全８校）の２年生が参加し，実施時期を下記の３期に分けて実施します。 

 

実施時期 実施校 

第１期 ７月の５日間 調布中学校，第三中学校，第四中学校 

第２期 ９月の５日間 ① 第五中学校，第六中学校，第八中学校 

第３期 ９月の５日間 ② 神代中学校，第七中学校 

  

 

 実施にあたっては，地域の受入れ事業所の皆様をはじめ，関係支援団体で構成される調布市

中学生職場体験実施協議会委員会，調布市中学生職場体験実行委員会，学校の教職員，調布市

教育委員会など地域全体で支援しています。 

 

 

《調布市中学生職場体験実施協議会》 

調布市商工会 東京調布ライオンズクラブ 東京調布ロータリークラブ 

東京調布むらさきロータリークラブ ハローワーク府中 調布市社会福祉協議会 

調布青年会議所 調布市産業振興課 調布市立中学校校長会 

職場体験実行委員会委員長 調布市教育委員会  

 

 

《調布市中学生職場体験実行委員会》 

委員長 調布市立中学校校長会代表 

委員 調布市立中学校副校長会代表 

 調布市立中学校長から推薦された教員（８人） 

事務局 調布市教育委員会指導室 
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４ 職場体験で期待される効果  

 

  職場体験を行うことで，次に示すような効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○お互いを知り顔が見える関係ができ，地域の大人が責任をもって子どもを育て 

る気運が高まります。 

○生徒との関わりの中で，生徒の新たな一面を発見し，その後の関係づくり等の 

きっかけになります。 

地

域 

○仕事が人々の生活にどのように役立っているかを考えるきっかけになります。 

○学校での学習が社会でどのように役立つのかを考えるきっかけになります。 

○将来就きたい職業や自分に適する業種について考えるきっかけになります。社

会の中の自分という存在を再発見し，地域社会の一員としての自覚が芽生えます。 

生

徒 

○事業所による社会貢献活動を通じて，地域に身近な事業所としての市民への認

知度が高まります。 

○生徒に仕事を教えることによって新たな気付きが生まれ，従業員の活性化が期 

待できます。 

○生徒が働くことを受入れることで，勤労意欲の高い人材を育成する機会となります。 

事

業

所 

 

期 待 さ れ る 効 果 
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５ 受入れまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所 調布市教育委員会指導室 

４月～５月頃 各校で体験先の調整 

 

  

２～３月末日 受入れ協力事業所の登録 

 

  

FAX・郵送 

事業所 調布市教育委員会指導室 

調布市中学生職場体験実行委員会 

体験実施１か月前頃まで 

 

 

 

学校（教員） 事業所 

・受入れをお願いする事業所に，学校の担当教員から体験実施１ヶ月前頃（１期は６月頃，２・３期は７月

頃）までに受入依頼を電話にて実施させていただきます。 

※希望状況により，上記日程までに中学校から連絡がない場合は今年度の受入れはございませんのでご了承

ください。また，検体の提出が必要な事業所は，受入事業所登録の際，提出の必要についてお知らせくださ

い。 

受理通知送付 

登録事業所リストの情報提供 

受入依頼（電話） 

生徒等による事前打ち合わせ 

 

 

 
①５日間の流れ  ②仕事の内容  ③服装や勤務時間  ④その他事前に伝えておきたいこと 

などを生徒にお伝えください。 

 

学校（生徒） 事業所 
事前訪問 

職場体験実施 

よろしくお願いします。 

この御連絡がな

いと事業所登録

ができません。

毎年登録が必要

です。 

調布市教育委員会指導室 事業所 
次年度申込みパンフレット送付 

２月末 次年度申込みパンフレット送付 
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６ 受入れの際の注意事項 

 

 

No 項目 内容 

1 写真撮影等について 

職場体験中の様子を撮影し，公表する場合は必ず写真に写っている生徒本人と

その中学校への撮影許可を必ず取ってください。許可なくホームページや 

ＳＮＳ等に掲載することはお控えください。 

2 個人情報について 
体験の中で知りえた生徒の情報については事業所内のみとし，第三者等への提

供等はお控えください。 

3 検体等の提出について 
検体等の提出が必要な事業所は，必ず事業所登録をする際にその旨をお伝えく

ださい。 

4 
自然災害（台風等）の

対応について 

急な対応については，前日までに担当教員から受入れ先事業所へ中止の御連絡

を入れさせていただきます。 

5 

流行性疾患等（ノロウ

イルス・インフルエン

ザ等）の対応について 

 

事業所内でノロウイルスやインフルエンザ，おたふく等が流行した場合は，事

前に受入れ学校まで御連絡を入れていただき体験活動への御対応について指

示をお願いします。 

中学校で流行した場合は，事前に担当教員から受入れ先事業所へ中止の連絡を

させていただきます。 

6 アンケートについて 
職場体験実施後にアンケートをお願いしております。次年度の参考にさせてい

ただきますので，御協力をお願いいたします。 

7 受動喫煙防止について 
職場体験事業において，受動喫煙による健康への悪影響から生徒たちを守るた

めに，受動喫煙防止対策に御理解・御協力をお願いしております。 
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７ 令和元年度調布市中学生職場体験事業報告                            

