
パネルディスカッション（働く上で大切なこと） 実施計画 

 

日向市立富島中学校 

 

１ 目 的 

 ○ 「よのなか教室」を踏まえて、働く上で大切なことを考えさせる機会とする。 

 ○ 仕事に対する関心を高め、職場体験学習の前段階の意識付けを行う。 

 

２ 日 時  平成２６年１１月７日（金） ５・６校時 

 

３ 日 程  ① 開会行事 １３：５５ ～ １４：００（趣旨説明および講師紹介） 

       ② 討 論 会 １４：００ ～ １５：４０（途中１０分間の休憩） 

              ③ 閉会行事 １５：４０ ～ １５：４５（学年主任の話） 

 

４ 場 所  富島中学校 体育館 

 

５ 参加者  第２学年生徒１６６名および保護者 

 

６ コーディネーター及びパネリスト 

（コーディネーター）日向市キャリア教育センター所長     水永 正憲 様 

（パネリスト）① 株式会社 グローバルクリーン 代表取締役 税田 和久 様 

② 日向市社会福祉協議会 日知屋児童センター 柏田佳代子 様 

        ③ 保護者代表 古賀内科病院 看護師 佐藤 弥生 様 

④ 第２学年職員代表 音楽科     渡邊 祥吾 

⑤ 生徒代表 生徒会執行部 会 長  松木 稔太 

副会長  佐藤 颯太、西森 愛花 

 

７ 当日の役割分担 

係 担当 係 担当 

コーディネーター
等の対応 松濱・是枝 会場設営 赤木・田代・草刈 

司会・進行 草刈 集団指導 赤木 

保護者受付 竹内（友子）・髙本 駐車場 新田・竹内（浩） 

 

８ その他 

○ コーディネーター及びパネリストは午後１時２０分までに到着予定 

 ○ コーディネーター及びパネリストの控室は校長室とする。 

 ○ 校長室前の駐車場を講師の駐車場として利用する。 

















富島中学校２年生 

パネルディスカッション 「働く上で大切なこと」 進行案 

                                2014.11.7（文責：水永） 

 

・日時   ２０１４年１１月７日（金） 13 時 55 分～15 時 45 分（110 分） 

・対象   富島中学校２年生（５クラス） １７０名 

・パネラー  松木稔太 （２年５組、生徒会会長） 

       佐藤颯太 （２年３組、生徒会副会長） 

       西森愛花 （２年２組、生徒会副会長） 

       渡邊祥吾 （富島中学校教師、2014 年入職、音楽科） 

       税田和久 （株式会社グローバル・クリーン 代表取締役） 

       柏田佳代子（日向市社会福祉協議会 日知屋児童センター） 

       佐藤弥生 （富島中学校 保護者代表） 

 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 水永正憲  （日向市キャリア教育支援センター長） 

 

 

 

 

１３時５５分 

 ＊先生から開会にあたっての説明と挨拶                   ＜５分＞ 

 

１．導 入   （水永）                         ＜３分＞ 

 ○いよいよ「職場体験」も、あと１１日後になりました。 

  これまで９月はじめから２ケ月にわたって「学級活動」と「総合的な学習の時間」で将来の

進路や、なぜ働くのかとか、世の中にはどんな仕事があるのか、さらに自分の適性は何だろ

う・・・といった勉強をしてきましたね。 

  そして、先週金曜日には「よのなか教室」で、皆さんそれぞれ３人の大人から「働く」とは

どういうことか、といった生の話を聞きましたね。面白かったですか？ 

 皆さんそれぞれに様々な感想や印象を受けていることと思います。 

   今日は、皆さんの代表として生徒会役員の３人の仲間と、大人４人でパナルディスカッシ

ョンを行いたいと思います。 

  世の中には、いろんな考え方や生き方をしている大人がいます。仕事の内容も、仕事に取り

組む考え方も、苦労や楽しみも、いろんな大人がいるんです。 

  今日は、皆さんを代表して意見を述べてもらう３人の仲間の意見や質問をもとにしながら、

大人の皆さんからたくさんのお話しをしてもらおうと思います。 

  中学２年というこの時期に、将来のことを一生懸命に考えて、悩んでみる、ということはと

ても貴重で大事なことです。皆さん、大いに考えて悩んでみて下さい。 

  疑問に思ったり分からないことがあったりしたら、それは成長している証拠です。 

  是非、先生や親や友達に聞いたり、本を読んだりして下さい。 

そのことは将来必ずあなたのためになります！ 

 

