


























「自分がやりたいと思わないことも、やらなくて

はいけないこと。毎日ずっとしゅくだいをやって

いるような感じです。」

ぐっちさん・こうむいん

「体ちょうが悪くても、やらなければいけないこ

とがあるとき。」

はなさん・パートさん

「ソフトクリームのきかいのそうじがたいへんで

す。」

ひろさん・ソフトクリームのおみせ



「会社にはたくさんの人がいるので、みんなと

なかよくするのはすごく大へんです。時々ケン

カもするし、おこられることもたくさんありま

す。」

おっくん・商社マン



「コッチが悪くなくても、おきゃくさんという

立場から、えらそうなたいどを取られるこ

と。」

ちびにゃさん・パートさん

「いやなことがあった時にがまんするのが大へ

んだなと思うし、自分の思った通りにならな

かった時も大へんです。あと、わたしは早おき

するのも大へんです。笑」

ウサギ係さん・小学校の先生



「知らないことだらけで毎日毎日勉強ばっかりしている

こと。」

りかさん・かんごしさん

「けがのことや病気のこと、学校のしくみのことなど、

知っておかないといけないことがたくさんあることです。

大人になっても毎日勉強しています。」

おいもちゃん・ほけんしつのせんせい



「大きなお金がうごくお仕事なので、大きなせきにん

を感じることです。」

みんちょさん・マンションをうるしごと

「命をあずかることに、大きなせきにんがありま

す。」

みかちゃん・かんごしさん

「子どもたちが学校にいるあいだ、先生はみんなのい

のちをあずかっているので、せきにんがとってもおも

いです。あぶないことがないか、いつも気をつけてい

ます。」

おいもちゃん・ほけんしつの先生













「大へんなことばっかりだけど、人の命を

あずかる仕事はすごくやりがいを感じてい

るからです。」

りかさん・かんごしさん



「お金のかちを感じさせないほどのやりがいがある

からです。」

匿名希望さん・ごはんやさん

「一年中、おどろきと発見、感動の連続だから。よ

そくできない毎日にワクワクするから！」

Tさん・小学校の先生

「毎日新しい発見があるから、です。」

みんちょさん・マンションはんばいの会社員

「自分のけんさの技術が上がっていくのがおもしろ

いから。いろいろな国に出張に行けるから。」

たくまさん・けんさいん

「じゅうじつ感や幸せを感じることができるから」

kさん・ほけんしさん





「やめてお金がなくなるのがこわいから。」

ぐっちさん・こうむいん

「生活をするためのお金をかせぐため。この仕事

自体が好きだから。」

ゆうさん・さぎょうりょうほうし

「生きるため、です。」

ちーちゃん・中学校の先生

「『はたらかざる者食うべからず』という言葉が

あるように、仕事をしないと人としてダメになる

からです。」

かんたさん・製造業のオペレーター





「子どもが「がんばって！」と言ってくれる顔が、いつでも

思いうかべられるからです。子どもがにこにこ笑っていられ

る未来のために、はたらいています。」

KMKさん・パートさん・しゅふ





【追記】

１週間後…

「お母さんがごはん作ってるときに、ありがとうって言った！…お母さん、なんかびっくりしてた」

「お母さんが仕事行くときに、がんばってねって言った！…お母さん、うれしそうだった」

「言おうと思ったけど、きんちょうして言われへんかった」とご報告がありました。









「ありがとう、まかせて良かった、と言ってもらえ

るとき！この言葉がやっぱり一番うれしくて、一生

けんめいがんばってよかったなと思います」

ハイジさん・ふどうさんのえいぎょう

「自分の仕事をほめられたとき。顔を見に来たよと

言ってくれるじょうれんのお客さまができたと

き。」

チビにゃさん・パートさん

「ソフトクリームがおいしいと言われた時です。」

ひろさん・ソフトクリームのお店やさん

「子どもたちが「授業楽しい！」「もっと勉強した

い！」と言ってくれたとき。」

Tさん・小学校の先生



「わたしの作った曲を聞いて、喜んでもらえたとき。」

りかさん・ミュージシャン・音楽りょうほうし



「自分の力がはっきされたとき」

はなさん・パートさん

「分からないことが分かったときや、新しい仕事を

まかせてもらったとき、とてもうれしいです。」

なべちゃん・三じげんそくりょう

「自分ができるプログラミングのしゅるいがふえた

とき。」

みくにんさん・ITコンサルタント















「休みは

①国民のしゅく日と、

②１０日間のお金をもらって休める日(有休)

③たん生日休み(１日)

④夏休み(２日間連続)