（１） 令和元年度の取組 

期 実施期間 実施校 対象生徒内訳 受入事業数 

第１期 令和元年７月８日（月） 

～７月１２日（金） 

調布中学校 第三中学校 

第四中学校 

５１３人 １４８事業所 

第２期 令和元年９月 ２日（月）

～９月 ６日（金） 

第五中学校 第六中学校 

第八中学校 

３７６人 １２４事業所 

第３期 令和元年９月９日（月） 

～９月１３日（金） 

神代中学校 第七中学校 ４０５人 １３６事業所 

参考：令和元年度  ４０８事業所（受入れ事業所数：２４２事業所）※１事業所当たりの生徒数 ５．７４人 

平成３０年度 ４４４事業所（受入れ事業所数：２２５事業所）※１事業所当たりの生徒数 ５．７１人 

平成２９年度 ４３１事業所（受入れ事業所数：２５３事業所） ※１事業所当たりの生徒数 ３．０７人 

 

○受入れ事業所業種一覧 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業  種 第１期 第２期 第３期 合計 割合 

飲食店・食品関係 14 15 15 44 10.8% 

販売業 18 21 21 60 14.7% 

市役所・官公庁 3 3 3 9 2.2% 

学校・図書館・博物館 6 4 4 14 3.4% 

福祉・スポーツクラブ 20 10 15 45 11.0% 

保育園・幼稚園・児童館 68 39 51 158 38.7% 

その他 19 32 27 78 19.1% 

合計 148 124 136 408 100.0% 
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（２） 令和元年度の職場体験の様子 

      

 

   

    

 

            

 飲食店の職場体験 

スーパーマーケットでの職場体験 

スイミングスクールでの職場体験 

美容院での職場体験 

衣料品店での職場体験 

 

調布市クリーンセンターでの職場体験 
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（３） アンケート調査結果  

ア 中学生のアンケートより 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場体験を通して，働くことの大切さについて理解することができたか。 

職場体験を通して，社会の一員として，マナーやルールについて学ぶことができたか。 

職場体験は，働くことや将来の職業等，自分の進路について考えるきっかけとなったか。 

職場体験に参加して，挨拶や返事の大切さ等，日常生活に変化が表れたと思うか。 

職場体験に参加して，家族や地域の方々に感謝の気持ちをもつようになったか。 

【まとめ】 

「働くことの大切さの理解」や「マナーやルールの学び」について，平成３０年度と同様

９９％の生徒が「とてもできた」「できた」と回答した。また，８６．９％（昨年度８４％）

の生徒が，働くことや将来の自分の進路を考えるきっかけとなったと回答し，３％の増加と

なった。自由回答での記述を含め，職場体験が，協力することや人間関係の大切さ，働くこ

とのやりがいや責任，職業について考えるきっかけになったと考える。 

さらに，９２．８％（昨年度９３％）の生徒が，職場体験に参加した後，あいさつや返事

の大切さ等，日常生活に変化が表れたと回答している。そして，家族や地域の人々に支えら

れていることを実感し，感謝の気持ちをもったという生徒も昨年度と同様９３％であった。 

昨年度と比較すると，ほぼ同様の結果が得られており，いずれの問いについても「あまり

ならなかった」「ならなかった」等の否定的な回答の減少には至っていない。特に，働くこ

とや将来の職業等，自分の進路について考えるきっかけとなったかの問いについては，  

約１３％の生徒が否定的な回答であるなど，事前学習を通して職場体験の目的を生徒が明確

に理解し，自分自身で目標を設定する等，改めて生徒の職場体験への取り組み方について，

質的な向上を一層図る必要がある。 

また，今後，さらに多くの職場体験先の事業所を確保し，できるだけ生徒の希望に沿った

体験ができるようにしていく必要がある。 



 

9 

 

 

記述式回答抜粋【職業別】 

【職場体験で学んだこと】 

＜飲食店・食品関係＞ 

○職場体験は大変だったけど、やり甲斐や楽しさを学ぶことができた。 

○飲食店としての徹底的な心構えや清潔さなどを学びました。職場の雰囲気から楽しさを学ぶことができ

ました。 

○合った人全員にあいさつをしていて、改めて挨拶は大切だと学んだ。 

○いろいろな場所(仕事)によって、資格や免許が必要なこと。 

○誰かに喜んでもらえることでやり甲斐を感じた。言葉づかいのほかに、あいさつや返事を積極的に行う

姿勢も大切。笑顔が大事。 

○お金をかせぐことは、とても大変だということ。仕事にはいつも全力で、適当にやらないこと。 

○周りをよく見て行動することが大切だということを学びました。 

○相手への感謝の気持ち。 

○普段、身近で見ているもの(パン)を実際に作ったり､体験したりすることで、自分に合う仕事を見つけ

られた。 

＜販売業＞ 

○社会でのルールやマナー。あいさつの大切さ。コミュニケーションの大切さ。声を出すことの大切さ。

これらはお客さまに気持ちよく買い物をしてもらうだけでなく､防犯やお金の管理につながること。 

○開店の２時間前に集まって、開店まで清掃をしたので、裏での苦労をたくさんして、お客さまの満足で

きる状態にしているのが分かった。 

○気づかないところでも、店員さんの気配りがあった。 

○お客さま・相手のことを考えながら仕事をすること。 

○分からないことがあったら、自分で考えてミスするよりも大人に素直に聞くこと。 

＜市役所･官公庁＞ 

○礼儀。声かけの必要さ。切りかえ。職員の方の思い。(調布消防署) 

