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『将来に向けて頑張ること』

川之江北中学校 2年山下紗葵

私には、明確な将来の目標がありませんでした。しかし、職場体験学習を通して、働くこと、そ

して今の自分が頑張るべき事が見えてきました。

私は、保育園に職場体験に行かせていただき、保育士という仕事が身近なものになりました。保

育士の、大変さ・頑張れる理由・楽しいことなど、今まで知らなかったことをたくさん知ることが

でき、保育土の魅力が見えてきました。保育士という仕事は、子ども・同僚・子どもの親などたく

さんの人と関わる仕事です。なので、人を大切にする人でなければ、この仕事はできないと思いま

しfこ。

職場体験で、は保育士の先生方に感心させられる場面がたくさんありました。子どもが転んだら、

すぐに駆けつけ声をかけたり、喧嘩をしていたら、仲直りさせたり、お昼の片付けでお皿が落ちて

割れたら、近くに寄せないようにして、子どもの安全を守っていました。何がどこで起こるか分か

らない緊張感の中で、先生方は子どものことを一番に思って生活しているんだと感じました。病院

で遅れて来た子には、外に出て行って「おはよう」と笑顔で出迎え、その子の親に事情を聞いて、

みどりと自然を大切に



一日その子に「大丈夫Jと声をかけたり、給食の時も少なめにしてあげていました。

先生が子どもを叱る場面も印象に残っています。子どもが危ない遊びをしていたら厳しく叱った

り、片付けができない子には、粘り強く声をかけていました。子どものことを思い説得力のある叱

り方をする先生方を見て、保育土の試験に合格しでも、子どもを大事に思う心がなければ、いい教

育はできないと思いました。子ども一人一人に頼られる先生になるためにも、子どものことを大切

に思うことが一番だと思いました。

私が職場体験に行って、自分に生かそうと思ったことが 4つあります。

一つ目は、 「自分の意見をきちんと言えるようになる」ということです。職場体験初日、私はた

だクラスの中に立っているだけでした。そんな時、疑問点や思っていることをしっかり伝え合って

いる先生方の姿を見ました。掲示物を作っている時や行事のことを考えている時も、それぞれの先

生方がアイディアを出し合いながら作業を進めていました。自分の意見を伝え合うことは何の仕事

でも大切だと思うので、自分も思いを伝える努力をしたいと思いました。

二つ目は、「いつでも頑張る」ということです。先生方はクラスではしっかりと子どものことを

見て、お昼寝の時聞は、プール清掃や行事で必要な物の制作など、裏の仕事もしていました。子ど

ものためにどんなことも手を抜かず働いている姿を見て、私も学校生活で裏表なく、なんでも一生

懸命取り組みたいと思いました。

三つ目は、 「いつも笑顔で自分から明るい雰囲気をつ くるJということです。保育所ではどの教

室も、いつも明るく、楽しい雰囲気でいっぱいでした。叱る時はしっかり叱るけど、子どもが反省

したら、楽しい雰囲気にしていました。先生たちの笑顔が子ども達に安心感を与えるから、いつも

温かい雰囲気なんだと思いました。私も、周りの人を温かい気持ちにさせられるような、笑顔を絶

やさない人でありたいと思いました。

四つ自は、「周りを気を遣う」ということです。先生方は、他のクラスと使う場所が重なった時

「お先にどうぞ」と言ったり、小さい子が寝ている時は「寝てるから静かにJと言ったり、常に周

りのことを気にかけて、生活していると思いました。そうすることで、子ども達が心地よく過ごせ

るということが分かりました。自分のことより相手のことを考える、簡単なことのように思えるけ

ど、とても難しいことだと思います。私も、相手のことを考えて話したり行動して、思いやりの気

持ちをもって人と関わっていきたいと強く思いました。

私は、将来の夢がまだはっきりしていません。でも、この職場体験で学んだことや感じたことが、

将来の自分への第一歩となりました。保育土の先生方が大切にされていることを肌で感じたり、職

場体験でよい刺激を受けることができました。なので、これからの自分を成長させるために、

一、自分の意見をきちんと言えるようになる

一、いつでも頑張る

一、いつも笑顔で、自分から明るい雰囲気をつくる

一、周りに気を遣う

ことを大切に、どんなことにも一生懸命取り組みたいです。そして、今の自分の生活や勉強、また、

仲間を大切にして、今より、もっともっと成長した、素敵な大人を目指していきたいです。
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出席報告

1.出席会員(51名中)

2.来賓

42名

四国中央市立川之江北中学校

-績木 徹先生

・山下紗葵さん

・薦田花音さん

四国中央市立川之江南中学校

米山奨学生

3.当日出席率

4.前々回補足修正率
(メイクアップ会員)

・寺尾達也先生

・矢野湾奈さん

・柴垣 大さん

洪 政株君

82. 35 % 
90. 20 % 

1/12市川温彦会員(観音寺東RC)
1/22山川浩一郎会員(伊予三島RC) 