 

 



２．アンケートの結果紹介                     ＜合計 １５分＞ 

 ○それでは先ず最初に皆さんに書いてもらった「事前アンケート」の「職業を選ぶ場合に何を

重視しますか」という質問に対する皆さんの意見を先生から紹介してもらいたいと思います。 

 ●先生から紹介いただく。                        ＜１０分＞ 

 ●これをお聞きになってどんな感想をお持ちになりましたか？（簡単に答えていただく） 

   ・税田さんからお願いします。 

    （先週の「よのなか教室」で税田さんのお話しを聞いた人、手を挙げてもらう） 

   ・柏田さんからお願いします。 

    （先週の「よのなか教室」で柏田さんのお話しを聞いた人、手を挙げてもらう） 

   ・佐藤さんからお願いします。 

   ・渡辺さんからお願いします。                    ＜５分＞ 

 

 

３．仕事を選ぶうえで大切に考えることについて      ＜合計 ３２分＞ 

 ○それでは、生徒を代表して３人の皆さんから、アンケートの１番「自分が職業を選ぶ場合、

何を重視しますか、そしてその理由」と、アンケートの２番「働く上で大切だと思うこと、

大切にしていきたいこと」について話してもらいます。 

 ●先ず、佐藤君からお願いします。（佐藤くんから） 

 ○自分の夢について、小学校の時から工作やモノづくりが好きだったこと・・・などについて

質問して、少し詳しく話してもらう。 

 ●次に、西森さんからお願いします。（西森さんから） 

 ○これまで「やりがい」を強く感じたこと、料理をすることが好きだということ・・・などに

ついて質問して、少し詳しく話してもらう。 

 ●最後になりましたが、松木君からお願いします。（松木くんから） 

 ○いろいろな考え方があるので今は迷っていること、でも目的を持っていくべきだと思ってい

ること・・・などについて質問して、少し詳しく話してもらう。 ＜３分×３人=９分＞ 

 

 ○それではここで、実際に今働いておられる大人の皆さんに、今生徒の皆さんから出された意

見も踏まえながら、今どんなお仕事をされているのかといった自己紹介と、ご自身が「働く

上で大切にしておられること」についてお話しいただきたいと思います。 

 ●先ず、渡辺さんからお願いします。 ＜５分＞ 

 ●次に、佐藤さんからお願いします。 ＜５分＞ 

 ●次に、柏田さんからお願いします。 ＜５分＞ 

 ●次に、税田さんからお願いします。 ＜５分＞ 

 

 ○以上の大人の方々の話を聞いて、今まで考えていた自分の考えを変えないといけないと思っ

たか、あるいは自分の考えに自信を持ったと考えたか、率直な感想を聞かせて下さい。 

 ●西森さんお願いします。 

 ●松木くんお願いします。 

 ●佐藤くんお願いします。     ＜１分×３人＝３分＞ 

 

 ○それではここで前半の部分を終了したいと思います。 

  これから、１０分間の休憩とします。 

 



１４時５０分   休憩（１０分） 

 

１５時００分 

 