○地域の人達と協力し合って仕事することが大事だという事を学んだ。（ゴミ対策センター） 

○上下関係と挨拶の大切さ。(野草園) 

＜学校･図書館･博物館＞ 

○一見とても簡単そうな司書さんの仕事も裏ではすごく大変なことをしていた。 

＜福祉関係＞ 

○どんな仕事でも必ず社会に役立っていること。あいさつは人間関係でとても重要。 

○人に気遣い､相手の顔をしっかり見て、思っていることを考え、思いやりを持ちながら話す。 
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○障がいがある方も思いがあって、それを人に伝えようと体や顔で表現している。虐待がなくなって欲し

いという思い。自立できるようにという思い。電車に一人で乗るのも大変だと知ったから、電車の中で

障がいのある人がもしも困っていたら、力になりたい。 

＜保育園･幼稚園・児童館等＞ 

○園児にはいろいろな子がいるけれど、しっかり対応できることが大切だと思った。 

○保育士さんの裏側の仕事。子供と遊んでいるだけかと思ったら、裏で私たちの知らないような作業（掃

除や物の整理整頓などの大変な仕事）をしていたので、大変だなと思いました。 

○どんな子でも元気にあいさつすると元気よく返し、すぐ仲良くなれた。 

○職場体験を通して、一つのことに一生懸命になる楽しさを学びました。毎日子どもたちの笑顔が見れて、

何よりも嬉しかったです。 

○自分が思っているよりも仕事が大変だと思った。保育士の仕事は子供をみる責任感があり、しっかりと

いろんなことを教えていかないといけないから大変だと思った。 

○コミュニケーションの大切さを学ぶことができた。自分から子供に話しかけてみたり、積極的にいかな

いとダメだと思った。 

＜その他＞ 

・製造 

○仕事の大変さや、友だちと協力してやる仕事もあったから、仲間の大切さも学ぶことができた。 

・警備保障 

○あいさつをすることはとても大切で、人との出会いを大切にしたほうがいいということ。 

・サービス 

○普段は客として行くところに働く側として行くと、苦労や工夫が見えて(体験できて)すごいなと思いま

した。そして笑顔であいさつが、とても大切だと思いました。 

○１時間前から開演時間に間に合うように毎朝同じように朝掃除をしていて、時間の大切さを学んだ。 

○植物園で自然の大切さ。社会に出てルールを守らなくてはいけないということ。 

○あいさつ、予めの準備、予定の把握。 

○土木工事について。礼儀作法、ちょっとした気遣い。 
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イ 事業所のアンケートより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】 

調査を依頼した事業所のうち，９２．５％（昨年度９０％）が「中学生の取組姿勢が積極的

であった」と回答している反面，８３．３％（昨年度８８％）の事業所が「職場体験を通して，

生徒の態度や様子に変化があった」と回答し，昨年度から約５％減少した。生徒が職場体験に

積極的に取り組んではいたが，実習を通して意識や態度の変容については，生徒の回答（９２．

８％）と，意識のズレがあった。また，８２．２％（昨年度８２％）の事業所が「受入れに際し

て，受入れ態勢の整備，従業員ミーティング，受入れマニュアルの作成等の準備をした」と回

答した。 

記述式では，「中学生に分かりやすく説明するための準備を通して自身が普段実施している

業務への理解が深まった」「各作業工程の安全面や作業の細かい部分の再確認ができてよかっ

た」など，仕事への振り返りにつながっている。また，「地域への貢献を通じ地域とのつなが

りや築けることができた」など，地域貢献の意義を感じた事業所もあった。生徒だけではなく，

事業所にとっても価値のある取組であることが分かった。 

次年度についても，事業所向けガイドブックを作成し配布し，各事業所による職場体験の受

入れ態勢の充実等，よりよい職場体験の実現に向けた体制作りを推進していく。 

 

 

貴事業所において，受入れた生徒たちの活動への取組姿勢はどうだったか。 

職場体験を通して，生徒の態度や様子に変化があったか。 

受入れに際して，受入態勢の整備，従業員ミーディング，受入マニュアルの作成等の準備をしたか。 
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記述式回答抜粋 

