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宮城県経済商工観光部雇用対策課



25人のプロに聞く中学生のための仕事と自分探しハンドブック

しごと発見ノート

この『しごと発見ノート』には、たくさんの仕事と、県内はもちろん

全国各地、そして海外で活躍しているみなさんの先輩たちが出てきます。

このノートを読んで自分の将来の夢や興味・関心のある仕事について考えてみませんか。

さあ、自分の未来の１ページ目を開いてみてください！
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プロ野球選手

今
こ ん の

野　龍
りゅうた

太 さん

宮城県大崎市生まれ。小学校2年生から野球を始める。大
崎市立岩出山中学校を卒業後、宮城県岩出山高等学校
に入学、硬式野球部に所属する。３年生の夏の県大会で
ノーヒットノーランを達成。2013年ドラフト会議にて9巡目で
指名、2014年東北楽天ゴールデンイーグルスへ。
勤務地／仙台市（及び全国各地）

プロフィール

体の一部でもあるグローブ。毎日使っていると１年もちませ
ん。デザインは製作の方にお任せしています。

好きな言葉は「努力」ー努力を重ねた先に
必ず良い結果があると信じています

試合でファンの皆さんから声援を送ってもらえることが一番のやりがいです
ⒸRakuten Eagles

プロ野球というスポーツを通じて、日本中の皆さんを笑顔にし、勇気づけることが仕事だと
思っています。試合ではファンの方々から声援を送ってもらえることが嬉しくて、そのおかげ
でさらに頑張るぞという気持ちになります。練習は毎日４〜５時間行います。練習をしない日
はありません。皆さんに良いプレーを見せるためにも、日々の練習が重要です。

高校の野球部は部員数がぎりぎりで、先輩が引退すると試合に出られない時期もありまし
た。そんな時は、顧問の先生の指導で走り込みや綱登りなどで体作りに集中しました。その
結果、３年夏の大会でスカウトの目に留まるような成績を残すことができ、そしてドラフトで
指名をもらえた時は本当に嬉しかったです。迷うこと無くプロ野球選手になることを決意しま
した。

入団直後は今までと違う世界に行くようで、正直不安もありました。しかし、野球だけに集
中できる環境で練習を積み重ね、そして試合に登板すると、ボールのスピードなどの技術力
がどんどん上がっていくことを実感します。自分の変化にびっくりすることもありますが、努力
した先には必ず結果があります。目標である田中将大選手を目指して、さらに飛躍したいで
す。

中学では軟式野球部に所属しました。仲間達と野球や学校生活を楽しんだ思い出ばかり
です。生まれ育った町が好きなので、地元を離れて野球強豪校へ進学することは考えず、
地元の高校で野球を続け、そして１年生から試合に出ることを目標にしていました。応援し
てくれる家族や先生がいた事が心強かったです。学校の成績は体育以外はあまりよくあり
ませんでした（笑）。
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どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？
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奥
おくぐち

口　文
ふ み ゆ

結 さん

石川県生まれ。仙台市立第二中学校、宮城県宮城第一女
子高等学校（現：宮城県宮城第一高等学校）を経て、宮城
大学事業構想学部事業計画学科へ進学。2013年にエフ
エム放送局へ入社、アナウンス業務と番組制作に携わる。
２０１４年7月からレギュラー番組のパーソナリティを担当。
勤務地／宮城県仙台市

プロフィール

手帳、ボイスレコーダー、ヘッドフォン。時間との勝負でもある
アナウンスの仕事にストップウォッチは欠かせません。

パーソナリティはリスナーを楽しませる仕事
そのための努力を惜しまないことが大切です

ラジオ局のスタジオにて。マイクを通して色々な方とつながります。

番組アナウンス、ニュース、ナレーションやイベントの司会などの「声」に関わる仕事の他、
番組企画や構成作り、情報収集や選曲など、番組制作も担当しています。取材や番組で
インタビューする時は事前の勉強は必須ですが、様々な業種の方とお会いできるのは楽し
く、制作段階から関わることで、自分が見て聞いて感じたことを、自分の視点で伝えることが
できています。

大学時代にコミュニティFM放送局で学生番組のパーソナリティをしていたこともあり、地
元で情報発信をする仕事をしたいとラジオ局を選びました。入社後にアナウンス業務を担
当することが決まり、やってみたい仕事の一つの夢が叶いました。アナウンススクールで訓
練をしたことが無く不安もありましたが、話し方の基礎技術は、入社後に会社の先輩に指
導を受けました。

自分が発信した情報や言葉が何万人にも届く仕事なので、責任の重さを感じます。しかし
「こんなことができたら楽しいだろうな」とみんなのアイディアや自分が好きなことを形にす
るためにチャレンジする気持ちを持ち続け、様々な経験を積んで知識を豊富にすれば、聴く
人にとってより有意義な情報を届けることができるパーソナリティになれると思っています。

吹奏楽部に所属して毎日部活動に明け暮れていました。楽器の演奏活動は高校・大学で
も続けました。中学生の頃からチームで何かを作り上げていくことが好きなので、文化祭や
合唱コンクールなどのイベント運営には積極的に関わっていました。今でも誰かと一緒に
何かを成し遂げたときの達成感は格別です。得意な科目は、音楽や美術、図工でした。

どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？

ラジオパーソナリティ2

しごと発見ノート02



フォトグラファー（商業）

嵯
さ が

峨　倫
みちひろ

寛 さん

宮城県石巻市生まれ。石巻市立門脇中学校、宮城県石巻
高等学校を経て、東北学院大学工学部機械工学科に入
学、写真部に所属する。大学卒業後に学校アルバムを制作
する会社でカメラマンとして約１０年間勤務した後に独立し、
フリーランスのフォトグラファーとなる。
勤務地／主に仙台市

プロフィール

カメラと広角・標準・望遠レンズの基本のセットに、露出計とス
トロボ。重い機材を使いこなす体力も必須です。

１枚の写真から様々な想像が広がっていく
試行錯誤しながら良いものを作っていきます

いつでもカメラを持ち歩き、感じるものがある光景を切り取ります

広告媒体や雑誌、結婚式など、様々な場面で写真撮影を行います。商品撮影からスナッ
プ写真まで、撮影する内容もいろいろです。撮影した写真はレタッチと呼ばれる加工・修正
を行った上でお客様に納品します。写真撮影だけで成り立つ仕事はむしろ少なく、デザイ
ナーや編集者など多くの人と連携することが多いので、チームでものを創り上げる喜びも
実感できる仕事です。

もともと学生の時に趣味で写真を撮っていました。写真にのめりこんでいくうちに、フォトグ
ラファーとして生きて行こうと考えるようになりました。写真が好きで、好きなことを仕事にし
たいから、この職業に就きました。良いと思える写真やお客様の要求を超える写真が撮れ
た時の満足感が、仕事としてのやりがいです。好きな言葉は「シンプル」と「覚悟」です。

人と接することが多い仕事なので、写真の技術力に加えてコミュニケーション力も大切な
要素です。お客様の要求を理解し、それらを満たした上でさらなる提案ができないかを考え、
納得してもらえるためにきちんとした言葉で伝えることを意識しています。フォトグラファーと
して『「嵯峨倫寛」といえばこの作品』と言われるような代表作を確立することが目標の１
つです。

機械の仕組みに興味を持っていたので、将来は工業系の技術者になる夢をもって勉強し
ていました。当時は写真を仕事にするなど想像もしていませんでした。読書や映画鑑賞が
好きだったので、何かを「表現する」ことには関心があったと思います。また、毎日サッカーに
没頭するサッカー少年でした。今も宮城県フットサルリーグ２部に所属するチームで活動し
ています。
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どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？
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上
う え だ

田　亜
あ き

樹 さん

宮城県仙台市生まれ。仙台市立郡山中学校、宮城県仙台
東高等学校を経て、仙台大学体育学部に入学。大学在学
中に東北ゴールデンエンジェルスメンバーのオーディションに
合格、大学とチアリーダーの両立生活をスタート。卒業後も
継続し、２０１4年で10年目となる。
勤務地／東北地方を中心に活動

プロフィール

ゴールドカラーのポンポンは雨の日も風の日も必需品です。
キラキラ輝くように揺らしながらパフォーマンスをします。

チアリーダーは応援の発信源！
たくさんの笑顔と勝利を届ける架け橋に

どんな試合展開でも大きな声で、そして笑顔で応援することを心がけています

ホーム公式戦にて、ステージやフィールド・客席でのパフォーマンスを通してファンの皆さん
と楽天イーグルスを応援し、夢や感動を創ることがお仕事です。他にも、ラジオやテレビで
の楽天イーグルスのPR活動、地域イベントや清掃活動等を通じた地域社会貢献、チア
リーディングスクールでのインストラクターなど、多くの人にたくさんの笑顔を届ける活動をし
ています。

踊ることが大好きでダンスを仕事にしたい気持ちがあり、迷わずオーディションに応募しまし
た。最初は広いフィールドで踊れる喜びが大きかったのですが、ただ踊るだけではなくお客
様へ「笑顔と元気」を届けることの楽しさや難しさを感じ、この仕事に引き込まれました。東
日本大震災が起きてからは、東北を元気にしたい！という気持ちも活動の原動力になって
います。

「笑顔」が大切なチアですが、始めた頃は笑顔で踊ることがとても難しかったです。対戦相
手にリードされている時は、どう応援したらよいのか悩むこともあります。踊ることが好きだと
いうだけではできない仕事ですが、仲間と一つのパフォーマンスを作り上げる楽しさ、お客
様との一体感は格別。そのために「お客様に『笑顔と元気』を届けるには？」を常に考えて
います。

姉の影響で小学生から始めたモダンバレエを中学でも続けていました。バレエは踊ること
が好きになった原点です。走ることも好きだったので陸上部に所属していました。平日は部
活、週末は部活とバレエ、走って踊っての毎日でした。練習が休みの日は、友達と自転車で
遠くに出掛けたり、プールへ行ったり、いつも外出して家にはあまりいなかったように思いま
す（笑）。

どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？

チアリーダー4

ⒸRakuten Eagles
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市役所職員

髙
たかはし

橋　聡
さとし

 さん

宮城県仙台市生まれ。岩沼市立岩沼北中学校、宮城県
仙台南高等学校を経て、東北工業大学工学部電子工学科

（現：知能エレクトロニクス学科）を卒業。民間会社に就職し
た後、2011年に仙台市役所へ入庁。現在、健康福祉局社
会課に勤務している。
勤務地／仙台市青葉区

プロフィール

たくさんの書類を作成してファイリングするので、定規やテー
プのりなどの文房具一式、そしてパソコンが必須です。

障害を抱えて改めて考えた仕事をする意味
市民の皆さんが安心して暮らせるお手伝いを

適切な処理が要求される業務なので、ミスのないよう一つ一つ確認します

現在は健康福祉局社会課に所属し、該当する市民の方に国からの給付金を支給する業
務を行っています。お金に関わることなので、ミスのない適切な処理が求められる仕事で
す。細かなところにも確認を怠らないように常に注意しています。法律や会計の基礎など、
幅広い知識が必要となるため、謙虚に学ぶ姿勢を大事にしながら仕事に取り組んでいま
す。

民間会社にいた頃、仕事中の事故で利き手に障害が残りました。将来に不安を抱えなが
ら障害の手続きをする中で、役所の方にはいろいろなことを教えて頂き、不安が和らいだこ
とを覚えています。機能回復の為にリハビリに専念し、回復の証として目標にした資格も取
得できました。私と同じ境遇の方の為に何かできることがあるはずと考え、職員採用試験を
受験しました。

入庁して４年、まだまだ知識が足りないことを痛感する場面が多くありますが、上司や同僚
の皆さんに支えられながら、チームの一員として忙しくも楽しく仕事をしています。障害を抱
えてから、仕事をすることの意味や目的を改めて考え直しました。障害を背負う方だけではな
く、すべての市民の皆さんが安心して前向きに暮らしていけるよう、お手伝いをしていきたい
です。

私にとっての「思春期の多感な時期」がこの頃だったと思います。部活や恋に一生懸命な
中学生でした。ファッションにも興味を持ち、モテようとしていましたが実際はから回りが多
かったです（笑）。勉強はあまり好きではなかったです。中学時代を思い出し、学校の勉強も
含め、もっといろんな知識を蓄積しておけばよかったな、と思うことがあります。
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どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？
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櫻
さくらだ

田　京
きょうこ

子 さん

宮城県仙台市生まれ。仙台市立六郷中学校、宮城県宮城
第一女子高等学校（現：宮城県宮城第一高等学校）理数
科を卒業後、東北大学医学部医学科に進学。2014年3月
卒業、同年4月に医師免許取得。現在、山形県立中央病院
にて指導医のもと初期臨床研修を受けている。
勤務地／山形県山形市

プロフィール

診察に必須の聴診器、ペンライト、腕時計。病院内外でも通
じるPHSは、緊急時に患者さんと医師とをつなぐツール。

生物のしくみに対する興味から医学の道へ
患者さんから頼りにされる医師を目指します

小児科ナースステーションにて。医療職の皆さんとのチームワークが大切です

患者さんの話を聞いて診察をし、治療方法だけでなく、患者さんのためになることを本人や
家族、たくさんの医療職の皆さんと考えることが仕事です。私は医師になってまだ日が浅い
のですが、どんなに若くとも患者さんにとって「診察する先生」に変わりはありませんので、
医師としての自覚をもち、コミュニケーションにも気を配りながら患者さんと接しています。

自分の知らないことを突き詰めていくことが好きで、特に生物の体のしくみに興味を持って
いました。進路を考えた高校生の頃、「一番身近にあって一番知らないのは自分の体」とい
うことに気付き、医師の道を志しました。病気がちだった子供時代、かかりつけのお医者さ
んによくお世話になりました。身近にいる気さくで優しい先生は、医師の姿の原点のように
思います。