４．夢を叶えるために、中学生の今大切にしなければいけないことについて   

＜合計 ２７分＞ 

 ○それでは後半のパネルディスカッションに入りたいと思います。 

  アンケートの３番に書いてもらいました「将来自分の夢・目標を叶えるために、現在の生活

で大切にしなければならないと思うこと」について、先ず生徒の皆さんから話してもらいた

いと思います。 

 ●先ず、松木くんからお願いします。 

 ○職業のことを考えるだけでなく、今は広く「勉強」することが大事、スポーツメーカーの経

営を起業したいという夢・・・などについて質問して、少し詳しく話してもらう。 

 ●次に、西森さんからお願いします。 

 ○あたりまえのことをしっかりやる、コツコツとやっていく、お母さんに教えてもらったこ

と・・・などについて質問して、少し詳しく話してもらう。 

 ●次に、佐藤くんからお願いします。 

 ○あきらめないこと、ピアノの練習をやめたかったが頑張ってやり通してコンクールで入賞し

たこと・・・などについて質問して、少し詳しく話してもらう。 

＜３分×３人＝１０分＞ 

 

 ○それでは、ここで社会人の皆さんにご自身が中学生だった頃に、将来の夢や目標などについ

てどんなことを考えておられたか、そしてその実現に向けてどんなことを心がけておられた

かということを、思い出していただいてお話しいただきたいと思います。 

 ●先ず、一番若い渡辺さんからお願いします。  ＜３分＞ 

 ●次に、佐藤さんからお願いします。      ＜３分＞ 

 ●次に、柏田さんからお願いします。      ＜３分＞ 

 ●次に、税田さんからお願いします。      ＜３分＞ 

 

 ○ここで、会場の生徒の皆さんに、社会人の大人の方々に何か聞いてみたいという質問などが

ありましたら、出していただきたいと思います。 

  質問があれば、どなたかに答えていただく。 

特になければ、まとめをする。 

    

○今日は、「働く上で大切なこと」というテーマで実際に働いておられる大人の方々にたくさん

のお話しをしていただきました。この２ケ月間に勉強してきたことや、先週の「よのなか教

室」で聞いた話などとあわせて、自分自身の考えを深める機会になったでしょうか。 

   いろいろな経験や考え方を持つ大人の人たちの話の中で、今の仕事を 

  「自分でしっかり考えて、様々に工夫して取り組んでいる」とか 

  「先ずは今の仕事に一生懸命に取り組んでみる」 

  といった話があったかと思います。「工夫する」「一生懸命」という言葉を是非覚えておいて

欲しいと思います。 

  今日の機会が「働く」ということを深く考えるためのキッカケになるといいなと思います。 

                                   ＜５分＞ 

 

 



５．職場体験を迎えるにあたって不安に思うことについて    ＜合計１０分＞ 

 ○いよいよ職場体験まであと１１日となりましたが、この職場体験を迎えるにあたってどんな

不安を皆さんが持っているのか、アンケートで答えてもらいました。 

  その結果を、簡単に先生から紹介してもらいたいと思います。 

 ●先生から紹介いただく。        ＜２分＞ 

 

 ○結構多くの生徒の皆さんたちが不安を持っているようです。 

  皆さんを迎え入れる職場の立場から、どんな体験をしてもらおうと考えておられるのか、ど

んな姿勢で来てもらったらいいのか・・・といったお話しをしていただき、皆さんの不安を

少しでも取り除いてもらえればと思います。 

 ●それでは、税田さんからお願いします。 ＜５分＞ 

 ●次に、柏田さんからお願いします。   ＜３分＞ 

  

 ○皆さん、少しは不安が取り除けたでしょうか。 

  ２日間という短い期間ですが、実際に大人が働いている現場を体験するということは、とて

も貴重な経験になると思います。 

  しっかり準備をして、多くのことを学んできて欲しいと思います。 

 

 

６．校長先生からのコメント                   ＜５分＞ 

 ●それでは最後に、校長先生から、これまでのパネルディスカッションを聞いて感じられたこ

とや、生徒の皆さんへのメッセージをお話しいただきたいと思います。 

 

 ○それでは、以上で「働く上で大切なこと」というテーマでのパナルディスカッションを終了

したいと思います。パネラーの皆さん、長時間にわたりましてご協力ありがとうございまし

た。 

 

 

 ＊先生から閉会にあたっての説明と挨拶                 ＜３分＞ 

 

１５時４５分  終了 

 

 

以  上 