貴事業所において，受け入れた生徒たちにどのような指導または注意をしましたか。 

＜飲食業＞ 

○お店のコンセプト、接客のルール。接客、ドリンクの作成。○５分前行動、手洗いの励行。業務中のみ

ならず出勤退勤経路上の安全を強く伝えました。○笑顔･元気･言葉遣い･礼儀○プロ意識を持つ。○挨拶と

若者らしさ、そして感謝の気持ちをもって仕事に取り組むこと。○時間と礼儀、整理整頓。○床はきのタ

イミング。 

＜販売業＞ 

○ビジネスマナー（笑顔。礼儀･挨拶の徹底、おじぎの仕方、名刺の渡し方等○調布警察より万引き防止に

ついて。○商品の取り扱い、並べ方、袋詰め。○時間を意識すること。○作業を安全に行うこと。 ○道

具を大切にすること。○客観的な視野をもつこと。○働いてお金をもらうことの意味○「やりたくない」

「いやだ」という発言が多かったので、「そこは仕事と思って頑張ろう」と伝えました。 

＜市役所･官公庁＞ 

○あいさつ、報告・連絡・相談、時間管理を意識してもらい仕事に取り組んでもらいました。 

○工具を使用しての作業があり、車両の出入りもあるので十分注意をし、ケガには注意すること。作業で

市内に出るので注意すること。体調が悪かったりしたら、すぐに職員に伝える。自宅に帰るまでが職場体

験であることを指導した。○公園スタッフとして利用者には声がけする事など、スタッフとしての立ち振

る舞い。○ケガのないよう作業や歩行を行うように。個人情報の漏洩防止について指導。 

＜学校・図書館・博物館＞ 

○利用者がいることを意識して、あいさつを積極的に、私語は控えること。○体験後も利用者の情報は外

へ漏らさないよう。○図書館がどんな仕事をしているかイメージがわくように様々な体験をしてもらい指

導した。作業が終わった報告や時間を気にして仕事をするように。○自分たちは｢中学生｣｢職場体験｣のつ

もりでもお客様からみたら職員のひとり。仕事をするという意識をもって体験して欲しいと伝えた。 

＜福祉関係＞ 

・高齢者サービス 

○あいさつ。話す時は利用者の目線。分からないときは職員に必ず聞く。○当センターは認知症対応の受

け入れを行っている。認知症の高齢者に対して職員がどのようにかかわっているかの説明をした。○高齢

者の方がお相手ですので身体状況を詳しく説明した。スタッフが手の届かないところ,例えば机の上のゴミ

捨て、お茶は八分目迄等細かい仕事を依頼した。 
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・障害者支援施設 

○私服で来て欲しい事を伝えた。｢今は何をする時間なのか」を明確に伝えるようにした。○作業が終わっ

たり，分からなかったりしたときはすぐに職員に声がけしてとお願いしたい。○別の場所で作業を行う際、

決まった時間から仕事を開始できるよう５分前行動を伝えた。○障がいに伴う特徴等について説明した。

また、職員がどのように働いているか見て、体現するよう伝えた。 

＜保育園・幼稚園・児童館等＞ 

・保育園・幼稚園 

○子どもたちの命を預かる職場であること。特に安全面への配慮を指導。○守秘義務（個人情報に関わる

ことを口外しない。）○着替えや排泄の場面では外して欲しい。○子供同士のトラブルや保護者対応は担

任に任せるようお願いしました。○不明のことは自分で判断せずに必ず職員に聞く。○子どもとの関わり

方のポイントを事前にお話しさせていただいた。○子どもたちを呼び捨てにしない。子どもたちの手足を

引っぱったり,押したりしない。子どもたちを一人の人間として扱うこと。○乳児期の子どもたちとの関わ

り方、話し方（正しい日本語、きれいな日本語で）。○子どもは話しを聞いて欲しい子ばかりなので、よ

く聞いてあげたり名前を呼んであげたりして下さいと伝えました。○休憩時間に大騒ぎをした際に職員が

注意した。○爪を切る。手洗いを必ず行う。実習中生徒さん同士で私語をしない。○職員の指示を聞くこ

と。挨拶をしっかりすること。 

・児童館 

○元気にあいさつ・見ているだけでなく一緒にやることが大事○工作準備ではカットが雑にならない様て

いねいに行う（これを受け取った人がどう思うかを考えて）、仕事とは（ノルマ、期限、責任感について）

など。○楽しく安全に実習できるよう支援した。○業務の大切さ、仕事に対する向き合い方や、何のため

にそうしているか等の説明をした。 

・学童クラブ 

○あいさつ・子どもの安全のため６～７割の力で遊ぶ等○子供は遊びを通して成長すること。学童クラブ

は個別化と集団の活用と保護者の協力で成り立っていること。○積極的に子どもたちと関わり、児童の様

子を感じ触れあうように。○学童児と一緒に寝そべっていたので座るよう注意した。遊びの時間に生徒同

士でバスケットボールをして遊んでいたので注意した。 

＜その他＞ 

・製造業 

○仕事はゆっくり正確に行うよう指示。失敗を恐れず、どんな仕事にも積極的に取り組むように。○お客

様の気持ちになってと伝えた。 
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・サービス業 

○あいさつ・笑顔・丁寧な清掃○明るく元気なあいさつ・プロの心得・シャンプー体験○慣れてきたら落

ち着きない場面があった。 

・エンターテイメント 

○エンタメの業界なので,お客様のお出迎えなどには最高の笑顔を見せる(劇場職員としてのあいさつ）。 

○非常時の対応や職場内でのあいさつを大切に。 

・金融業 

○社会人として身につけるべきマナー。金融機関人としての心構え。守秘義務の重要性及びお客様対応（あ

いさつ） 

・動物病院 

○病気の動物や飼い主がいるので、さわいだり、飼い主が不快に思ったりするような行動を取らないよう

お願いした。 

・医療機関 

○マナー、コミュニケーション、感染予防○医療従事者の種類、資格取得法、医療制度、母子健康手帳,予

防接種などについての説明を行った。 
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受け入れをしたことで，貴事業所にとってよかったことは何ですか。 