毎日の診察、夜間の緊急時の呼び出しや当直など、体力的に厳しいこともあります。休日
もほとんどありません。ですが、診察を終えて帰る時の患者さんのほっとした表情を見ること
が一番のやりがいで、この仕事を選んで良かったと心から思います。これからも日々修練を
積み、患者さんからもっと頼りにされる医師を目指し、医療を通じて社会貢献をしたいと考え
ています。

母の影響で小さい頃から卓球が身近にあり、中学でも卓球部に所属し、女子部長も努め
ました。顧問が生物の先生だったこともあり、卓球をしているよりも先生と理科の話をして
いたことが多かったことも。この頃から将来は理系の仕事をするんだ！と心に決めていまし
た。気になることは徹底的に調べないと気が済まず、熱中すると戻ってこないようなタイプ
でした。

どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？

医師6
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印刷オペレーター

井
いのうえ

上　雄
ゆうすけ

介 さん

宮城県仙台市生まれ。仙台市立蒲町中学校を卒業後、進
学した宮城県農業高等学校農業機械科を中退。７年前に
知人の紹介により現在の印刷会社に就職。一級印刷技能
士の資格を持つ。印刷機の機長として信頼は厚く、後輩育
成のための技術指導にもあたっている。
勤務地／仙台市若林区

プロフィール

印刷機や原稿となる「版」をメンテナンスする工具、インクを
扱うための手袋、仕上がりの色の濃さをはかる濃度計。

お客様の思いを紙の上に表現する仕事
品質に妥協せず常に全力で取り組んでいます

刷り上がった印刷物の品質に問題が無いかを細かくチェックします

チラシやカタログ、パンフレットの印刷をする仕事です。他にも雑誌やポスターなどの印刷を
しています。また印刷機のメンテナンスも大切な仕事です。お客様が世の中に伝えたいこ
とを紙の上で表現する仕事なので、要求された品質に仕上げることが重要です。印刷機
の機長という責任感も持ちながら、お客様の期待以上の製品づくりに全力で取り組んでい
ます。

印刷オペレーターの仕事は、機械の知識やメンテナンスの技術が必要です。加えて、重い
紙や大量のインクを扱うため、体力も必要です。機械科系の高校に行っていたので機械
整備が好きでした。また体力には自信がありました。失敗もたくさんありましたが、学ぶ姿勢
を忘れず、巨大な印刷機を自分の手足のように操るかっこいい先輩を目標にして技術を磨
いてきました。

常に良いものを仕上げなければならないので、思うようにいかないときはストレスがたまりま
す。それを乗り越え、納得できる製品ができたときは大きな達成感があります。自分が手が
けた製品を街中で見かけた時はうれしくなります。体力以外にも、頭脳、五感、センスなど、
人間の持つ様々な能力を使う仕事です。常に自分の感性を磨き仕事に活かせるよう心掛
けています。

父の影響を受け、小さい頃から車やオートバイが大好きでした。特に機械のメカニズムに興
味を持っていました。中学の時、より専門的な知識や技術を身につけたいと考え、機械が
学べる宮城県農業高等学校への進学を決めました。学校ではバドミントン部に所属してい
ましたが、部活以外ではあまり動かない、ぐうたらな性格でした。体重も今より多かったです

（笑）。
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どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？
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松
ま つ だ

田　佳
か な

奈 さん

宮城県仙台市生まれ。宮城学院中学校、宮城学院高等学
校を卒業。進学した宮城教育大学を中退後、お茶の水女子
大学理学部へ入学する。卒業後は金融機関職員から、仙
台市天文台を運営する光学機器メーカーへ転職。宇宙への
熱意をもって天文台の企画運営に取り組む。
勤務地／仙台市青葉区

プロフィール

必携の天文年鑑や手作り望遠鏡、バッジにカイロ。取外し可
能なユニフォームのポケットに小物を入れて持ち歩きます。

宇宙に関わる仕事をしたいという夢を実現
星の魅力をお客様と共有した瞬間がよろこび

口径1.3mの「ひとみ望遠鏡」。感動の瞬間を見ることが何より楽しい

展示室やプラネタリウムの企画とお客様への解説、「ひとみ望遠鏡」や移動天文車での
天体観望会、天文普及イベントの企画開催など様々です。天文に関する電話相談も担当
しています。プラネタリウム「星空の時間」の内容は解説者ごとに任されており、投映する
時期の星空や天体ショーの解説はもちろん、季節感も大切にしながら、お客様が楽しめる
企画を心がけています。

子供の頃から宇宙が好きで、地球の動きを体で感じようと、夜中に家の屋上から星の沈む
様子を眺めていました。将来は宇宙の研究をしようと決め、大学で宇宙物理学を専攻しまし
た。大学の研究や趣味のスキューバダイビングを通じて自然を体感するうち、宇宙の素晴
らしさを誰かと共有したいと思うようになり、お客様と接することができる天文台での仕事を
選びました。

天文普及イベントやプラネタリウムでは、宇宙を身近に感じてもらうため、音楽、日常の風景
など、宇宙以外のことを企画に取り入れたり、どんどん新しいことにチャレンジできる環境を
楽しんでいます。どう伝えるか悩むこともありますが、観望会で星を見たお客様の表情が明
るくなる瞬間に立ち会えることや、「ありがとう」「楽しかった」の言葉には心から喜びを感じ
ます。

友達とカラオケやプリクラで遊ぶのが楽しい普通の中学生でした。でも、授業や規則など
で納得できないことがあれば、とことん追求するこだわりがありました。頑固さがあったのか
も（笑）。学校のイベントも友達と力を合わせて取り組みましたし、勉強も遊びも目の前のこ
とには一生懸命、いつも全力投球でした。当時築いた、先生や友達との信頼関係は今で
も続いています。

どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？

天文台職員8

しごと発見ノート08



グラフィックデザイナー

高
たかやま

山　遊
ゆう

 さん

宮城県仙台市生まれ。仙台市立山田中学校、東北工業大
学高等学校（現：仙台城南高等学校）を経て、東北工業大
学工学部工業意匠学科（現：ライフデザイン学部）を卒業。
現在、商品の企画・開発、広告宣伝、デザインなどを行う会
社でデザイナー兼ディレクターを勤める。
勤務地／東京都港区

プロフィール

欠かせないコンピュータ。ノート型、デスクトップ型どちらも使
います。手帳とペン、スマホも必須の仕事道具です。

めまぐるしく変わるデザインの世界――
日常で目にするものすべてが仕事の糧です

仕事場にもデザインのインスピレーションを刺激される環境があります

主に広告のデザインに携わっています。今はWebサイトの制作が多いですが、他にも紙媒
体やデジタル広告、映像の制作なども手がけています。デザイナーは自分が好きなものを
作るのではなく、お客様が社会に伝えたい内容を整理し、ビジュアル化することが仕事で
す。お客様の様々な要望に応えられるよう、ニーズに合わせた広告が制作できることも必
要な技術です。

昔から絵や映画、映像、写真などを見ることが好きで、自分でイラストを描いたり、「何か」を
創り出すことにも熱中していました。好きなことを仕事にしたいとずっと思っていたので、デ
ザイナーになることは自然な流れでした。気力と体力で乗り切るような忙しい時期もあります
が、制作物がお客様に喜ばれ、満足のいく結果が得られると嬉しく、やりがいを感じます。

何を広告するかによって、ターゲットとなる人の性別や年代などは様々です。またデザインに
は流行があり、自分の得意な技術だけでは良い作品は生まれません。趣味や毎日の生活
で目にするもの全てがデザインを創り出す源、仕事の肥やしになります。より良い仕事がで
きるように、日常で出会った物事を仕事につなげて考え、整理することを常に心がけていま
す。

授業そっちのけでイラストをたくさん描いていました。バスケットボール部に所属していまし
たが、万年二軍選手でした（笑）。でも部活はとても楽しい思い出です。友達とスケボーした
り自転車で遠出をしたりと、あちこち遊び回っていました。本当に全然勉強をしなかった中
学時代でしたが、数学だけは好きでした。論理的に考えることが得意だったのかもしれませ
ん。
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どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？
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加
か と う

藤　瑞
み ず ほ

穂 さん

宮城県宮城郡七ヶ浜町生まれ。七ヶ浜町立七ヶ浜中学校、
仙台育英学園高等学校を卒業。中学生の頃から積極的に
英語を学び、東北学院大学文学部英文学科に入学する。
2011年に卒業、同年7月に東京に本社のある鉄道会社に
入社、駅務係として電車の安全運行に努める。
勤務地／東京都

プロフィール

車掌との意思疎通に使う合図灯や旗、ホームでのアナウン
スマイク。白手袋や帽子を身につけて気を引き締めます。

生活に欠かすことのできない鉄道だから
お客様に安全を提供することが第一です

駅改札口でお客様をご案内します。案内には鉄道の知識がたくさん必要です。

鉄道はお客様に安全を提供するのが第一の使命です。少しの間違いがお客様の命に関
わることもあります。作業ダイヤと呼ばれる作業計画に沿って、決まった時間に決まった手
順で仕事をすることが駅務係の重要な役割です。改札や窓口でのお客様対応、ホームで
のアナウンス、回送電車の車内点検、遺失物の保管や受け渡し、券売機の操作などの業
務を行っています。

私たちの生活に欠かせない鉄道。その一員になって、たくさんの人の役に立ちたいと思った
ことがきっかけです。多くの人が行き交う駅で、小さなことであってもお客様の為になれた時
にはとても嬉しい気持ちになります。鉄道の運行には様々な専門職が関わっています。各
専門職の知識や技能を習得できる社内研修を受けることでキャリアアップできるところも
魅力です。

鉄道の安全維持は、自分が想像していたよりも多くの人の力が一つになることで実現して
います。正常に運行することが一番大切なのですが、事故や天気の影響でダイヤが乱れた
り、電車が止まったりすることもあります。職場の仲間と復旧に向けて協力し、苦境を乗り
越えた時の達成感は格別で、さらにお客様からいただく感謝の言葉は何ものにも変えられ
ないものです。

友達に誘われて小学校から始めたバレーボールを部活でも続けました。結果は残せなかっ
たものの、熱中して取り組んだ３年間はとても良い思い出です。今でも切磋琢磨し合える
一生の友達を得ることができました。英語の授業が好きで、特にコミュニケーションや英語
の仕組みに興味を持って勉強していました。小さい頃から続けていた書道も継続して習っ
ていました。

どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？

駅務員10
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とび職人

加
か と う

藤　駿
しゅんいち

一 さん

宮城県仙台市生まれ。仙台市立東仙台中学校を経て、仙
台市立仙台工業高等学校建築科に入学。建築物の基礎
的な知識や技能を習得する。２００9年に卒業し、東京にある
建設会社に入社。とび職として仕事を始めて6年、現場で作
業するための資格も数多く取得している。
勤務地／東京都を中心に関東一円

プロフィール

フルハーネス型安全帯は、高所作業時に使う命綱付きのベ
ルトです。工具を取り付けると20kgになることも。

多くの人が関わる建設現場、最重要な仕事は
安全な状態をつくり維持することです

足場を組むための鉄パイプは１ｍ約3kg、10本まとめて担ぐことも

建物の構造にもよりますが、何も無い所に骨組みとなる鉄骨や、ＰＣ（コンクリートの柱や梁
を工場で製品化したもの）を現場で組み立てる作業が重要な仕事です。そして、もう１つ大
事な仕事は、現場で働く人達が安全に作業できる「足場」を作り、維持管理すること。です
から責任の重さを感じつつ、「とび職あってこその現場」との誇りをもって仕事にあたってい
ます。

住宅よりも高層建築物に関心がありました。大きな建物は長い期間多くの人に利用されま
す。また地図に残る仕事をしたいという希望もありました。とび職は建物が完成した後、足
場や仮囲いなど全てを取り除くまで現場に残ります。自分が手がけた建物の完成を見る時
の充実感は格別です。これからもたくさんの現場で仕事をしていきたいと思っています。

ちょっとしたミスが命に関わりますので、ルールは絶対守らねばなりません。そして安全を確
保するためには、言われた仕事だけをこなすのではなく、様々な場面でその先の状態を意識
し行動することが必要です。作業者同士のチームワークも求められ、誰一人として怪我無
く仕事をこなすことを皆が肝に銘じています。体が資本なので、健康と体力作りには気を付
けています。

野球が好きだったので野球部に入っていました。ポジションはキャッチャー、4番打者でし
た。2年生秋にブロック大会で準優勝したこともありました。野球ばかりで勉強はぜんぜ
ん…特に英語と国語が大の苦手でした。将来の夢について考えたことはあまり無かった
ですが、高校卒業後は建設業に就職したい希望をもっていたので、工業高校建築科を
選択しました。
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相
あいはら

原　彩
さ い か

香 さん

宮城県白石市生まれ。白石市立白石中学校、宮城県白石
女子高等学校（現：宮城県白石高等学校）を経て、東北福
祉大学健康科学部リハビリテーション学科に入学。作業療
法を専攻し、2014年に卒業する。現在、リハビリテーション
医療を提供する病院に勤務している。
勤務地／千葉県習志野市

プロフィール

関節の角度を測るゴニオメーターや、患者さんの観察指標と
なる「FIM」など。リハビリで活用されている道具です。

最も辛い時期に寄り添って治療に向き合い
希望を取り戻すための力になりたい

日常生活を取り戻すために一生懸命リハビリに向き合う姿がやりがいです

病気などで低下した身体機能の向上を目指すと共に、患者様が希望する生活を取り戻す
ためのお手伝いをしています。仕事や家事、趣味や余暇の過ごし方は皆さんそれぞれなの
で、一人ひとりの価値観や、能力にあった訓練を行います。退院して自宅に戻っても変わら
ず生活できるよう、自宅の状況に近づけた訓練を行ったり、住まい改造のアドバイスをする
こともあります。