会長の時間

・奨学金贈呈米山奨学生洪 政沫君

・委嘱状伝達(次期米山)石村 治会員

(次期国際奉仕ファンド)

篠原孝賢会員

委員長の時間

・出席報告 出席委員長石川隆文会員

会務報告

1.例会変更のお知らせ

〔新居浜南ロータリークラプ〕

3月1日附 移動夜間例会(ユアーズ)
*リーガロイヤルホテルにてメーキャップ

の受付しております。
〔新居浜ロータリークラブ〕

3月 10日同 夜間例会
*リーガロイヤルホテルにてメーキャップ

の受付しております。

2. R 1公認第 2580地区ロータリー囲碁

同好会

ソウルでの「第 17回ロータリ一国際囲碁

大会」のご案内

3.第2670地区 ガノfナ一事務所

国際ロータリ一世界大会(ソウル)ツアー

【最終】とガパナーナイトのご案内

世界大会(ソウル)ツアー<残席わずか>

2月20目的締切

ガパナーナイト 3月29日同締切

4.第2670地区 ガパナーエレクト事務所

2016-2017年度のロータリーテーマ発表

テーマは、「人類に奉仕するロータリー」

5. 2016年 2月・ 3月 近隣クラブ例会の

お知らせ(出席委員会)

【1月26日凶開催定例理事会報告】

①定款変更について

②クラブ細則について

→2016-2017年度の新手帳より、中

黒(・)をのける

③クラブパナ一新調について

→ 3種類のデザインから、会員の皆様

の投票により決定する。

ニコニコニュース

大西宣…本日の卓話は、 「少年式に因んで」

と題して川之江南北中学校より、

4名の生徒さんの作文をご披露頂

きます。また、付添いの両校 2名

の先生方ともどもようこそお越し

頂きました。宜しくお願い申し上

げます。

尾藤…インフルエンザが流行してきてい

ます。手洗い・うがい・保湿など

は予防に有効です。

カカオ豆に含まれる成分は、体温

を上げて、免疫力アップになるよ

うです。バレンタインのチョコで、

ウィルスに勝ちましょう。

石 原… Cテープル全員出席の予定です

(これを書いた時)。はじめてのこ

と、全員びっくりです。

篠原孝…新年会に出席してから、仕事の都

合で 1ヶ月休んでしまいました。

今後は心を入れかえて欠席しない

ようにします。どうもすみません

でした。

谷 …①川之江北中学校・南中学校の皆

様、お忙しい中、川之江ロータリー

クラプへお越しいただき、有難う

ございました。本日はどうぞ宜し

くお願い致します。

②後半のゴルフの予定が決まり、

ご案内させていただきました。



皆様ご参加宜しくお願い致します。

長野 …D班、 2回目の全員出席です。

= 谷…Gテープル全員より。

Gテープル全員出席で、す。ホン君

もGテープル参加です!テープル

の皆様にヤ ックァという厚いセン

ベイのようなものをいただきまし

た。私達のテープルだけですヨ。

ー 谷…本日、矢野隆志様の都々逸 5点よ

り、私は l位 「喧嘩した時この子

をごらん仲のよい時出来た子だ」。

2位 「いやなお客の親切よりも好

いたお方の無理がよい」。

本日少年式参加者を迎えておりま

すので、 1位と 2位が入れ替わり

ました。

本日豊浜 8時前の気温 80C・地中

20
0

Cでした。

山 11卜・・①立春朝搾り、出荷本数が毎年増

えています。ありがとうございま

す。

②誕生日当日の例会は何年ぶりで

しょうか。

横 内…本日は、「少年式に因んで」の発

表に南北中学校より、先生の引率

の元、お越しいただきまして、あ

りがとうございます。数十年前の

かっこよかった若かりし頃を思い

出します。よろしくお願いいたし

ます。

卓話

(青少年奉仕委員会坂宗尚会員担当)

i少年式に因んで|

①中学生作文発表

・四国中央市立川之江北中学校

「将来に向けて頑張ること」

山下紗葵さん

「今、生きていることに感謝」

薦田花音さん

・四国中央市立川之江南中学校

「将来の夢を叶えるために」

矢野湾奈さん

「もう十四歳」

柴垣 大さん

②ロータリ一文庫寄贈式

-四国中央市立川之江北中学校

繍木 徹先生

・四国中央市立川之江南中学校

寺尾達也先生

近憐RCの例会日

2月18白岡新居浜RC
(リーガ新居浜)

2月18日附観音寺RC
(観音寺商工会議所)

2月19日樹伊予三島RC
(三島商工会館 4F) 

2月23日凶観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

2月23日(刈新居浜南RC
(リーガ新居浜)

例会プログラム

2月23日附

(親睦活動委員会担当)

ロータリー創立記念に因んで

(定例理事会)
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