＜飲食店･食品関係＞ 

○若手従業員の勉強になり自信につながった。○教えるスタッフの成長！何より自分自身初心に返れます。

○頑張っている中学生に刺激を受けた。普段手の届かない場所の掃除をしてもらい、助かった。お客様か

ら元気になったとお声をいただいた。 

＜販売業＞ 

○スーパーマーケットの仕事の大事さを若い人に理解してもらえたこと。○お客さん目線での意見を引き

出せたこと。○新鮮なあいさつ、行動を現従業員へ体感させ、基本の徹底を再確認することができた。 

○地域に貢献できた。○スタッフ同士でも知らない事を知る事ができて楽しかったです。役割が明確にな

るなど、子どもに伝える事で（言語化されて）ふり返りにも役に立ちました。○今の中学生が何に興味を

もち、体験した仕事についてどう感じたか分かった。○中学生の職場体験を通じて、外から見る当社のイ

メージが分かった。中学生にも分かるような説明をすることで、一般の方にも分かりやすい説明をしなく

てはという気づきを感じることができた。 

＜市役所･官公庁＞ 

・市役所 ○受け入れ職場が活気づきました。自らの業務を見直す良い機会となりました。 

・クリーンセンター ○ごみ処理を通じて、分別や物の大切さを理解してもらえたこと。 

・公園サービス ○中学生が頑張っていることで、スタッフが教えることの勉強になり、大人数で進める作

業により、公園内がきれいになった。 

・都営地下鉄 ○少しでも駅で働きたいと思ってもらえれば幸いです。 

・郵便局 ○真面目に作業をする生徒を見て、社員も日頃からの仕事を見直すことができた。 

・警視庁調布警察署 ○昨今の中学生の警察に対する見方、考え方を｢知ることができた。 

＜学校･図書館・博物館＞ 

・実篤記念館 

○普段見えている部分だけでなく、運営のために裏で働いている人や仕事の内容を知ってもらうことがで

きた。 

・図書館 

○ハンディキャップサービスや地下倉庫など、普段あまり見てもらうことのない場所や仕事を見てもらい、

図書館を知ってもらう機会になりました。○職員、利用者ともに中学生がいたことで新鮮な気持ちになっ

た。利用者からも「がんばってるね。」と言われた。○体験期間中に来館した保育園児たちが、とても嬉

しそうで雰囲気が和やかになった。 
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＜福祉関係＞ 

・高齢者サービス 

○利用されている高齢者の皆様が、学生の方とお話しすることで笑顔になっていました。○中学生が来て

くれると皆様喜ばれます。ご自分達の子育てを思い出し、会話の繋がりになります。 

・障害者支援施設 

○施設が社会に対して閉鎖的にならないよう、職場体験を受け入れることができて良かった。○近隣の中

学校さんと関係を持てたこと。障がいのある方と接してもらい通所施設での仕事内容を体験してもらえた

事。○事業所内の雰囲気が明るくなった。○利用者が何気ない会話や中学生の頑張っている姿を見て感心

し、調布市内の中学生と交流を持つ機会となりよかったと思います。 

＜保育園・幼稚園・児童館等＞ 

・保育園・幼稚園 

○毎日楽しくてしょうがないと言ってくれた事で、職員側の気持ちも上がり、改めてこの仕事の楽しさを

感じました。○職員たちが中学生に指導することで,職員の方が逆に気づかされたり見直したりする機会に

なる。○子どもたちが大変喜んでいた。子どもたちが新しい経験をたくさんしたと思います。多くの場面

で積極的に手伝ってくれ,助かった。○男性保育士がいないので、子どもたちにとっては良い体験になりま

した。○専門性を地域に還元できる。園児にとって普段関わること（機会）がない中学生との異年齢交流

の良い体験になった。○職員の気持ちが引きしまった。｢保育者」としての言動、行動力、立ち振る舞い等

改めて客観的にふり返るきっかけになった。保育について生徒達が純粋な視点で,普段保育士達が見逃して

しまうようなことを見てくれるなどして,新鮮な発見があった。若い職員が多い中、改めて自分たちが社会

人であると言うことを再認識させることに意味があった。 

・児童館 

○利用者の子どもたちにとって年の近いお兄さんお姉さんといっぱい遊んでもらいよろこんでいた。児童

館の見えていない部分を知ってもらえた。○人手が増えたことで作業がはかどった。○裏方の仕事や見え

ていない部分を知ってもらえた。 

・学童クラブ 

○子どもたちと年の近い生徒さん達が、いっしょうけん命に遊んでくれたので、遊びが活発になりました。

学童の子どもたちが心から楽しそうに遊ぶ時間が得られた。○子どもたちが今後の中学生活を思い描くこ

とや、兄弟がいないお子さんは,日頃感じることのない経験ができた。 
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＜その他＞ 

・製造業 

○職場が和やかになった。○手が少ないので助かった。若いので力もあるし頼もしいです。 

・サービス業 

○若いスタッフが仕事を見直し,指導する事で 2 度学ぶことになり良い経験・勉強になった。○積極的に動

いてくれ助かった。○お客様もいつもと違う顔が見え、楽しそうにしていた。 

・エンターテイメント 

○現場スタッフのモチベーションが上がった。人に教えることの難しさや、働く楽しさを各人工夫して教

えようとしてくれた。○劇場が行っていることについて知ってもらえたこと。 

・金融業 

○金融機関といえども銀行とは違い、地域金融機関としての信用金庫の存在を認識して頂いたこと。 

・医療機関 

○かわいい生徒さん達に患者さんが喜んでいた。素直に学ぶ姿を見て、スタッフが初心を思い出した。 

○生徒に教えることで、自分たちにも学びになった。 
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（４） 調布市中学生職場体験実施協議会活動報告 

ア 目的 

  調布市中学生職場体験の全体計画を作成し，関係支援団体との連携を図りながら，事業

の円滑な推進に努める。 

 