子ども時代は病院にお世話になることが多く、辛い時に寄り添ってくれる病院スタッフへの
憧れがありました。中学で看護師の職業体験をしたことも今の仕事につながっています。
治療の第一歩は患者様との信頼関係を築くことですが、初対面ですぐに築けるものではあ
りません。まずは患者様と向き合ってじっくり話を聞き、一緒に考える姿勢を大切にしていま
す。

命をあずかる重要な仕事です。医師、看護師、リハビリを行う理学療法士や言語療法士な
ど、専門職の皆さんとチームを組み、限られた時間の中で機能回復を目指して、責任をもっ
て治療にあたります。患者様が希望に向ってリハビリをする姿は素晴らしく、仕事の大きな
やりがいになっています。元気になって退院する姿を見送るとき、私の仕事の意味を改め
て実感します。

部活動に熱中した３年間でした。吹奏楽部に所属して担当はサックス、毎日練習漬けの
日々です。市の音楽会や演奏会への参加、文化祭や体育祭などの学校行事ではいつも
熱が入ってました。友達と一つのことに打ち込むことが好きで、夜遅くまで練習や準備に励
んでいました。各パートと曲合わせをするときの壮大さは格別でした。あの高揚感は今でも
忘れられません。

どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？

作業療法士12
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ゲームプログラマ

松
ま つ た

田　一
かずひろ

裕 さん

宮城県仙台市生まれ。仙台市立南小泉中学校、宮城県仙
台第一高等学校から、東北大学工学部、東北大学大学院
情報科学研究科へ進学。デジタルコンテンツを効率的に制
作するためのオーサリングシステムを研究。大学院修了後、
ゲーム開発会社にプログラマとして就職。
勤務地／東京都大田区

プロフィール

長年使い続けているキーボードとトラックボール。関数電卓と
ストップウォッチでプログラムの動きを検証します。

子供の頃から好きなコンピュータへの関心
その情熱と挑戦心を今も持ち続けています

楽しいゲームを届けるため、どんな時でも仕事を楽しむ気持ちを忘れません

プログラマとして、家庭用ゲーム機のゲームソフトの設計やプログラミングを行っています。
設計にはアイデアをどう実現するかを考えたり、出来上がりを想像する力が求められます。
また、最近のゲームはデータ量が多く、仕組みも複雑化しているので、制作に関わる多くの
スタッフが効率よく開発に取り組めるよう、業務をサポートする技術ディレクターも担ってい
ます。

子供の頃、父のコンピュータで、ゲームをして遊んだりプログラムを創っていました。プログラ
ムへの関心は中学生・高校生になっても消えることなく、さらに情報科学や理論を深く勉強
したいと大学に進学し、将来は「思う存分プログラムを創りたい」「好きなゲームの制作に
関わりたい」という両方の思いを実現しようと、迷うことなくゲームプログラマの仕事を選び
ました。

開発段階ではプログラムの不具合を修正する作業に苦しむこともありますが、それを乗り越
えてソフトがお客様に届いた時の達成感は素晴らしく、ゲームを創る楽しさは想像以上でし
た。最先端のコンピュータ技術に接する環境にいるので、挑戦したいことは尽きません。後
輩にゲーム開発やプログラムのノウハウを伝えていくことも、これからの仕事として取り組み
たいです。

小学生の頃から習っていた剣道部に所属しましたが、部活後は、友人とゲーム対決をした
りプログラミングをしたりと、コンピュータの前に座る時間が多かったです。父の影響で、は
んだごてなどを使ってラジオを自作することもありました。プログラムだけではなく、ものづくり
を楽しむ経験を積んでいたように思います。理屈っぽく口うるさいと思われていたかもしれま
せん。
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佐
さ さ き

々木　るみ さん

宮城県古川市（現大崎市）生まれ。宮城学院中学校、仙台
育英学園高等学校を経て明治大学に進学。卒業後は、テレ
ビ関連会社、不動産会社の営業を経て、大手のブライダル
会社に就職。都内の結婚式場で、ウェディングプランナーと
して勤務している。
勤務地／東京都渋谷区

プロフィール

愛用の手帳とお客様のご要望をお伺いするヒアリングシート。
インカム（無線機）と白手袋は結婚式当日の必需品です。

ウェディングプランナーとして
お客様の人生が輝く一日をお手伝いします

すべての参加者の心がひとつになるような結婚式を心がけています

これから結婚をされる方の見学のご案内、その後の結婚式の打合せ、当日の立会いまでを
担当しています。短い方で約半年、長い方で1年以上前からお付き合いをさせていただきま
す。お客様との会話の中からニーズをくみ取り、様々なご提案をしています。お二人にとっ
て大切な結婚式を安心して迎えていただけるように、きめ細やかなケアを心がけています。

結婚式という、人生の中でもっとも輝ける瞬間に立ち会いたいと思ったのがきっかけです。
以前はテレビの仕事や、営業をしていました。27歳を迎えたときに、一生できる仕事につい
て考え始めました。母親がウェディングプランナーをしていたこともあり、子供の頃から結婚
式場に出入りしており、自然にブライダルの仕事に興味を持ちました。

結婚式は、ご新郎ご新婦様はもちろん、親御様やゲストの皆様の一生の想い出に残りま
す。いい意味で緊張感があり、立ち会わせていただくたびにいつも身の引き締まる思いがし
ます。お客様に「本当に結婚式をやってよかったです」と感謝していただけたときは、幸せな
気持ちでいっぱいになります。お客様の求める結婚式をこれからもお手伝いしていきたいと
思っています。

中学校が少し自宅から離れていたために、寮に入り、学校に通っていました。寮での上下
関係が厳しかったため、大変なことも多かったのですが、同級生との絆はとても深いものに
なりました。生徒会に入って活動をしたり、勉強を頑張ったりと、目の前のことにがむしゃらで
した。部活動は美術部に所属して、静物画（油絵）を描いていました。とても濃い3年間で
した。

どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？

ウェディングプランナー14
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郵便局員（配達）

伊
い と う

藤　千
ち か

佳 さん

宮城県登米郡中田町（現：登米市）生まれ。中田町立中田
中学校、宮城県佐沼高等学校を卒業後、北海道教育大学
函館校人間地域科学課程環境科学専攻へ入学。2010年
に日本郵便株式会社に入社。福島中央郵便局第一集配
営業部へ配属、外務社員として配達業務に携わる。 
勤務地／福島県福島市

プロフィール

バイクの前に集配用カバン、後ろにキャリーボックスを備え、
郵便物を入れた総重量は約１００ｋｇにもなります。

どんなに大変な日でも本気で仕事をやる！
地域の方に愛される配達員No.1目指して

人との触れ合いがとても楽しくて、いつもお客様から元気をいただいています

どんなに天気が悪い日でも、どんな場所であっても、当たり前のように届く郵便。そんなお客
様が差し出した郵便を正確にお届けする責任とやりがいのある仕事です。配達で出会う人
の数だけ笑顔や感謝があり、毎日その気持ちに触れることができる職業はそうはないと思い
ます。お客様に「ありがとう」「頑張ってるね」と声を掛けてもらえて、とても励みになっていま
す。

就職活動は「氷河期」と言われる時期で目標を見失っていました。本当にやりたい仕事は
何なのかを改めて問い直し、人と関わることが好きなので、「人と触れ合い喜んでもらえる
仕事がしたい！」と考え、また毎日会う親切な配達員を思い出したことが選択のきっかけで
す。配達は１人ではなく班で運営するので、局内でもお互い感謝の気持ちを忘れないよう
心がけています。

とても大変です。特に雨や雪の日はきついです。辛くてどうしようもない時、父に「辞めたい」
と相談したら『本気で仕事をしていない！』と一喝されました。また、落ち込んだ時は不思議
と誰かが優しく手を差し伸べてくれます。辛い時は父の言葉を思い出し、そして仲間の気持
ちに触れ、「私の仕事は笑顔を届けること」と気持ちを切り替えて配達に向います。

誰かに頼られると応えずにはいられない性格で、文化祭実行委員や英語の弁論大会への
参加など、頼まれると何でも引き受けました。失敗しても気持ちを切り替えるのが得意で、い
つでも前向きにチャレンジしていました。ソフトボール部ではピッチャーをしていました。チー
ムの期待に応えようといつも張り切っていましたね。数学や理科の問題に没頭する時間も
好きでした。
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電気技術者

大
おおうち

内　淳
じゅんいち

一 さん

宮城県栗原市生まれ。鶯沢町立鶯沢中学校（現：栗原市立
栗駒中学校）、宮城県鶯沢工業高等学校（現：宮城県岩ヶ
崎高等学校）電子科を卒業後、古くから地元に根ざす金属
リサイクル事業を行う会社に就職、電気設備管理を担当し
ている。電気主任技術者の資格を目指し勉強中。
勤務地／栗原市

プロフィール

電気設備の管理に欠かすことのできない測定器やテスター
類。自分専用ヘルメットは電気火花から顔を守るガード付き。

設備の安全確保は地道な作業の積み重ね
電気が流れる場所は全て知り尽くしています

電気に興味を持つきっかけとなった発電所。責任をもって管理しています

社内３か所の水力発電所で発電した電気を使い鉛のリサイクル設備を動かしています。生
産コストを低減するために最大限の発電を行って、電気設備を正常に維持管理することが
主な仕事です。また新しい設備を導入する工事計画も大切な仕事で、今は環境対策関連
の設備の設置計画に携わっています。設備を使う人達の意見を十分に聞いて計画に反
映するよう心がけています。

中学生の時、生まれ育った地元企業を見学した時に発電所設備に興味を持ったことが
きっかけです。高校では電子科に進学して電気技術者を目指しました。会社の電気設備
が正常に動かなければ事業がまわりませんので大きな責任を感じますが、やりがいのある
仕事です。先輩方から技術を学びながら、今後1人でも仕事がこなせるよう、「電気主任技
術者」を目指しています。

事業を安全に運営する為、毎日の地道な点検作業は欠かせない、重要な仕事だと実感し
ています。会社内の電気の流れ全部を理解する必要があるので、好奇心をもって取り組ん
でいます。実作業においては、工事や修理が上手くいった時の喜びはとても大きいもので
す。失敗があっても、設備を使う人達のことを考えると「次の作業に活かすぞ」という気持ち
が湧いてきます。

野球部に所属して、毎日部活動に明け暮れました。昼休みになると食事そっちのけでクラ
スメイトと体育館で遊び、先生によく怒られていました。体を動かすことは好きでした。学校
の勉強はどちらかと言うと嫌いなほうでしたが、理科や文章を書くことが得意で、読書も好き
でしたね。今の仕事に必要な数学をもっと勉強しておけばよかったな、と思うことが時々あり
ます。
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航空自衛官

塚
つ か だ

田　由
ゆ い

衣 さん

宮城県仙台市生まれ。仙台市立中山中学校、東北工業大
学高等学校（現：仙台城南高等学校）を経て、東北工業大
学工学部デザイン工学科（現：ライフデザイン学部）を卒業す
る。2013年自衛隊に入隊。現在、百里基地を母基地とする
偵察航空隊偵察整備隊に所属する。
勤務地／茨城県小美玉市

プロフィール

毎日決まった点検で使う基本セットの工具、イヤーマフ、道具
を入れるベルトなど。他にもたくさんの道具を使います。

人の命と国と大好きな空を守ることが仕事
粘り強さを忘れずに日夜訓練に励んでいます

航空機のコックピットも仕事場。整備した航空機が飛び立つ姿は格別です

航空自衛官は国を守ること、日本の防衛や災害派遣などで人の命を守ることが仕事です。
国内だけでなく世界各地で活動しています。所属する偵察航空隊は、航空機による偵察
任務や被災地の情報収集などを行う部隊で、私は航空機に搭載するカメラなどの機材の
整備点検を担当しています。１日に数回行われる飛行訓練に合わせて機材整備を行いま
す。

東日本大震災での自衛官の活躍を見たことがきっかけです。震災の年に会社員になった
ものの、地元の人達が大変な思いをしているのに何もできず、歯がゆい思いでした。「自衛
官になって人の命や国を守りたい」との気持ちが強くなり、入隊を決めました。航空自衛隊
には様々な職種があり、特技や適性を生かせる仕事に就けます。空が好きなので航空機
整備を希望しました。

決して楽しいことだけではありませんが、整備した航空機が大空へ飛び立つ時の清 し々さ、
戻った時の安心感は、仕事のやりがいにつながっています。力仕事が多いのですが、「性
別」はできない理由にはなりません。最初は手伝ってもらっていても、体力をつけたり、コツ
を覚えたりしながら1人でもできるようになった時には、達成感や自分の成長を感じることが
できます。

陸上部に所属して、厳しい顧問の先生のもとで日々練習を積み重ねました。１年生の頃は
足が遅かったのですが、３年生ではリレーで全国大会に出場でき、諦めずに練習を続けた
成果を実感しました。粘り強く取り組んだ経験は、今の仕事でも生かせていると思います。
またイラストを描くことも好きで、学級新聞作りを担当していました。イラスト描きは今も趣味
で続けています。
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レストランマネージャー

佐
さ さ き

々木　大
だい

 さん

宮城県仙台市生まれ。仙台市立第二中学校を卒業後、仙
台育英学園高等学校へ入学。飲食店を経営することを目
指して高校を中退し、仙台市内のホテルレストランへ就職す
る。現在のフードサービス会社に転職して７年。マネージャー
に昇格し、活躍の場をさらに広げている。
勤務地／東京都墨田区