があります。今は週５日はたらいていますが、週３〜４日間は

たらく生活がしたいのがほんねです。」

みくにんさん・ITコンサルタント

「半日休（午前や午後だけお休みすること）や時間休（必要な

時間だけお休みする）をとることができるので、とても助かり

ます。」

ゆーママさん・じむいんさん

「自分で好きに仕事を組めるので、お休みしほうだいです！で

も、お給料はへります(笑)」

あかねさん・かんごしさん

「週に２日と祝日はお休みです。お休みの日はヨガや料理教室

に行きます。」

なんでもけいけんさん・ふどうさんのえいぎょう



「夏はたくさん休めますが、冬はお部屋をさがすお客さんが

多いのであんまり休めません...その分いっぱいお金はもらえ

ますが、お客さんの予定に合わせるので、いつも仕事のこと

ばかり考えてしまいます。お休みがもらえた日は友だちとた

くさん遊べています。」

ハイジさん・ふどうさんのえいぎょう

「お正月や夏がいそがしいので、お休みはあまりありません。

『みんながたくさん旅行に遊びに行くとき』にはたらかなく

てはいけないお仕事です。」

DADAさん・りょこうがいしゃのカウンター

「アルバイトなので、シフトが自由。あるていど、ゆとりを

持った生活ができます。」

もーさん・アルバイト











【追記】

１週間後…

「お米、洗ったで！思ったよりも簡単やったわ！」とご報告がありました。









「１日はたらくとクリスマスプレゼントが毎日２つ買える

ぐらいお金がもらえます。」

ももこさん・ほいくしさん

「１年間で２９０万くらいなので、はたらく日が２００日

くらいとすると、１日はたらいて１４０００円なので、２

日はたらいたら任天堂スイッチが買えるくらいです。」

まーずさん・ようちえんの先生

「１ヶ月で税金引いて１９万円くらい...営業成せきが良け

ればプラスでお金がもらえます！」

ハイジさん・ふどうさんのえいぎょう

「たくさんはもらえませんが、１日はたらくと大好きなね

こと一緒に住めるくらいもらえます。」

なべちゃん・さんじげんそくりょう

「はたらいている時間に対して、あまりもらえていないか

も…。１日はたらいたらゲームソフト買えるくらい？」

ちーちゃん・小学校の先生





「お母さんになってから、お家で家族のために料理やせんた

くをすることがお仕事で、どんなにがんばってもお金がもら

えないことがふつうでした。それと比べると、たくさんも

らっているなと思います。」

KMKさん・パートさん・しゅふ

「会社からもらうお金は今はSwitchのソフトくらいです(涙)