イ 構成メンバー 

    会 長  教育長 

     委 員  調布市商工会  

東京調布ライオンズクラブ 

          東京調布ロータリークラブ 

          東京調布むらさきロータリークラブ 

          ハローワーク府中  

調布青年会議所 

調布市社会福祉協議会 

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 

調布市公立中学校長会長 

事務局  調布市教育委員会指導室 

 

ウ 開催の経過 

 第１回職場体験実施協議会 

     平成３１年４月２７日（月）午前１０時 調布市教育会館 研修室 

      議題項目 ○委員紹介 

           ○今年度の実施計画について 

           ○意見交換 

 

 

      第２回職場体験実施協議会 

令和２年１月２７日（月） 午前１０時 調布教育会館 研修室 

      議題項目 ○本年度の実施状況及び課題等について 

           ○意見交換 

○来年度の職場体験の実施に向けて（※本ガイドブックは未配布） 
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（５） 調布市中学生職場体験実行委員会活動報告 

ア 目的 

 調布市立中学校での，それぞれの職場体験が円滑に進められるように調整し，実施上の 

課題を解決するための検討を行う。 

 

イ 構成メンバー 

    委 員 長  調布市立中学校長会からの代表 

 委  員  調布市立中学校副校長会からの代表 

           調布市立中学校長から推薦のあった教員（８名） 

     事 務 局  調布市教育委員会指導室 

 

ウ 開催の経過 

第 １ 回  平成３１年４月２６日（金） 午後３時 調布市立第六中学校 応接室 

    議題項目   ○委員長及び委員紹介 

                 ○実施要項説明，今年度の実施計画について 

○職場体験受入れ事業所の確保状況の確認・受入れ事業所の割り振り 

    第 ２ 回  令和元年５月３０日（木） 午後３時 調布市教育会館 研修室 

     議題項目  ○職場体験受入れ事業所の確保状況の確認・受入れ事業所の割り振り 

                 ○検体についての説明  

                 ○職場体験の準備，実施の際の確認事項について 

           ○しおり，事前・事後学習資料，アンケート等について 

                 ○職場体験実施の留意事項について 

     第 ３ 回    令和２年２月１０日（月） 午後３時  調布市教育会館 研修室 

      議題項目  ○今年度の成果と課題について 

           ○実施事業所，アンケートのまとめについて  

            ○調布市職場体験実施協議会報告 

○平成３１年度受入れ事業所進捗状況の報告 

○来年度に向けての計画・準備・引継ぎ等について 
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（６）登録事業所一覧  

【ア行】 

・あいあい保育園調布乳幼児園 

・あいケアデイサービス 

・カフェ ａｏｎａ 

・アクラブ調布 

・旭出調布福祉作業所 

・アフラック生命保険（株） 

・アンデルセン仙川店 

・イオンシネマ シアタス調布 

・うぃず調布深大寺保育園 

・植松種苗緑化（株） 

・（株）HBH 美容室ANDEW 

・宗教法人 永福寺 

・エル整骨院 

・認可保育所 エンゼルランド 

・（福）にじの会 大沢にじの里 

・（株）オオゼキつつじヶ丘店 

・おおまち第１、第２学童クラブ 

・オリオン動物病院 

・オリンピア保育園 

 

【カ行】 

・カフェ大好き 

・（福）東京かたばみ会  

調布市立かみいしわら学童クラブ 

・上布田保育園 

・（株）キャメル珈琲  

カルディコーヒーファーム仙川店 

・菊野台かしのみ保育園 

・北多摩病院 

・きっちん ひうが 

・木下の保育園 つつじヶ丘 

・Gap Outlet 島忠ホームズ仙川店 

・銀座ヴィセ つつじヶ丘サロン 

・クオール薬局 調布店 

・くら寿司 調布つつじヶ丘店 

・グループホーム こぶしの花深大寺 

・GRACE SOPHIE plus 

・（株）京王ストア 仙川駅ビル店 

・（株）京王ストア 八幡山店 

・京王電鉄（株）京王フローラルガーデ

ン アンジェ 

・恒栄警備保障（株） 

・佼成学園幼稚園 

・後楽園スポーツクラブ調布 

・コープみらい柴崎店 

・ココファン・ナーサリー国領 

・こんぺいとう保育園 

 

【サ行】 

・サミットストア 府中若松店 

・サミットストア ミナノ分倍河原店 

・サミットストア 芦花公園駅前店 

・しきの森保育園 

・シズラー 府中店 

・至誠ホーム調布柴崎ケアセンター 

・至誠ホーム調布若葉ケアセンター 

・自転車車イスの病院 深澤輪業 

・（一社）シニアサポートなごみ 

・芝信用金庫仙川支店 

・(有)ジャパンフーズ 

・首都圏工業（株） 

・小学館アカデミーちょうふ保育園 

・(有)勝文堂 

・ジョナサン調布駅前店 

・白百合女子大学 

・白金亭 

・城山保育園 上石原 

・新鮮屋 

・宗教法人 深大寺 

・深大寺小学校学童クラブ 

・深大寺天然温泉 湯守の里 

・深大寺陶芸教室 

・深大寺元町ちとせ保育園 

・(有)シンフォニー 

（ブレッドギャラリーコンチェルト） 

・深大寺 水神苑 

・スーパースポーツゼビオ 

調布東京スタジアム前店 

・すき家 甲州街道柴崎店 

・すき家 仙川店 

・すき家 調布入間店 

・スターバックスコーヒージャパン  

仙川駅前店 

・スターバックスコーヒージャパン  

調布パルコ店 

・スポーツクラブＮＡＳ芦花公園 

・（福）調布市社会福祉企業団  

知的障害者援護施設すまいる 

・スマイルパークCHOFU 

・駿河台大学第一幼稚園 

・生活協同組合コープみらい  

コープ西調布店 

・（同）西友 国領店 

・セブンイレブン調布ヶ丘２丁目店 

・セブンイレブン調布八雲台店 

・セブンイレブン電気通信大学前店 

・仙川かおる幼稚園 

・仙川ちとせ保育園 

・仙川保育園 

・調布市知的障害者援護施設そよかぜ 

 