プロフィール

お客様の注文内容をキッチンに素早く伝えるハンディターミ
ナルとメニュー表。メニューは季節ごとに変わります。

いつか仙台で自分の店をひらく夢を抱いて
仕事を楽しみながら経営を勉強しています

お客様やスタッフ、お店を訪れるたくさんの人との出会いが楽しい職場です

調理や接客を通してお客様に満足いただくことが仕事です。「ごちそうさま」「美味しかっ
た」など、お客様から暖かい言葉を頂くときはとても嬉しいです。そのためには、美味しい料
理を提供するのはもちろんですが、店内をいつも清潔に維持することや、スタッフの教育も
大切な仕事です。売上管理や食材の確保、人員配置などの店舗運営に関する全てを任さ
れています。

飲食店の経営ノウハウを学びたかったからです。父と祖父が、仙台市内で屋台を営んでい
ました。自分にとって、飲食店の経営は小さな頃から身近なことでした。その店はもうありま
せんが、「屋号」は大切に残していて、いつかその屋号を使ってお店を開きたいと思ってい
ます。仲間が気軽に集まり、食事をしながら語り合えるようなお店をつくりたいです。

店舗運営の面ではプレッシャーもありますが、「食」を通じたお客様との交流はとても楽しい
ものです。自分が面接・採用したスタッフが、きちんと仕事をこなせるようになった時の喜び
も大きいです。お客様もスタッフも、楽しく過ごせるお店をつくることもマネージャーの仕事。
好きな言葉である「ありがとう」をたくさんの方から頂けるように努めたいと思います。

公園でバスケットボールをしたり、カラオケに行ったりと、友達と遊んでばかりの中学生でし
た。中学の思い出と言えば東京への修学旅行。東京で仕事をするとは当時、考えもしてい
ませんでした。現在勤務する店は観光地の真ん中にあり、いろんな国の方が訪れます。東
京オリンピックも開催されますし、英語をもっと勉強しておけばよかったな、と思うこともあり
ます。
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巫
み こ

女

日
ひ の

野　美
み さ き

咲 さん

宮城県仙台市生まれ。仙台市立長町中学校、聖ウルスラ
学院英智高等学校を卒業と同時に仙台藩作法許状を取
得。その後国宝大崎八幡宮に巫女として就職し、庶務課に
所属中。勤続8年目を迎え一般事務や教育指導、広報など
幅広く業務を担当している。
勤務地／仙台市青葉区

プロフィール

雅楽では篳篥（ひちりき）という笛を担当。事務作業に必須
のボールペンや印鑑、そして毛筆は宛名書きに使います。

八幡様がいるから、今の自分がいる
参拝客の感謝の言葉に嬉しさを感じます

お守りの頒布※１も行います。参拝客とのコミュニケーションを心がけてます

朝神社に来てまず行うのは、装束（しょうぞく）に着替えて社殿で朝拝（朝のお参り）をす
ることです。祭典時に社殿で執り行う巫女舞や雅楽演奏は経験が無かったので、職員や
プロの演奏家に教わっています。他に参拝客の対応、境内の軽作業、職員のスケジュー
ル・装束などの物品管理、電話対応や簡単な会計などの一般事務、広報や教育指導など
様々な仕事をしています。

高校生の時に求人票を見て興味が湧きました。就職試験前に神社を訪れたのですが、華
麗な社殿を見てますますここで働きたいという思いが強くなりました。社殿での朝拝はいつ
も身が引き締まります。奉職後、就職試験の時の面接担当者に仕事を教わりました。面接
で親身になってくれたことが印象的です。高校で学んだ仙台藩作法の礼節が、とても仕事
に役立っています。

予想以上に体力が必要な仕事だと思いました。広い境内の掃き掃除は時間がかかりま
す。祭典準備では簡単な鋪設※2も行いますので、動きやすい服装に着替えます。大変な
こともありますが、歴史ある舞や雅楽が行えるので、とても充実しています。また参拝客とお
話をした後に、「話を聞いてくれてどうもありがとう」と感謝されると、うれしい気持ちがあふれ
てきます。

吹奏楽部の活動に夢中で、コンクールに向けて合宿をしたり、土日も活動していたので部
員とはいつも一緒でした。楽器を扱うには体力が必要なので、部では練習に運動を取り入
れていました。私は体を動かすことも好きで、どちらも楽しく取り組んでいました。国語の授
業が好きでしたが、参拝客の中には外国の方もいるのでもっと英語を勉強していればよ
かったと思います。

19

どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？

しごと発見ノート 19

※１　頒布（はんぷ）　 広くゆきわたるように分かちくばること
※２　鋪設（しつらい）　設けととのえること。飾りつけること。



中学校教員

高
たかはし

橋　尚
なお

 さん

宮城県仙台市生まれ。七ヶ浜町立向洋中学校、宮城県宮
城野高等学校を経て、宮城教育大学教育学部英語教育
専攻に進む。４年生の時に宮城県教員採用試験に合格、
卒業後に南三陸町の中学校に着任する。２０１３年春より
多賀城市立第二中学校に勤務、サッカー部を担当する。
勤務地／宮城県多賀城市

プロフィール

使い易さを考えて自分で作った2週間ごとのオリジナルスケ
ジュール表です。毎週たくさんの予定で埋まっています。

生徒が明るい将来を描けるように
手本となる大人として楽しく仕事をします

深く理解してもらうために、授業の内容は工夫に工夫を重ねます。

中学校で英語を教えています。内容を深く理解してもらえるよう、先輩方の教え方も参考
にしながら授業を工夫することを心掛けています。教科指導だけではなく、部活動の指導
や進路相談、学校運営にも関わっています。生徒の成長を感じられる喜びがこの仕事の
一番のやりがいです。目の前にいる生徒達は13〜15歳、いつもたくさんのエネルギーをも
らっています。

小学校2年生から英会話を習い始め、言葉の響きがとても格好良く、楽しみながら続ける
ことができました。英語は得意というよりも好きな教科でしたね。高校生の総合学習で「将
来について考える」をテーマに課題を与えられ、興味があった「教育」について研究をしまし
た。この課題に向き合った結果が大学への進路を決め、そして教師への道とつながったと
考えています。

「英語教師は優れた英語学習者でなければならない」という言葉があります。自らも学び続
け、生徒と共に成長することが大切だと考えています。生徒にとって教師は身近な大人。
手本となるわたしたちが楽しく仕事をしていなければ、彼らは明るい将来を思い描くことなど
できるはずがありません。仕事も人生も楽しく、「大人って楽しい」ことを生徒に伝えていき
たいです。

本来はお調子者ですが、入学前に「中学は校則や上下関係が厳しい」と言われたので、目
立たないように、おとなしく過ごした３年間でした。かえって勉強や部活に注力でき、学ぶこ
との楽しさに気付きました。印象深い思い出と言えば、文化祭で友達とビートルズの Let 
it be という曲を演奏したことです。その時始めたギターは、今でも趣味で続けています。
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アパレル販売（店長）

吉
よ し だ

田　小
さ な こ

菜子 さん

宮城県柴田郡村田町生まれ。村田町立村田第一中学校、
宮城県白石女子高等学校（現：宮城県白石高等学校）を経
て、宮城大学事業構想学部事業計画科に進学する。卒業
後にアパレルブランドを展開する会社に就職、ブランドの中
では最も大きい東京都内の店舗に勤務する。
勤務地／東京都新宿区

プロフィール

私物の化粧ポーチ、ユニオンジャック柄のペンケースなど。自
身の持ち物やコーディネイトも常に意識しています。

販売とはお客様との信頼関係を築くこと
ニーズに合った提案ができることが大切です

お店のディスプレイやコーディネートの提案はスタッフに任されています

接客と商品販売、そして店長として売上や人事などの管理運営の一切を責任をもって取り
組んでいます。接客で気をつけていることは、お客様の視線や動作などの「サイン」を見逃
さないこと。日々多くのお客様が来店し、その目的も様々です。一方通行の押し付けがまし
い接客は駄目。お客様とお店の信頼関係を築くにはニーズに合う提案ができてこそ、と心
に留めています。

高校の頃からファッションに興味を持ちはじめました。制服はきちっと着ることが決められ、
工夫できるところもなかったので、私服ではたくさんおしゃれをしました。ファッション業界に
就職した先輩が活き活きと働いている姿を見て、楽しく大好きだと実感できる仕事に就き
たい思いを実現させたかったからです。自分の洋品店を経営することも叶えたい夢の１つで
す。

洋服を売るだけではなく、お客様が求めるもの以上の付加価値を提供することも重要。ま
たお店を選んでもらえる理由になるからです。難しい時もありますが、お客様が満足されて
喜ぶ姿を見ることが嬉しいです。お店を任されて2年、忙しい仕事ですが、やりたいことはた
くさんあります。来店する人やお店のスタッフ、みんなが元気になれるお店づくりに取り組ん
でいます。

活発な中学生でした。勉強も頑張りましたが、一番の思い出はソフトボールです。部員が少
なかったので、和気あいあいな楽しい部活動にしよう！と気軽な気持ちで同級生と入部し
たのですが、顧問の先生の指導がとても厳しくて（笑）。毎日一生懸命練習に取り組み、た
くさんの試合にも出場しました。良い成績を収める事もでき、たくさんの身になる経験を得ま
した。
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保育士

中
なかざわ

澤　良
りょうすけ

輔 さん

千葉県生まれ。仙台市立幸町中学校、宮城県利府高等学
校を経て、東北福祉大学子ども科学部子ども教育学科へ
進学。保育士、幼稚園教諭一種免許状の資格を取得する。
卒業後に保育園を運営する社会福祉法人へ就職、今はま
だ数が少ない男性保育士として活躍している。
勤務地／神奈川県川崎市

プロフィール

「文字」をお勉強する道具はハンドメイド。園内にはアイデア
と愛情が詰まった手作りの遊び道具がたくさんあります。

保育園は子どもたちが様々な経験をする場
自らも子どもと共に歩み成長する仕事です

おでん屋さん遊びをしながら。子どもたちの様々な表情を見るのも嬉しい

保育園は養護と教育の分野が求められます。子どもたちが穏やかに過ごせる環境を提供
し、また基本的な生活習慣（食事、睡眠、着替え、排泄など）が身につけられるよう援助をし
ます。子どもたちの命、気持ちを大切にしながら、乳幼児期における心身の発達を促し、寄
り添いながら共に歩み成長していくことが保育士の役割です。

中学の時、幼稚園での職場体験に参加したことがきっかけです。当時はサッカーばかりで、
「自分にはサッカーしか無い」とさえ考えていたのですが、「子どもたちと接することがとて
も楽しい」という新たな気持ちを実感できました。大学ではボランティアサークルに所属し、
幼稚園を訪問する活動も行いました。子どもが好きという気持ちはブレずに持ち続けていま
す。

子どもたちの成長を日々実感できる素晴らしい仕事です。毎日子どもと向き合い、それぞれ
の個性とは何かを考えて育てる仕事に終わりはありません。職場の皆さんと協力し合いな
がら仕事に取り組むことが、子どもだけではなく自らの成長にもつながるという貴重な体験
をしています。子どもたちの様々な表情を見ることができ、気持ちが通じ合う瞬間は保育士
の醍醐味です。

小学校２年生から本格的に始めたサッカーが生活の中心で、中学校の３年間はクラブ
チームに所属しました。支えてくれる家族がいて、信頼できる友人にも恵まれたからこそ、プ
ロ選手になる夢を持ちながら毎日練習に打ち込めていたと思います。楽しく充実した3年間
を過ごせました。小・中・高校でのサッカーの経験は、仕事や生活の上でも大きな原動力と
なっています。

22

どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？

しごと発見ノート22



国税調査官

小
こ ま つ

松　みな さん

宮城県気仙沼市生まれ。気仙沼市立鹿折中学校、宮城県
鼎が浦高等学校（現：宮城県気仙沼高等学校）を卒業。国
家公務員Ⅲ種（現：税務職員）試験に合格し、2005年に仙
台国税局採用。仙台北税務署などを経て、2014年より山
形税務署にて国税調査官として勤務する。
勤務地／山形県山形市

プロフィール

法規集や図解は知識の源。電卓、ボールペン、土地の評価
に使う三角スケール、パソコンにはテンキーが必須です。

国の財政を支える税のスペシャリスト
強い精神力と正義感をもち職務に当たります

納税者の皆さんからの税務相談を受けることも仕事の一つです

税務署は、国税の賦課※１・徴収を行い、納税者と最も密接なつながりを持つ行政機関で
す。私は「資産課税部門」に所属し、相続税・贈与税や土地、建物、株式などを譲渡した際
の所得税についての相談や指導・調査を行っています。国の財政基盤を支える「税」に関
する仕事なので、専門知識はもちろん、広い視野や強い精神力・正義感が求められます。

高校生の頃は、税に関する知識をほとんど持っていませんでしたが、税務署の職員による
「租税教室」を受講する機会があり、学校や警察、消防などの公共サービスが「税」に支
えられていることを深く知りました。将来は「人の役に立つ仕事をしたい」と漠然と考えてい
たのですが、税務職員は幅広い意味で人のためになる仕事ができると思い、この仕事を志
望しました。

納税者の皆さんに「税」を理解していただき、信頼していただくためには、皆さんのお話を良
く聴き、一生懸命対応する姿勢がとても大切です。また、毎年改正される税の法律に対応
した新しい知識が常に求められます。職場の先輩から指導を受けるほか、充実した研修制
度を利用しながら自己研さんし、日々職務に励んでいます。

にぎやかなことが大好きで、文化祭や学校行事には積極的に取り組んでいました。一緒に
悩み、頑張った友達と過ごした日々は大切な思い出です。走ることも好きだったので、部活
は陸上部に所属していました。また、音楽好きが高じて、ブラスバンドではドラムを担当、気
仙沼のジャズサークルに参加したこともあります。興味のあることには何でも挑戦した中学
時代でした。
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※１　賦課（ふか）　税金などを割り当てて、負担させること