【タ行】 

・（学）第一学園 染地幼稚園 

・第一電材（株） 

・多摩川保育園 

・(有)多聞 

・男女共同参画推進課 

・（福）ちとせ交友会  

深大寺東町ちとせ保育園 

・（福）ちとせ交友会  

調布ヶ丘ちとせ保育園 

・銚子丸 調布店 

・（福）桐仁会  

ちょうふ花園デイサービスセンター 

・調布エンジェル保育園 

・調布クオレ保育園 

・調布ケアーズ 

・調布市国領高齢者在宅サービスセンター 

・調布市子ども発達センター通園事業 

・（一財）調布市市民サービス公社 

・（公社）調布市体育協会 

（調布市総合体育館） 

・調布市ちょうふの里 

・調布消防署 

・調布白菊幼稚園 

・調布城山保育園 

・（株）調布清掃 

・調布星美幼稚園 

・調布たちばな幼稚園 

・調布多摩川幼稚園 

・高次脳機能障がい者活動センター 

調布ドリーム 

・調布なないろ保育園 

・調布もみじの森保育園 

・調布るんびに幼稚園 

・調布若竹幼稚園 

・つつじヶ丘どろんこ保育園 

・（学）竹早学園 つつじがおか幼稚園 

・（株）ティップネス国領 

・（福）新樹会デンマーク INN 深大寺 

・（株）東急ストア 調布とうきゅう 

・東京YWCAまきば保育園 

・（株）東京スタジアム 

・東京都営交通協会（都営地下鉄新宿線

市ヶ谷駅） 

・東京都神代植物公園 

・トータルデイサービス梅のさと 

・（福）常盤会 ときわぎ国領保育園 

・巴山建設（株） 

・トヨタモビリティ東京（株） 

烏山仙川店 

・トヨタモビリティ東京（株） 

調布国領店 

・トヨタモビリティ東京（株） 

調布つつじヶ丘店 

・トヨタモビリティ東京（株） 

調布飛田給店 

・トヨタモビリティ東京（株） 

調布八雲台店 

・都立武蔵野公園 

 

【ナ行】 

・中山農園 

・ニトリ府中店 

・日本女子体育大学附属みどり幼稚園 

・日本マクドナルド 飛田給駅前店 

・日本郵便（株） 成城郵便局 

・認可保育所 エンゼルシー 

・東京都立野川公園サービスセンター 

・（株）ノジマ 調布パルコ店 

 

【ハ行】 

・（福）白雲福祉会  

パイオニアキッズ菊野台園 

・パイオニアキッズ第２仙川園 

・パイオニアキッズ仙川園 

・パイオニアキッズつつじヶ丘園 
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・パイオニアキッズ柴崎園 

・花円茶厨房 

・医療法人欣助会  

介護老人保健施設花水木 

・(有)浜宏 

・林建設（株） 

・（株）原田工務店 

・（福）ＨＡＮＤＹリトルキッズスター 

・パントリーコーヒー 

・（株）Ｂ＆Ｄ 調布店 

・（株）東日本三菱自動車販売 調布店 

・（株）ユニクロ  

ビックロ・ユニクロ新宿東口店 

・ピノキオ幼児舎つつじヶ丘保育園 

・調布市立ひまわり保育園 

・ヒューマンアカデミー西調布保育園 

・ヒューマンアカデミー 

調布多摩川保育園 

・ヒューマンアカデミー上石原保育園 

・ファッションセンターしまむら  

ホームズ仙川店 

・（株）フｫトライフ 

・フォレスト 

・複合介護施設 愉楽 

・宗教法人 布多天神社 

・二葉くすのき保育園 

・双葉保育園 

・府中白糸台幼稚園 

・（特非）ふみ月の会 

ふみ月チャレンジたま川 

・ブライト保育園 調布仙川 

・京王グリーンサービス（株） 

フラワーショップ京王つつじヶ丘店 

・介護老人保健施設 フロリール調布 

・ヘアサロン マサ 

・Hair Make Rush 

・ヘアメークパッセージ 調布南口店 

・ヘアメークパッセージ 調布北口店 

・認証保育所 ベルーガ 

・（学）保恵学園保育所 

・（学）保恵学園幼稚園 

・ぽけっとランド深大寺保育園 

・ホッピービバレッジ 調布工場 

・堀紙管（株） 

 

【マ行】 

・マインズ農業協同組合 調布支店 

・マクドナルド20号府中店 

・マクドナルド20号調布店 

・マクドナルド調布北口店 

・（株）丸山スポーツ 

・三鷹中原幼稚園 

・（福）三祉会 緑ヶ丘保育園 

・（福）幸会 みゆき保育園 

・野村不動産ライフ＆スポーツ  

メガロスクロス調布24 

・メディカル・ケア・サービス（株）  

愛の家グループホーム調布国領町 

・モスバーガー調布南口 

 

【ヤ行】 

・(有)八雲造園 

・八雲台保育園 

・ヤマヒロ（株） セルフ調布ヶ丘SS 

・(有)湧水 

・（株）ユニクロ ユニクロ仙川店 

・（株）ユニクロ ユニクロ調布パルコ店 

・ユニディ 狛江店 

・ゆらりん仙川保育園 

・洋服の青山 調布駅南口店 

 

【ラ行】 

・（株）ラケットショップフジ吉祥寺店 

・（株）ラケットショップフジ世田谷店 

・（株）理容室ソワン 

・レオ保育園 

・ローソン調布国領町三丁目店 

・蘆花恒春園サービスセンター 

・（福）六踏園 皐月保育園 

 

【ワ行】 

・わかば学童クラブ 

 

【市関連施設】 

・調布市立金子保育園 

・環境政策課 

（調布市多摩川自然情報館） 

・調布市立上石原保育園 

・調布市郷土博物館 

・健康推進課 

・交通対策課（子ども交通教室） 

・国領児童館 

・調布市立佐須児童館 

・（公社）調布市シルバー人材センター 

・調布市立神代保育園 

・深大寺児童館 

・調布市立西部児童館 

・調布市立染地児童館 

・調布市立第五保育園 

・多摩川児童館 

・中央図書館 

・（福）調布市社会福祉協議会 

・調布ヶ丘児童館 

・（一財）調布市武者小路実篤記念館 

・調布市障害者地域生活・就労支援セン

ター ちょうふだぞう 

・調布市立つつじヶ丘児童館 

・調布市立東部児童館 

・調布市立東部保育園 

・図書館 国領分館 

・図書館 佐須分館 

・図書館 深大寺分館 

・図書館 神代分館 

・図書館 染地分館 

・図書館 富士見分館 

・図書館 緑ヶ丘分館 

・図書館 宮の下分館 

・図書館 若葉分館 

・富士見児童館 

・調布市立富士見保育園 

・調布市立緑ヶ丘児童館 

・緑と公園課（野草園） 

・調布市立宮の下保育園 

 

※敬称略 
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８ 調布市中学生職場体験実施要領 

１ 目的 

調布市立中学校全体の目的を以下に定める。各中学校の目的は，それぞれに定めることとする。 

(1) 生徒に将来の夢をかなえるための望ましい勤労観・職業観を育てる機会とする。 

(2) 働くことの厳しさや喜びを体験することで，生徒が日ごろ気付かない新たな自分を発見する機会とす

る。 

(3)  職業人と触れ合うことで，社会人の基本的マナーやソーシャルスキルを身に付け，コミュニケーショ

ン能力を高める機会とする。 

(4)  調布市全体で中学生を励まし，調布の次代を担う若者に育てていく機会とする。 

２ 体験期間 

(1)  全８校を第１期，第２期，第３期に分けて実施する。 

(2)  連続して５日間を職場体験期間とする。 

３ 実施時期 

  中学校長会の提案を受け，職場体験実施協議会において決定する。 

４ 体験先     

 原則，調布市内の事業所，公共施設，福祉施設等から，受入れに同意を得た団体で行う。 

５ 調布市中学生職場体験実施協議会 

(1)  設置 

調布市中学生職場体験の全体計画を作成し，関係支援団体との連携を図りながら事業の円滑な推進 

するための，調布市中学生職場体験実施協議会を置く。 

(2)  組織  

ア 協議会は，会長及び委員をもって組織する。 

イ 会長は教育長とし，委員は別表１に掲げる機関及び団体から推薦のあった者をもって充てる。 

ウ  協議会は，会長が招集する。 

エ 会長は，必要があると認めたときは，協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。 

６ 調布市中学生職場体験実行委員会 

(1)  設置 

調布市立中学校で，職場体験が円滑に進められるよう調整し，実施上の課題を解決するため， 

調布市中学生職場体験実施協議会に，調布市中学生職場体験実行委員会を置く。 

(2)  組織 

委員会は，別表２に掲げる者で構成する。 
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７ 庶務 

協議会の庶務は，教育部指導室において処理する。 

附則 

この要項は，平成１８年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

別表１ 《調布市中学生職場体験実施協議会》 

調布市商工会 東京調布ライオンズクラブ 東京調布ロータリークラブ 

東京調布むらさきロータリークラブ ハローワーク府中 調布市社会福祉協議会 

調布青年会議所 調布市産業振興課 調布市立中学校校長会 

職場体験実行委員会委員長 調布市教育委員会  

 

別表２ 《調布市中学生職場体験実行委員会》 

委員長 調布市立中学校校長会代表 

委員 調布市立中学校副校長会代表 

 調布市立中学校長から推薦された教員（８人） 

事務局 調布市教育委員会指導室 
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【お問合せ先】 

〒182-0026 東京都調布市小島町２-３６-１ 

調布市教育委員会 教育部 指導室指導係 職場体験担当 FAX０４２-４８１-６４６６ 

・職場体験の内容等について   電話０４２-４８１-７４７９ 

・登録書や加入保険について   電話０４２-４８１-７４８０ 

メールアドレス：sidou@w2.city.chofu.tokyo.jp 

※市のホームページから登録書やガイドブックをダウンロードできます。 