水産養殖業（カキ）

自然が相手だから難しいことも多いけれど
美味しいカキを届けるために一生涯勉強です

万石浦の豊かな海の恩恵を受けて、初めてカキの養殖ができます

代々受け継いできた種ガキが産卵する幼生を育てて収穫し、殻から取り出した身や殻付き
カキを消費者へ届けることが仕事です。通常カキは2年かけて育てますが、栄養分が豊富
な万石浦のカキは「一年子」と呼ばれ、１年で美味しいカキに育ちます。しかし海の状態は
いつも同じではなく、毎年同じ結果にはなりません。「毎年一年生」という気持ちで取り組ん
でいます。

家業がカキ養殖業で小さい頃から手伝いをしていました。嫌々だったのでまったく楽しくな
かったのですが、高校時代は自発的に取り組んだからか、作業の流れが読めるようになり、
仕事が面白くなりました。高校卒業後は一般企業に就職したものの、仕事に物足りなさを
感じていました。祖母が一人で種ガキの養殖をしていたので、会社を辞めて跡を継ぐ決意を
しました。

自然が相手なので難問にぶつかることが多々あります。そのために心掛けていることが２つ
あり、1つは1年先のカキの状態を想像しながら作業すること、もう１つはどんなに小さな経
験も頭の片隅で覚えておくようにすること。問題が起きた時には想像力と蓄えた知恵で臨
機応変に対応でき、小さな経験も必ず役に立ってくれます。一生涯勉強、それがこの仕事
の面白さです。

学校に行く前も帰ってからも、いつも家の手伝いでした。土日も春・夏・冬休みもありませ
ん。同級生と遊ぶこともできず、やらされている感もあって辛い思い出です。手伝いの後に
音楽を聴いたり、趣味のベースを演奏したり、寝ずに遊んで気分を発散していました。今思
えば、嫌々身に付けた技術が今の自分の仕事に生きているというのも不思議な巡り合わ
せです。
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品
し な の

野　光
こういちろう

一郎 さん

宮城県牡鹿郡牡鹿町（現：石巻市）生まれ。牡鹿町立大原
中学校（現：石巻市立牡鹿中学校）から宮城県水産高等学
校に入学。卒業後は石巻市内の用紙加工業、活魚を運ぶ
長距離トラック運転手を経て、現在は祖母の跡を継いで万
石浦にてカキ養殖業を営み１０年になる。
勤務地／石巻市

プロフィール

仕事の相棒「海政丸」。使いなれた船なので、震災で水没し
た後も、修理して大切に乗っています。
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携帯電話販売店（店長）

三
み う ら

浦　千
ち あ き

晶 さん

宮城県古川市（現：大崎市）生まれ。古川市立古川中学校、
宮城県古川女子高等学校（現：宮城県古川黎明高等学
校）を経て宮城学院女子短期大学（現：宮城学院女子大学
へ改組）保育科に進学。保育士免許を取得し卒業後、東京
の保育園に就職。6年後現在の会社に就職。
勤務地／仙台市太白区

プロフィール

スマホはスケジュール管理やスタッフとの連絡に。タブレット
でお客様情報を照会し、スムーズに応対を進められます。

お客様から「ありがとう。また来ますね」
と笑顔を頂く瞬間がやりがいです

仕事は「楽しく♪」をモットーに、日々スタッフと一緒に取り組んでいます

例えば、災害や緊急事態が発生したとき、最初に手に取るのは携帯電話ではないでしょう
か？それは、大切な人へ連絡を取るための手段、安否確認、緊急通報の手段となるからで
す。携帯電話は、私たちの命を守るための大切なツールにもなっています。私たちは、携帯
電話という機器の販売とともに、命を守る手段の提供、また人と人とのつながりをも提供し
ている仕事です。

私がこの仕事に就いたころは、FOMAというサービスが開始されて間もない頃で、スマート
フォンなど考えられない時代でした。携帯電話がどう変化していくのか、私自身が時代の最
先端の仕事に携わり、挑戦してみたかった、というのがきっかけです。人とコミュニケーショ
ンをはかる事が好きで、誰もが携帯を使う時代に、多くの人の役に立てたらと思いました。

半年ごとに新機種の発売があります。新しいサービスの提供もあり、とても流れの速い業
界です。常に「学び」が不可欠です。私たちは単に携帯電話を販売しているだけではありま
せん。お客様、お一人お一人のライフスタイルに合わせた携帯電話のご利用方法を提案
させていだたいています。そのためにも、お客様とのコミュニケーションがとても大切な仕事
です。

小学生から短距離走を始め、中学校でも陸上部に所属していました。0.1秒でも速く走れ
るようになりたくて、朝から晩までひたすら走りこみを続けました。県内には私より足が速い
人はたくさんいました。だからこそ負けたくなくて、宮城県1位を目標に、諦めず、自分を信じ
て一生懸命練習していました。この3年間で精神面がかなり鍛えられたと思います。

25

どんなお仕事ですか？

なぜこの仕事を選びましたか？

実際にこの仕事をしてみての感想は？

どんな中学生でしたか？
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社会人からの
応援メッセージ
社会人のみなさんから…
これから自分の将来を決めようとしている
中学生のみなさんへ、
仕事と自分発見の応援メッセージを
お届けします。

社会人として、
また仕事のプロとして

日ごろから心掛けていることや、
大切にしていることなど、
これから社会にデビューする
後輩たちへのエール！！

この仕事をするには…
自分の好きな仕事はあっても
どうすればいいのかわからない。

そんな君に
ワンポイントアドバイス

自分の好きな仕事を見つけた君に
その仕事に就くための

進路や資格の一例を簡単に紹介。
これで将来の自分自身の姿が

見えてくる！！
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何かやりたいことがあったとします。それが遠い存在に感じられた
としても、きちんと行動していけば、案外そこにたどり着けるもので
す。要は、やるかやらないかの違いです。やりたい事を前向きに考
えることができるのなら、やらない手はありません。僕自身、その気持
ちに正直に、覚悟をもって行動していきたいと思います。

やりたいと思うことに向かって行動すること

フォトグラファー（商業）
嵯峨　倫寛 さん3

進路が明確な人がいれば、漠然としている人、周りの友達が気に
なって動けない人もいるかもしれません。でもあなた自身の未来で
す。まずは自分の気持ちを大切に。そして可能な限りたくさんの大
人と話をしてみて下さい。出会いは世界を広げ、話を聴くことで視
野も広がります。いろいろな世界を見て欲しいです。

多くの人と関わってたくさんの世界を見よう

ラジオパーソナリティ
奥口　文結 さん2

この仕事に就くには？

ラジオ局に就職 タレント事務所に所属

ラジオパーソナリティ

中　学

大学、専門学校、アナウンサー養成学校

高　校

ラジオパーソナリティになるのに必要な資格はありません。ラジオ局入社
後に指導を受けましたが、アナウンサー養成学校や専門学校で話し方の
訓練を受けてからラジオ局またはテレビラジオ兼営局に就職するケース
があります。また、タレント事務所に所属して仕事の紹介を受けたり、専門
学校卒業後にフリーアナウンサーとして独立するケースもあるようです。

この仕事に就くには？

スタジオや新聞社等のカメラマン採用試験を経て就職

高　校

写真科のある専門学校・大学

大学や専門学校で写真を勉強する人もいますが、独学で学ぶ事も
できます。広告や報道、人物等、撮影対象のジャンルは様々です。
就職先を選ぶ際にはどのような種類の仕事を多くこなしているのか
調べましょう。一人前になるためには、現場に入って多くの経験を積
むことが重要です。

私自身の経験から。進路や仕事を考える時、「この仕事をしたい」
「こんな分野に進みたい」といったイメージは持てても、実際にそこ
にたどり着くまでの道筋や、メリット・デメリットまでに考えが及ぶこと
は少ないと思います。人に聞いたり、細かく調べたりしてより具体的
なイメージが持てると、目標に到達しやすくなります。

将来のことを具体的にイメージしてみよう

市役所職員
髙橋　聡 さん5

中学生の頃は、やりたいと思えば何でもチャレンジして、そして苦手
だと決めつけていたことでも「意外と得意だった」「克服できた」と
いう経験をたくさんしてきました。自分の可能性を無限大に広げる
ために、なんにでもチャレンジしてみてください。新しい自分を発見
する楽しさを感じ、夢につながる一歩を踏み出せるはずです。

可能性は無限大！なんでもチャレンジしよう

チアリーダー
上田　亜樹 さん4

この仕事に就くには？

チアリーダー

高　校

チアリーダーオーディション

専門学校・短大・大学

チアやダンスの経験があると有利ですが、経験が無くともオーディションへ挑戦
することはできます。チアリーダーになりたい気持ちとその気持ちをオーディショ
ンでアピールする力が必要です。活動期間は一年なので、チアリーダーになっ
ても毎年オーディションを受け続けねばなりません。チームによってオーディショ
ンを受けられる年齢が異なり、また学業との両立が可能なケースもあります。

この仕事に就くには？

職員採用試験

入　庁

高　校

大学・短大・専門学校

採用試験には様々な種類や区分があり、それぞれによって受験資
格が異なります。障害者を対象とした採用枠が設けられている場合
もあります。

辛い時は「やめてしまいたい」と思うこと、たくさんありますよね。でも
続けなければならない時は、どうか「努力」と「あきらめない」という言
葉を信じてください。辛くてあきらめたくなっても、努力してそれを乗り
越えれば必ず実を結び、将来の自分の力になります。私も努力の
結果に「プロ野球選手」という道が開けました。

努力は報われる、決してあきらめないで

プロ野球選手
今野　龍太 さん1

この仕事に就くには？

社会人野球・クラブチーム

プロ野球チームへ入団

高校（高校野球）

プロ野球選手になるには、ドラフト会議で指名をうけて入団するこ
とが一般的です。そのためには、高校・大学の野球部や、社会人野
球・クラブチーム等で試合に出場し、実績を残してスカウトの目に留
まる必要があります。また、各球団の入団テストに合格するという道
もあります。

大学（大学野球）
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これから大人になり、結婚をして、子供ができると思います。新しい
家族ができることで身の回りの環境は変化していきますが、仕事に
関する環境は大きく変わることは無いと思います。未来がどうなるか
を知ることは難しいですが、自分が大人になった20年、30年先の
ことを考えて、後悔しない選択をしてください。

目標を持ち、後悔のない人生を送って欲しい

印刷オペレーター
井上　雄介 さん7

皆さんは今、勉強や部活等で辛いと感じる事がたくさんあると思い
ます。でも頑張った分だけ大なり小なりの結果が残せ、またその努
力を見守り、褒めてくれる人達がいる時期です。この先の人生で
は、努力しても報われない状況がたくさんあります。だから今のうち
にやれることは何でもやって、努力の成果を実感して欲しいです。

今は努力の成果を必ず実感できる大切な時期

医師
櫻田　京子 さん6

この仕事に就くには？

医師免許取得

初期臨床研修

高校、理数科のある高校

大学医学部

大学医学部に進学し、医師国家試験に合格することが必須です。
医師免許を取得後、医師として診療行為を行う場合は、大学病院
や厚生労働大臣の指定する病院で2年以上の臨床研修を受ける
ことが義務付けられています。

この仕事に就くには？

印刷会社に就職

中学・高校

大学・短大・専門学校

印刷オペレーターの就職に際して特別に必要な資格はなく、実務
経験が何より重要です。また、実務年数に応じて印刷技能士（1
級、2級）の資格を取得することも可能です。機械系の専門知識や
技術を身につけておくと有利な場合もあります。

とにかくたくさん遊んで欲しいです。机上の勉強や本、インターネット
だけでは本当の体験はできません。遊びとはリアルな感覚を体験
すること。いろんな体験を通して身につけた経験は、自分の知識の
引き出しになります。そして知識が増えると広い視野が持てるよう
になります。好奇心を持って何にでもトライしてください。

リアルな体験は知識の引き出しになる

グラフィックデザイナー
高山　遊 さん9

進路の決定も、仕事のモチベーションを維持するのも、「好き」の
気持ちを大切にすることを優先してきたから。好きなことができたら
その気持ちを大切に、こだわりをもって努力を惜しまず取り組んでく
ださい。勇気が必要な場面があるかもしれませんが、惜しみなく注
いだ努力は一生の糧になり、進む未来の道は必ず拓かれます。

好きを大切に。挑戦し続ければ道は拓けます

天文台職員
松田　佳奈 さん8

この仕事に就くには？

天文台・自治体へ就職

高　校

民間企業

天文台職員に特別な資格はなく、経歴は様々ですが、基礎的な理系の知
識は必要です。自治体が運営する天文台は職員採用試験受験が一般的で
す。指定管理者として民間企業の社員が天文台職員となって運営に携わ
るケースもあります。教員資格や学芸員資格があると有利な場合もあります
が、いずれにしても天文に対する興味、天文教育普及の熱意が問われます。

この仕事に就くには？

デザイン会社に就職

高　校

デザインや美術系のある大学・短大・専門学校

美術•デザイン系の大学、専門学校で学ぶことをお勧めします。
作業をするためのアプリケーションソフトの使い方や考え方の基本
は押さえられるでしょう。でも、学校で学んだことがすぐに仕事に直
結するわけではなく、制作現場で多くの仕事をこなしてはじめてデ
ザイナーになることができます。

中学校生活の３年間はあっという間です。だからこそ、今ある時間
を大切にして、たくさんのことに興味を持ってチャレンジしてくださ
い。私が日頃から心掛けていることは「常に前向きに、何事にも一
生懸命に」。失敗しても無駄な事は何一つありません、いつか必ず
自分のためになります。私も皆さんと一緒に頑張ります！

時間を大切に、そして何事にも一生懸命！

駅務員
加藤　瑞穂 さん10

この仕事に就くには？

鉄道会社に就職

高　校

大学・短大・専門学校

鉄道会社に就職するために資格は必要ありません。駅務係以外に
も、車両や線路・電気の管理など、いろいろな職種があります。

事
務
系
の
場
合

理工系大学・大学院

教員・学芸員資格取得
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チーム作業では、メンバーごとに違う意見や視点があるので、議論
し考えをすり合わせて目的を共通化することが大切。そのためには
自分の意見を言葉で伝え、さらに人の考えをよく聞き理解する力が
必要です。友達大勢と何かをするとき、相手の立場に立ちたくさん
議論をしてください。そこで身につけた力は将来必ず役立ちます。

チーム力とはお互いの意見を理解し合うこと

ゲームプログラマ
松田　一裕 さん13

まずは今を大切に。そして自分が考えていることや興味を持った事
は、誰かに伝え、そして行動してください。言葉にして行動すると、誰
かが機会を与えてくれることもあります。何もしなければ瞬く間に時
間は過ぎ、時間と共にチャンスも通り過ぎているかもしれません。限
られた時間を大切にしながら、果敢に行動して下さい。

またたく間に流れていく時間、今を大切に

作業療法士
相原　彩香 さん12

この仕事に就くには？

病院・福祉施設などに就職

国家試験合格

作業療法士国家試験に合格するためには、養成カリキュラムのあ
る大学や専門学校で学ぶ必要があります。病院以外にも社会福
祉施設や行政、学校などが活躍の場となります。

この仕事に就くには？

大学院

ゲーム開発会社に就職

高　校

理工系の大学や専門学校

技術系の資格は様々ありますが、プログラマは実務経験を積むこ
とが大切で、就職に際して資格が重要視されることはまずありませ
ん。大学や専門学校で理工系の基礎知識やコンピュータの基本
技術を身につけておくと良いでしょう。また英文の技術資料を読む
ことが多いので、英語力も必要になります。

人の価値観は必ずしも同じではないので、出会いには価値がある
と思います。友人やお世話になった方々、ご両親がいて、今の自分
がいます。まわりの人とのつながりを大切にしてください。その存在
が年齢を重ねても自分を支えてくれます。小さい目標でもひとつひ
とつ努力をすることを忘れずにいてほしいと願っています。

自分が誇れるものを見つけてください。

ウェディングプランナー
佐々木　るみ さん14

この仕事に就くには？

ホテル、ブライダル会社に就職

高　校

専門・短大・大学

ウェディングプランナーになるために必ず必要な資格は特にありま
せん。しかしウェディングプランナーを目指す人が増えているため、
就職も狭き門となっています。専門学校でブライダルの専門知識
を勉強した人は就職に有利に働くこともあります。

中学時代に野球や遊びに夢中だった自分を思い出すことがありま
す。社会に出ると厳しいことがたくさんありますが、遊びから学んだ
こと、夢中に取り組んだことが支えになってくれています。野球部メ
ンバーとの連係プレーは、今の仕事でも役立っています。勉強だけ
ではなく、やりたいことは何でも思い切り取り組んで下さい。

やりたいことは何でも思い切りやろう！

とび職人
加藤　駿一 さん11

この仕事に就くには？

建設会社に就職

中学・高校

大学・専門学校

中学卒業後に仕事に就く人もいます。高校は工業高校の建築科
や土木科で学ぶ人が多いですが、普通科や商業科でも可能です。
建設現場には多くの仕事がありますが、仕事に就いただけでは何も
できません。現場で技術を学び、資格を取得することで携われる仕
事ばかりです。

まずは誰かのため、何かに挑戦をしてみてください。そして自分自身
が何に「喜び」や「やりがい」を感じるのか発見してください。やりが
いを感じることで、その先の挑戦も自然と頑張れます。そして、友達
や先生、先輩後輩との思い出も人生の支えになります。中学校生
活の楽しい思い出をたくさん作ってくださいね。

誰かのために何かをする喜びを感じてほしい

郵便局員（配達）
伊藤　千佳 さん15

この仕事に就くには？

日本郵便株式会社に就職

大　学

配達員は、自動車免許や自動二輪（小型以上）の免許が必要です
が、入社後でも取得できます。基本的に体を動かす仕事ですので、
体力が必要です。また、お客様に郵便商品などをお勧めする仕事も
あります。

高　校

作業療法士養成カリキュラムのある大学・専門学校

高　校
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中学生でも大人でも、当たり前のことを当たり前におこなっていくこ
とが大切です。大きすぎる目標を設定してもそれに向き合えず、気
力が失せてしまうこともありますよね。小さなことをコツコツと積み重
ねてこそ、大きな課題に向き合うことができるもの。焦らずに、まずは
あなたができることをやっていきましょう。

当たり前の事をこなしていくことが大切です

レストランマネージャー
佐々木　大 さん18

どんな小さなことでも構わないので、自分の好きなところ、誇れるとこ
ろを１つ作ってください。たった１つのことでも自信が持て、ブレずに
前を向けるようになります。そして、夢に向って前進するために、勇
気をもって興味のあることはどんどん挑戦してください。勇気ある一
歩を踏み出して、大きな前進につなげましょう。

後ろ向きにならず、好きな自分を見つけよう

航空自衛官
塚田　由衣 さん17

この仕事に就くには？

各種入隊試験

航空自衛官

高　校

大学院

大学・専門学校 防衛大学校

航空自衛官になるには、自衛官候補生、一般曹候補生、幹部候補生など
の入隊試験があります。それぞれで受験資格が異なりますが、２６・２７歳未
満で身体健全であることが条件です。自衛隊は様々な職種があり、特技や
適性を生かした仕事に就くことができます。入隊や入隊試験に必要な資格
はありません。入隊後の訓練や教育によって、専門知識を習得します。

この仕事に就くには？

フードサービス（外食産業）会社へ就職

中学・高校

大学・短大・専門学校

就職に際して必要な資格はありません。マネージャーとなるため
には、仕事実績や社内研修を受け、キャリアップすることでマネー
ジャーとなる事ができます。また、マネージャーになるには「食品衛生
責任者」「防火管理責任者」の資格が必要な場合があります。

世の中にはたくさんの職業がありますが、自分の知っているものの
中からしか将来の仕事を選択することができません。様々なことに
興味を持ち、調べ、家族や身近な大人に聞いたりすることで、知識
は広がり、将来の選択肢もどんどん増えていきます。何にでも好奇
心を持って、自分の世界を限りなく広げていってほしいと思います。

何にでも興味を持ち、知識の幅を広げよう

中学校教員
高橋　尚 さん20

仕事の失敗で悔しくて落ち込む事もあるけれど、失敗を乗り越えて
成長できるんだと、学校の先生がよく言っていました。今はその言
葉を実感して、仕事を通じて経験する様々な出来事が自分の成長
につながることや、日常生活でも他人を敬う気持ちを大切にしてい
ます。辛いことや悔しいことだって全て、あなたの力となるはずです。

悔しいことだって全て、あなたの力になる

巫女
日野　美咲 さん19

この仕事に就くには？

神社へ奉職

大学・短大・専門学校

巫女になるために特に必要な資格はありません。求人に応募する
か、神社に巫女を募集しているか問い合わせてみましょう。

この仕事に就くには？

自治体や私立学校の教員採用試験

中学校教員

高　校

大　学

大学院

４年生大学で教職課程を修了することで、中学校の教員免許を取
得できます。全ての大学で教職課程を学べるわけではないので、志
望する大学で教職課程が学べるかを確認しましょう。

どんな仕事を選ぶにしても、まずは目標を持つこと、そして自分のや
りたいことに素直な気持ちでいてください。目標があれば継続する
力が、好きなことであれば失敗しても諦めない力が生まれます。迷っ
たら、先生や友達、家族に相談を。相談相手がいることは幸せなこ
とです。彼らから「学ぶ」心構えも忘れずにいて欲しいです。

やりたいこと、好きなことを続ける勇気を

電気技術者
大内　淳一 さん16

この仕事に就くには？

電気に関わる会社に就職

高　校

大学・専門学校

就職に際して必要な資格はありませんが、進路は理工系を選択す
るのが一般的です。理工系の基礎知識を身につけておくと、入社
後の業務に非常に役立ちます。また、扱う電気設備の規模に応じ
た、「電気主任技術者」などの国家資格を取得することでキャリア
アップにもつながります。

高　校
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夢や将来なりたい職業、やってみたいことや行ってみたい場所、ど
んなことでも構わないので、未来に楽しみを抱きながら生活してみよ
う。現実離れしている夢、笑われるくらい大きな目標でもいいです。
前向きな気持ちになることで、自分や周りに良い影響を及ぼすこと
を実感できるはずです。

前向きな気持ちを持って生活しよう

保育士
中澤　良輔 さん22

中学の頃を振り返ると、将来に対してフワフワとした気持ちしかもっ
ていませんでした。でも、当時の経験が今の自分に自信をもたらし
ていることは間違いありません。どんなことでも、小さなことでも構い
ません。自信を持てることや、やり遂げた経験をしておくと、将来の
いろんな場面で自分に勇気を与えてくれます。

今の経験が将来の自分の勇気になる

アパレル販売（店長）
吉田　小菜子 さん21

この仕事に就くには？

アパレル会社に就職

大学・短大・専門学校

アパレル会社へ就職するために必要な資格はありません。服飾や
カラーコーディネート、メイクなどに興味を持つことや、人とのコミュ
ニケーションにも積極的に取り組みましょう。

この仕事に就くには？

保育士として勤務

高　校

大学・短大・専門学校にて
資格を取得

保育士として仕事をするには保育士の国家資格が必要です。資格
を取得するには大きく分けて2通りの方法があります。１つは大学や
短期大学、専門学校で保育士を養成する課程を修了すること、もう
１つは通信教育や市販のテキストにて独学で学び、年１回行われ
る国家試験に合格する方法です。

仕事で失敗すると、自分には合わない仕事なのでは？と諦めたくな
ることがありますが、失敗を乗り越えると、達成感を得られるとともに
その先が見え、仕事をより面白く感じることができます。一生懸命
取り組むことで得られる達成感は人を成長させてくれます。辛い時
こそ可能性を広げるチャンスだと思って挑戦してください。

失敗を乗り越えた先に成長があります

国税調査官
小松　みな さん23

この仕事に就くには？

国税専門官採用試験 税務職員採用試験

国税局採用

大　学

国税の仕事に携わるには、高卒程度であれば「税務職員」、大卒
程度であれば「国税専門官」それぞれの採用試験に合格する必要
があります。「税務職員採用試験」による採用後の1年間は、「税務
大学校」において税務に関する研修を受けます。

いろんな事に悩んだり、苦しくなったり、とても感情が揺れ動く時期
だと思います。私自身がそうでした！そんなとき私は、心友とよく語
り合い、泣き、そして笑いました！大人になって行くための大切な準
備期間です。自分の素直な気持ちを忘れず、大切にして下さい。共
に過ごす仲間を大切にして下さい！応援しています♪

勉強、部活、遊びを一生懸命顔
が ん ば

晴って下さい

携帯電話販売店（店長）
三浦　千晶 さん25

この仕事に就くには？

携帯電話販売店に就職

高　校

大学・短大

携帯電話会社によって異なりますが、入社後に研修・試験を受ける
ことでキャリアアップにもつながります。

高　校

独学で勉強

国家試験合格

高　校

あなたの身の回りにあるものほとんどが人間の手によって作られて
います。同じ人間なのだから驚く必要は無い、できないことなんて無
い、だから何でも挑戦しよう！そしてその挑戦は、どうせなら気楽に
楽しんで欲しいです。すべては「気の持ちよう」、気持ち次第で辛い
ことを楽しいことに変えることができるのが人間です。

すべては「気の持ちよう！」 挑戦を楽しもう

水産養殖業（カキ）
品野　光一郎 さん24

この仕事に就くには？

水産系の大学

水産業

中　学

高校・水産高校

水産高校への進学を勧めます。水産養殖業や漁師に必須の小型
船舶操縦士を始め、クレーンやダイビングなど様々な資格が取得で
きます。漁業の権利は世襲制をとるケースが多いですが、新規でも
受け入れる地域や、民間業者が漁業を営む地域もあります。
いずれにしても、とてもきつい仕事なのでやる気が最も重要です。
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「しごと発見ノート」はいかがでしたか？

　　
みなさんの先輩たちは、県内はもちろん、全国各地、

そして海外でも、さまざまな仕事で活躍しています。

　　
先輩たちは、中学生のころから将来に向けて

興味や夢や希望を持ちながら、勉強や部活動、友達づくりなど、

その時できることに一生懸命取り組んできましたね。

　　
今、あなたはどんな中学生生活を送っていますか？

あなたの夢は何ですか？どんな仕事がしたいですか？　

　　
あなたの将来を決めるのは、あなた自身です。

すぐには見つけることができなくても、自分が興味のあることや

将来やりたいことを今から少しずつ考えていくことが大切です。

　　
みなさんも、先輩たちのメッセージやアドバイスを参考にしながら、

この機会に、自分の将来について考えてみましょう。

そして、今できることを精いっぱい頑張りながら、

充実した中学生生活を送り、

将来の夢や希望に向かって進んでいきましょう。

自分がやりたいこと、

自分に向いていること、

自分がわかる自分さがしテスト。

自分が知らない

もう一人の自分が

見えてくるかも。

What Type of Lifework Do You Match?

自分に向いている
 ことって何だろう？

自分がやりたい
 ことって何だろう？

みんなへのメッセージ
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「しごと発見ノート」はいかがでしたか？

　　
みなさんの先輩たちは、県内はもちろん、全国各地、

そして海外でも、さまざまな仕事で活躍しています。

　　
先輩たちは、中学生のころから将来に向けて

興味や夢や希望を持ちながら、勉強や部活動、友達づくりなど、

その時できることに一生懸命取り組んできましたね。

　　
今、あなたはどんな中学生生活を送っていますか？

あなたの夢は何ですか？どんな仕事がしたいですか？　

　　
あなたの将来を決めるのは、あなた自身です。

すぐには見つけることができなくても、自分が興味のあることや

将来やりたいことを今から少しずつ考えていくことが大切です。

　　
みなさんも、先輩たちのメッセージやアドバイスを参考にしながら、

この機会に、自分の将来について考えてみましょう。

そして、今できることを精いっぱい頑張りながら、

充実した中学生生活を送り、

将来の夢や希望に向かって進んでいきましょう。

自分がやりたいこと、

自分に向いていること、

自分がわかる自分さがしテスト。

自分が知らない

もう一人の自分が

見えてくるかも。

What Type of Lifework Do You Match?

自分に向いている
 ことって何だろう？

自分がやりたい
 ことって何だろう？

みんなへのメッセージ
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Aタイプ　チェックの数は 個

個

個

個

Aタイプ

仕事と自分さがしテスト
質問に直感でチェック！ 本当の自分が見えてくる！？

仕事と自分さがしテスト
質問に直感でチェック！ 本当の自分が見えてくる！？

Bタイプ Dタイプ

Cタイプ

Bタイプ　チェックの数は

Cタイプ　チェックの数は

Dタイプ　チェックの数は

□1. 物事を順序良く考えることが
得意だ。

□2. 集中力がある方だと思う。
□3. センスがいいと言われたこと

がある。
□4. 誰にでも親切にできる。
□5. 流行には敏感だと思う。
□6. モノを造るのが好きだ。
□7. 数学や理科が好きだ。
□8. 絵を描くことが好きだ。
□9. 友達に教えることが得意だ。

□10. 人の行動を観るのが好きだ。
□11. 一つのコトをこつこつやる

方だ。
□12. よく友達に相談を持ち掛け

られる方だ。
□13. 好奇心が強い方だと思う。
□14. 物事をいろいろな面から考

えるのが得意だ。
□15. 団体行動はあまり得意では

ない。

□1. 体力には自信がある。
□2. 動物を見てかわいいと思う。
□3. 計画性がある方だ。
□4. 動植物を育てるのが好きだ。
□5. 物事をいろいろな面から考え

るのが得意だ。
□6. モノを造るのが好きだ。
□7. よく楽天的だと言われる。
□8. 数学や理科が好きだ。
□9. 状況に応じて、柔軟に対応す

ることができる。

□10. 知らない場所でも一人で行
ける。

□11. 初対面の人と話すのはあま
り得意ではない。

□12. 物事を順序良く考えること
が得意だ。

□13. 家の中より外で遊ぶ方が好
きだ。

□14. すぐに結果が出なくてもあ
きらめない方だ。

□15. 自然が好きだ。

□1. モノを造るのが好きだ。

□2. 数学や理科が好きだ。

□3. 考えるより行動する方だ。

□4. よく器用だと言われる。

□5.外より家の中で遊ぶ方が好きだ。

□6.マニュアルや説明書をよく見る。

□7. 機械が好きだ。

□8. 根気のいることでも集中力が
続く方だ。

□9. 細かい作業をするのが好きだ。

□10. 初対面の人と話すのはあま
り得意ではない。

□11. 物事をいろいろな面から考
えるのが得意だ。

□12. センスがいいと言われたこ
とがある。

□13. パズルや工作など、組み立
てる作業が得意だ。

□14. 好きなことを始めると時間
を忘れる。

□15. 知らないことを学ぶことは
楽しい。

□1. 困難があってもあきらめない
方だ。

□2. 計画性がある方だ。
□3. 数学や理科が好きだ。
□4. 集中力が長く続く方だ。
□5.知らない場所でも一人で行ける。
□6. 乗り物が好きだ。
□7. 物事を順序良く考えることが

得意だ。
□8. 体力には自信がある。
□9. 知らないことを学ぶことは楽しい。

□10. 物事をいろいろな面から考
えるのが得意だ。

□11. マニュアルや説明書は必ず
読む方だ。

□12. 初対面の人とでも気軽に話
ができる。

□13. とっさの出来事でもあわて
ず対処できる方だ。

□14. 家の中より外で遊ぶ方が好
きだ。

□15. いろいろな情報を整理する
のが得意だ。

自分がやりたい
 ことって何だろう？

自分に向いている
 ことって何だろう？
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Aタイプ　チェックの数は 個

個

個

個

Aタイプ

仕事と自分さがしテスト
質問に直感でチェック！ 本当の自分が見えてくる！？

仕事と自分さがしテスト
質問に直感でチェック！ 本当の自分が見えてくる！？

Bタイプ Dタイプ

Cタイプ

Bタイプ　チェックの数は

Cタイプ　チェックの数は

Dタイプ　チェックの数は

□1. 物事を順序良く考えることが
得意だ。

□2. 集中力がある方だと思う。
□3. センスがいいと言われたこと

がある。
□4. 誰にでも親切にできる。
□5. 流行には敏感だと思う。
□6. モノを造るのが好きだ。
□7. 数学や理科が好きだ。
□8. 絵を描くことが好きだ。
□9. 友達に教えることが得意だ。

□10. 人の行動を観るのが好きだ。
□11. 一つのコトをこつこつやる

方だ。
□12. よく友達に相談を持ち掛け

られる方だ。
□13. 好奇心が強い方だと思う。
□14. 物事をいろいろな面から考

えるのが得意だ。
□15. 団体行動はあまり得意では

ない。

□1. 体力には自信がある。
□2. 動物を見てかわいいと思う。
□3. 計画性がある方だ。
□4. 動植物を育てるのが好きだ。
□5. 物事をいろいろな面から考え

るのが得意だ。
□6. モノを造るのが好きだ。
□7. よく楽天的だと言われる。
□8. 数学や理科が好きだ。
□9. 状況に応じて、柔軟に対応す

ることができる。

□10. 知らない場所でも一人で行
ける。

□11. 初対面の人と話すのはあま
り得意ではない。

□12. 物事を順序良く考えること
が得意だ。

□13. 家の中より外で遊ぶ方が好
きだ。

□14. すぐに結果が出なくてもあ
きらめない方だ。

□15. 自然が好きだ。

□1. モノを造るのが好きだ。

□2. 数学や理科が好きだ。

□3. 考えるより行動する方だ。

□4. よく器用だと言われる。

□5.外より家の中で遊ぶ方が好きだ。

□6.マニュアルや説明書をよく見る。

□7. 機械が好きだ。

□8. 根気のいることでも集中力が
続く方だ。

□9. 細かい作業をするのが好きだ。

□10. 初対面の人と話すのはあま
り得意ではない。

□11. 物事をいろいろな面から考
えるのが得意だ。

□12. センスがいいと言われたこ
とがある。

□13. パズルや工作など、組み立
てる作業が得意だ。

□14. 好きなことを始めると時間
を忘れる。

□15. 知らないことを学ぶことは
楽しい。

□1. 困難があってもあきらめない
方だ。

□2. 計画性がある方だ。
□3. 数学や理科が好きだ。
□4. 集中力が長く続く方だ。
□5.知らない場所でも一人で行ける。
□6. 乗り物が好きだ。
□7. 物事を順序良く考えることが

得意だ。
□8. 体力には自信がある。
□9. 知らないことを学ぶことは楽しい。

□10. 物事をいろいろな面から考
えるのが得意だ。

□11. マニュアルや説明書は必ず
読む方だ。

□12. 初対面の人とでも気軽に話
ができる。

□13. とっさの出来事でもあわて
ず対処できる方だ。

□14. 家の中より外で遊ぶ方が好
きだ。

□15. いろいろな情報を整理する
のが得意だ。

自分がやりたい
 ことって何だろう？

自分に向いている
 ことって何だろう？
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Eタイプ　チェックの数は 個

個

個

個

Eタイプ

仕事と自分さがしテスト
質問に直感でチェック！ 本当の自分が見えてくる！？

仕事と自分さがしテスト
質問に直感でチェック！ 本当の自分が見えてくる！？

Fタイプ Hタイプ

Gタイプ

Fタイプ　チェックの数は

Gタイプ　チェックの数は

Hタイプ　チェックの数は

□1. 体力には自信がある。

□2. よく器用だと言われる。

□3. 挨拶がしっかりできる。

□4. 集中力がある方だと思う。

□5.一つのコトをこつこつやる方だ。

□6. センスがいいと言われたこと
がある。

□7. 友達に教えることが得意だ。

□8. 流行には敏感だと思う。

□9. 誰にでも親切にできる。

□10. とっさの出来事でもあわて
ず対処できる方だ。

□11. 服のコーディネイトには自
信がある。

□12. よく友達に相談を持ち掛け
られる方だ。

□13. 物事を順序良く考えること
が得意だ。

□14. 初対面の人とでも気軽に話
ができる。

□15. 物事をいろいろな面から考
えるのが得意だ。

□1. マニュアルや説明書は必ず読
む方だ。

□2. 新しいことには興味がある。
□3. 本を読むのが好きだ。
□4. 挨拶がしっかりできる。
□5. いつも明るくふるまうことが

できる。
□6. 誰にでも親切にできる。
□7. 流行には敏感だと思う。
□8. 好奇心が旺盛だと思う。
□9.わからないことはすぐに調べる。

□10. すぐに結果が出なくてもあ
きらめない方だ。

□11. 家の中より外で遊ぶ方が好
きだ。

□12. 初対面の人とでも気軽に話
ができる。

□13. センスがいいと言われたこ
とがある。

□14. 知らない場所でも一人で行
ける。

□15. 物事をいろいろな面から考
えるのが得意だ。

□1. 本を読むのが好きだ。

□2. 計画性がある方だ。

□3. マニュアルや説明書は必ず読
む方だ。

□4.わからないことはすぐに調べる。

□5. 規則やルールは守る方だ。

□6. パズルを解くのが得意だ。

□7. 新しいことには興味がある。

□8. 何事にも誠実に取り組む方だ。

□9. 数学、特に計算が好きだ。

□10. 外より家の中で遊ぶ方が好
きだ。

□11. 細かいことにあまりクヨク
ヨしない。

□12. いろいろな情報を整理する
のが得意だ。

□13. 知らないことを学ぶことは
楽しい。

□14. 初対面の人とでも気軽に話
ができる。

□15. よく友達に相談を持ち掛け
られる方だ。

□1. 困難があってもあきらめない
方だ。

□2. 計画性がある方だ。
□3. 体力には自信がある。
□4. 挨拶がしっかりできる。
□5. 物事を順序良く考えることが

得意だ。
□6. 規則やルールは守る方だ。
□7. 家の中より外で遊ぶ方が好き。
□8.知らない場所でも一人で行ける。
□9. 集中力が長く続く方だ。

□10. いろいろな情報を整理する
のが得意だ。

□11. 物事をいろいろな面から考
えるのが得意だ。

□12. マニュアルや説明書は必ず
読む方だ。

□13. 初対面の人とでも気軽に話
ができる。

□14. よく友達に相談を持ち掛け
られる方だ。

□15. とっさの出来事でもあわて
ず対処できる方だ。

自分がやりたい
 ことって何だろう？

自分に向いている
 ことって何だろう？
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Eタイプ　チェックの数は 個

個

個

個

Eタイプ

仕事と自分さがしテスト
質問に直感でチェック！ 本当の自分が見えてくる！？

仕事と自分さがしテスト
質問に直感でチェック！ 本当の自分が見えてくる！？

Fタイプ Hタイプ

Gタイプ

Fタイプ　チェックの数は

Gタイプ　チェックの数は

Hタイプ　チェックの数は

□1. 体力には自信がある。

□2. よく器用だと言われる。

□3. 挨拶がしっかりできる。

□4. 集中力がある方だと思う。

□5.一つのコトをこつこつやる方だ。

□6. センスがいいと言われたこと
がある。

□7. 友達に教えることが得意だ。

□8. 流行には敏感だと思う。

□9. 誰にでも親切にできる。

□10. とっさの出来事でもあわて
ず対処できる方だ。

□11. 服のコーディネイトには自
信がある。

□12. よく友達に相談を持ち掛け
られる方だ。

□13. 物事を順序良く考えること
が得意だ。

□14. 初対面の人とでも気軽に話
ができる。

□15. 物事をいろいろな面から考
えるのが得意だ。

□1. マニュアルや説明書は必ず読
む方だ。

□2. 新しいことには興味がある。
□3. 本を読むのが好きだ。
□4. 挨拶がしっかりできる。
□5. いつも明るくふるまうことが

できる。
□6. 誰にでも親切にできる。
□7. 流行には敏感だと思う。
□8. 好奇心が旺盛だと思う。
□9.わからないことはすぐに調べる。

□10. すぐに結果が出なくてもあ
きらめない方だ。

□11. 家の中より外で遊ぶ方が好
きだ。

□12. 初対面の人とでも気軽に話
ができる。

□13. センスがいいと言われたこ
とがある。

□14. 知らない場所でも一人で行
ける。

□15. 物事をいろいろな面から考
えるのが得意だ。

□1. 本を読むのが好きだ。

□2. 計画性がある方だ。

□3. マニュアルや説明書は必ず読
む方だ。

□4.わからないことはすぐに調べる。

□5. 規則やルールは守る方だ。

□6. パズルを解くのが得意だ。

□7. 新しいことには興味がある。

□8. 何事にも誠実に取り組む方だ。

□9. 数学、特に計算が好きだ。

□10. 外より家の中で遊ぶ方が好
きだ。

□11. 細かいことにあまりクヨク
ヨしない。

□12. いろいろな情報を整理する
のが得意だ。

□13. 知らないことを学ぶことは
楽しい。

□14. 初対面の人とでも気軽に話
ができる。

□15. よく友達に相談を持ち掛け
られる方だ。

□1. 困難があってもあきらめない
方だ。

□2. 計画性がある方だ。
□3. 体力には自信がある。
□4. 挨拶がしっかりできる。
□5. 物事を順序良く考えることが

得意だ。
□6. 規則やルールは守る方だ。
□7. 家の中より外で遊ぶ方が好き。
□8.知らない場所でも一人で行ける。
□9. 集中力が長く続く方だ。

□10. いろいろな情報を整理する
のが得意だ。

□11. 物事をいろいろな面から考
えるのが得意だ。

□12. マニュアルや説明書は必ず
読む方だ。

□13. 初対面の人とでも気軽に話
ができる。

□14. よく友達に相談を持ち掛け
られる方だ。

□15. とっさの出来事でもあわて
ず対処できる方だ。

自分がやりたい
 ことって何だろう？

自分に向いている
 ことって何だろう？
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テスト結果によるタイプ別仕事例

専門技術系の仕事

テストでチェックの数が一番多かったのがあなたのタイプと向いている仕事。
当たっているかな！？　ほかにも自分の趣味や関心のある仕事について調べてみよう。

このテスト結果であなたのすべてがわかるわけではありません。あくまでも参考にしてください。
ここに挙げた仕事は一例です。ほかにどんな仕事があるか調べてみましょう。

A
タイプ

あなたはどちらかといえば、一人で一
つのことを深く探っていくタイプ

科学的な知識に基づいた技術的な仕事
や医療、法律、建築、芸術などの仕事
に向いています。

医師、看護師、弁護士、裁判官、検察官、裁判所書記官、国税調査官、
建築家、学芸員、小説家、新聞記者、俳優、ラジオパーソナリティ、
天文台職員、グラフィックデザイナー、フォトグラファー、作業
療法士、保育士、中学教師、電気技術者　など

主な仕事

農林水産系の仕事B
タイプ

あなたは自然と動物が大好きで、家の中
で遊ぶより外で遊ぶ方が好きなタイプ

自然を相手にし、生き物と関わり、そ
れを育てる農業、林業、漁業、ペット
関連産業などの仕事に向いています。

水稲栽培者、果樹栽培者、酪農家、森林管理、植木職人、造園師、
花き栽培者、水産養殖業、環境調査員、漁労作業員、森林組合作
業員、きゅう務員、動物園飼育員、水族館飼育員、農林水産技官
など

主な仕事

テスト結果によるタイプ別仕事例

製造・生産系の仕事

テストでチェックの数が一番多かったのがあなたのタイプと向いている仕事。
当たっているかな！？　ほかにも自分の趣味や関心のある仕事について調べてみよう。

このテスト結果であなたのすべてがわかるわけではありません。あくまでも参考にしてください。
ここに挙げた仕事は一例です。ほかにどんな仕事があるか調べてみましょう。

C
タイプ

あなたはモノを造るのが好きで、なん
でも器用に造ります。造り始めると時
間が経つのも忘れてしまうほど熱中し
てしまうタイプ

機械や道具を使う製造や生産工程の作
業、加工、組立、修理などの仕事に向
いています。

車両製造技能員、電気配電技術者、パン職人、こけし職人、家具職人、
畳職人、食品製造員、食品等品質検査員、パティシエ、アクセサリー
デザイナー、印刷オペレーター、とび職人　など

主な仕事

運送・通信系の仕事

※無線通信士…航空や船舶などに使われている通信機器を操作する人。

D
タイプ

あなたは集中力があり、根気強く作業
を器用にこなしていくタイプ

自動車、船舶、鉄道など交通機関の運
転や操縦、通信機器の操作やコンピュー
ターを扱う仕事に向いています。

バス・新幹線運転士、車掌、貨物自動車運転士、航海士、パイロット、
無線通信士、放送技術者、システムエンジニア、ゲームプログラマ、
郵便局員（配達）　など

主な仕事
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テスト結果によるタイプ別仕事例

専門技術系の仕事

テストでチェックの数が一番多かったのがあなたのタイプと向いている仕事。
当たっているかな！？　ほかにも自分の趣味や関心のある仕事について調べてみよう。

このテスト結果であなたのすべてがわかるわけではありません。あくまでも参考にしてください。
ここに挙げた仕事は一例です。ほかにどんな仕事があるか調べてみましょう。

A
タイプ

あなたはどちらかといえば、一人で一
つのことを深く探っていくタイプ

科学的な知識に基づいた技術的な仕事
や医療、法律、建築、芸術などの仕事
に向いています。

医師、看護師、弁護士、裁判官、検察官、裁判所書記官、国税調査官、
建築家、学芸員、小説家、新聞記者、俳優、ラジオパーソナリティ、
天文台職員、グラフィックデザイナー、フォトグラファー、作業
療法士、保育士、中学教師、電気技術者　など

主な仕事

農林水産系の仕事B
タイプ

あなたは自然と動物が大好きで、家の中
で遊ぶより外で遊ぶ方が好きなタイプ

自然を相手にし、生き物と関わり、そ
れを育てる農業、林業、漁業、ペット
関連産業などの仕事に向いています。

水稲栽培者、果樹栽培者、酪農家、森林管理、植木職人、造園師、
花き栽培者、水産養殖業、環境調査員、漁労作業員、森林組合作
業員、きゅう務員、動物園飼育員、水族館飼育員、農林水産技官
など

主な仕事

テスト結果によるタイプ別仕事例

製造・生産系の仕事

テストでチェックの数が一番多かったのがあなたのタイプと向いている仕事。
当たっているかな！？　ほかにも自分の趣味や関心のある仕事について調べてみよう。

このテスト結果であなたのすべてがわかるわけではありません。あくまでも参考にしてください。
ここに挙げた仕事は一例です。ほかにどんな仕事があるか調べてみましょう。

C
タイプ

あなたはモノを造るのが好きで、なん
でも器用に造ります。造り始めると時
間が経つのも忘れてしまうほど熱中し
てしまうタイプ

機械や道具を使う製造や生産工程の作
業、加工、組立、修理などの仕事に向
いています。

車両製造技能員、電気配電技術者、パン職人、こけし職人、家具職人、
畳職人、食品製造員、食品等品質検査員、パティシエ、アクセサリー
デザイナー、印刷オペレーター、とび職人　など

主な仕事

運送・通信系の仕事

※無線通信士…航空や船舶などに使われている通信機器を操作する人。

D
タイプ

あなたは集中力があり、根気強く作業
を器用にこなしていくタイプ

自動車、船舶、鉄道など交通機関の運
転や操縦、通信機器の操作やコンピュー
ターを扱う仕事に向いています。

バス・新幹線運転士、車掌、貨物自動車運転士、航海士、パイロット、
無線通信士、放送技術者、システムエンジニア、ゲームプログラマ、
郵便局員（配達）　など

主な仕事
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テスト結果によるタイプ別仕事例

サービス・スポーツ系の仕事E
タイプ

あなたは世の中の情報に敏感で、自分
で決めたことに向かってこつこつと努
力を重ねていくタイプ

会社やお店でお客さまにさまざまな
サービスを提供し、接客する仕事に向
いています。

ツアーコンダクター、キャビンアテンダント、ソムリエ、コンシェ
ルジュ、賃貸不動産業、スイミングコーチ、美容師、プロ野球選手、
チルドレンズミュージアム広報担当、チアリーダー、巫女、飲
食店マネージャー　など

主な仕事

販売系の仕事F
タイプ

あなたは初対面の人とでも気軽に話し
ができ、人当たりも良く明るいタイプ

会社やお店の商品を直接お客さまに販
売したり、商品の仕入れをする仕事に
向いています。

書店員、八百屋、魚屋、肉屋、スーパー店員、デパート仕入部員、
青果物卸担当、ビューティコンサルタント、商品開発、サービス企
画、オペレーター業務、プレス、携帯販売、アパレル販売　など

主な仕事

テスト結果によるタイプ別仕事例

事務・営業系の仕事G
タイプ

あなたは計画性があり、調べることも
好きで、常に新しいことに関心を持っ
ているタイプ

会社や企業、行政などの一般事務から
人事、経理・営業などの仕事に向いて
います。

広告営業、役員秘書、一般事務員、経理事務員、営業事務員、医
療事務員、医療機器販売営業、市役所職員、駅務員、ウェディン
グプランナー、銀行員　など

主な仕事

保安系の仕事

※海上保安官・・・日本の海を取り締まる「海の警察官」。巡視船や航空機を使って監視し、治安の維持に務め、安全で美しい海を守る人。
※入国警備官・・・外国人の入国によって国内に犯罪や経済的問題が発生するのを防止するために、出入国を公正に管理する人。

H
タイプ

あなたは正義感が強く、挨拶もしっか
りでき、友達からの信頼もあります。
また、体力には自信があり、冷静な判
断ができるタイプ

国、会社や個人の財産保護、安全、社会
秩序の維持などの仕事に向いています。

消防士、警察官、海上保安官、警備員、道路監理員、現金輸送員、
刑務官、入国警備官、航空自衛官、自然保護官　など

主な仕事

テストでチェックの数が一番多かったのがあなたのタイプと向いている仕事。
当たっているかな！？　ほかにも自分の趣味や関心のある仕事について調べてみよう。

テストでチェックの数が一番多かったのがあなたのタイプと向いている仕事。
当たっているかな！？　ほかにも自分の趣味や関心のある仕事について調べてみよう。

このテスト結果であなたのすべてがわかるわけではありません。あくまでも参考にしてください。
ここに挙げた仕事は一例です。ほかにどんな仕事があるか調べてみましょう。

このテスト結果であなたのすべてがわかるわけではありません。あくまでも参考にしてください。
ここに挙げた仕事は一例です。ほかにどんな仕事があるか調べてみましょう。
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テスト結果によるタイプ別仕事例

サービス・スポーツ系の仕事E
タイプ

あなたは世の中の情報に敏感で、自分
で決めたことに向かってこつこつと努
力を重ねていくタイプ

会社やお店でお客さまにさまざまな
サービスを提供し、接客する仕事に向
いています。

ツアーコンダクター、キャビンアテンダント、ソムリエ、コンシェ
ルジュ、賃貸不動産業、スイミングコーチ、美容師、プロ野球選手、
チルドレンズミュージアム広報担当、チアリーダー、巫女、飲
食店マネージャー　など

主な仕事

販売系の仕事F
タイプ

あなたは初対面の人とでも気軽に話し
ができ、人当たりも良く明るいタイプ

会社やお店の商品を直接お客さまに販
売したり、商品の仕入れをする仕事に
向いています。

書店員、八百屋、魚屋、肉屋、スーパー店員、デパート仕入部員、
青果物卸担当、ビューティコンサルタント、商品開発、サービス企
画、オペレーター業務、プレス、携帯販売、アパレル販売　など

主な仕事

テスト結果によるタイプ別仕事例

事務・営業系の仕事G
タイプ

あなたは計画性があり、調べることも
好きで、常に新しいことに関心を持っ
ているタイプ

会社や企業、行政などの一般事務から
人事、経理・営業などの仕事に向いて
います。

広告営業、役員秘書、一般事務員、経理事務員、営業事務員、医
療事務員、医療機器販売営業、市役所職員、駅務員、ウェディン
グプランナー、銀行員　など

主な仕事

保安系の仕事

※海上保安官・・・日本の海を取り締まる「海の警察官」。巡視船や航空機を使って監視し、治安の維持に務め、安全で美しい海を守る人。
※入国警備官・・・外国人の入国によって国内に犯罪や経済的問題が発生するのを防止するために、出入国を公正に管理する人。

H
タイプ

あなたは正義感が強く、挨拶もしっか
りでき、友達からの信頼もあります。
また、体力には自信があり、冷静な判
断ができるタイプ

国、会社や個人の財産保護、安全、社会
秩序の維持などの仕事に向いています。

消防士、警察官、海上保安官、警備員、道路監理員、現金輸送員、
刑務官、入国警備官、航空自衛官、自然保護官　など

主な仕事

テストでチェックの数が一番多かったのがあなたのタイプと向いている仕事。
当たっているかな！？　ほかにも自分の趣味や関心のある仕事について調べてみよう。

テストでチェックの数が一番多かったのがあなたのタイプと向いている仕事。
当たっているかな！？　ほかにも自分の趣味や関心のある仕事について調べてみよう。

このテスト結果であなたのすべてがわかるわけではありません。あくまでも参考にしてください。
ここに挙げた仕事は一例です。ほかにどんな仕事があるか調べてみましょう。

このテスト結果であなたのすべてがわかるわけではありません。あくまでも参考にしてください。
ここに挙げた仕事は一例です。ほかにどんな仕事があるか調べてみましょう。
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さいごに…

アドレス ： 第1巻　http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/120839.pdf
 第2巻　http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/120841.pdf
 第3巻　http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/120843.pdf
 第4巻　http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/120844.pdf
 第5巻　http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/215989.pdf
 第6巻　http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/261556.pdf

『しごと発見ノート』（第1巻～第6巻）は、
宮城県の以下のホームページからご覧いただけます。

ご案内

　『しごと発見ノート』（第7巻）が完成しました。

　このノートを一人でも多くの中学生のみなさんに見てもら

い、将来の自分を見つけるきっかけとなり、そして充実した

中学生生活を送ってもらえればうれしいです。

　また、このノートの作成に当たり、宮城県内の中学校出身

者並びに各企業のみなさま方に多大なるご協力をいただ

き、おかげさまをもちまして、多種多様な仕事と県内、全国各

地、そして海外で活躍されている方々を紹介することができ

ました。

　心より感謝申し上げます。

平成27年3月
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