あとはお金にならないお家の仕事だから…」

はなさん・パートさん

「世界中の人の役に立っているので、けっこうたくさんもら

えます。」

おくにーさん・商社マン









「私の仕事は職場（しょくば）の人たちをサポート

するのが主な仕事なので、職場の人にありがとうと

言ってもらえます。」

ゆーママさん・じむいんさん

「私が担任をしている１才はまだ話せないのであり

がとうにはあまり出会えませんが、たまーにニコニ

コの笑顔で言ってくれる「あーがと」はつかれを地

球の反対側までふっとばしてくれます。かわいいで

す。」

ももこさん・ほいくしさん

「お客さんによく言われます。旅行が楽しかった、

いい旅館に泊まって思い出ができた、ご飯がおいし

かった、景色がきれいだった、いろんなありがとう

をきくと、自分も一緒に旅行に連れて行ってもらっ

たような、うれしい気持ちになります。」

DADAさん・りょこうがいしゃのカウンター

「上手く生活出来ず困っていた人に手助けした時、

ありがとうと言われます。自分も幸せな気持ちにな

ります。」

Kさん・ほけんしさん



「直接言われたことはないです。でも、もっとその会社の

中でえらい人になって、お客さんと話すようになったら、

ありがとう。と言われる時があるかもしれません。」

みくにんさん・ITコンサルタント

「言われないです。。。悲しい。。。」

ぐっちさん・こうむいん



「ほとんど言われません。あなたも水道や電気、ガスに

ありがとうは言わないですよね。そういう仕事です。」

あいざわさん・鉄鋼２次製品販売のえいぎょうしょく









「できていません。国のルールが変わってきて、おじいさん、

おばあさんが喜ぶお手伝いが出来なくなってきています。」

はぎちゃん・かいごしょく

「やりたいことは、自分も人も楽しく心地よくなることで、

できていません。理由は、決められたことを正かくにやる仕

事で、必要な仕事だけど、目立たないことだから、かな。難

しい。」

ぐっちさん・こうむいん

「やりたいことはかん者さんに関わることだけど、書類をま

とめたり会議に出たりする時間が多くてできていないことも

多いです。」

ゆうさん・さぎょうりょうほうし

「やりたいことはできていません。仕事も病気でできていま

せん。働きたくても働くことができない事があります」

タコさん・フリーター



「今はあまりできていないです。

というよりもまだ自分がこれだっ！って思うものに出

会えてないといったほうがいいかも。」

ちーちゃん・小学校の先生

「できていません。なぜなら、まだまだ勉強が足りず、

先輩のお手伝いしかできないからです。最初から最後

まで自分で考えてできるようになりたいです。」

なべちゃん・さんじげんそくりょう



「やりたいことは大阪をいきいきさせることで、できて

います。理由は、「住む」という人にとって一番大事な

ことに関わっているので、大阪に住む人が増えれば大阪

のまちもいきいきすると思うからです。」

みんちょさん・マンションはんばいのかいしゃいん



「こどもたちが「ゆめ」をもてるような社会にするこ

とです。少しずつじつげんしています。」

ATSさん・きょういくかんれんのかいしゃいん

「たくさんの人の生活を、ドラマみたいにきろくする

こと。できています。」

あこさん・えいぞうせいさく

「やりたいことは、できてます。お母さん（家族）と

赤ちゃんの大切な時間を作ることができています。」

あいあいさん・じょさんし











「「考える力」「考えを実行する手じゅんに落とす

力」「行動する力」「文章を読み、書き、お話をして

相手と分かりあえる力」「計算する力」「時間を正か

くにとらえる力」だいたいは学校で習います。学校の

勉強を役に立たないとばかにしてはいけませんよ。ひ

とつのむだもないから。」

あいざわさん・鉄鋼２次製品販売のえいぎょうしょく

「コミュニケーション力、観さつ力、きかく力。」

おいもちゃん・ようごきょうゆ（小学校）

「人と協力する力。」

kさん・ほけんし

「はじめて会った人と仲よくする力です。社会では、

自分の力だけでは分からないことがたくさんあります。

だから、初めてあった人と仲よくできないと、仕事を

進めることができないです。」

おくにーさん・商社マン





「忍耐力（にんたいりょく）。判断力（はんだんりょく）。

精神力（せいしんりょく）。」

みかちゃん・かんごしさん

「きちんと、ていねいに、分かりやすくお話しする力。」

KMKさん・パートさん・しゅふ

「人が言ったことのポイントが分かる力。文章読解力（ぶん

しょうどっかいりょく）。色んな人と落ち着いて話す力。」

ぐっちさん・こうむいん

「まずは「誠実力（せいじつりょく）」。１cmずれたら、事

故につながる仕事です。きちんと正かくに数字をだすまじめ

さがひつようです。次に「楽しむ力」。わたしはこの力がほ

しいです。どんなことも楽しいことがどこかに転がっていて、

それを探しだせることは大切だと思っています。」

なべちゃん・さんじげんそくりょう

「とっさの判断力。きん急時にあせらず行動できる力。」

かんたさん・せいぞうぎょう・オペレーター

「がまんする力。」

はちさん・中学校の先生











「浅くても良いから、心にたくさんの引き出しを

作ってください。色んな人とお話をする時に、必ず

役にたちます。引き出しを増やすには、自分の目で

見ること。感じること。想像すること。分からない

ことはすぐに調べること。テレビや、本、ラジオで

も良いです。たくさん心に種をまいてください。い

つか必ず芽が出て、花が咲きます。その花にひかれ

て、すてきな友だちができるようになります。」

あかねさん・かんごしさん



「やり始めたことはとちゅうで投げ出さず、最後まで

取り組むこと。」

みかちゃん・かんごしさん

「いろいろなものを見たり人に会ったりして自分の好

きなものややりたいことを見つけること。」

たくまさん・けんさいん

「自分の住んでいるところではないところに家族の人

とたくさん出かけて、たくさんの「好きな町」を見つ

けることです。」

DADAさん・りょこうがいしゃのカウンター

「ぼくは子どものころやってこなかったので、今に

なって苦労してます。やりたいことはにげずに、何事

も挑戦すること。」

タコさん・フリーター





「「この人すごい！」と思う人に出会う。出会うためには、

本を読んだり、インターネットで調べたりする。そして、

その人がなぜそんな生き方をしているのか、なぜそんな考

え方なのかを徹底的（てっていてき）に調べる。会える人

なら、会いに行く！」

Tさん・小学校の先生



「人がやりたがらないようなことを進んで自分から

やること。(ゴミ捨てとか)」

かんたさん・せいぞうぎょう・オペレーター



「学校でちゃんと勉強し、運動し、クラス活動・クラ

ブ活動をしてください。お家やご近所でいっぱい遊ん

でください。身の回りに楽しいこと、おもしろいこと

はいっぱいあります。」

あいざわさん・鉄鋼２次製品販売のえいぎょうしょく

「分からないことをそのままにしないで大人などに聞

いて理解しておくこと。学校の勉強もそうだし、ふだ

んの生活で気になったことでも。色々知ってることが

必ず役に立ちます。」

はなさん・パートさん

「いろいろなことをやってみること。好きなことを見

つけること。先生にわからないこと、知りたいことが

あったら聞くこと。」

みくにん・ITコンサルタント





「人がやりたがらないようなことを進んで自分からやる

こと。(ゴミ捨てとか)」

かんたさん・せいぞうぎょう・オペレーター

「まずは目の前のこと（勉強ももちろんだけど、家族や

友だち、地域の人などと関わることも）を一生けんめい

やってみること。」

ゆうさん・さぎょうりょうほうし

「楽しい、うれしいと感じたしゅんかんをおぼえておく

こと。」

さーもんさん・アルバイト

「きらいだと思う人のことを好きになってみてください。

世界にはたくさんの人がいて、みんなちがう考えを持っ

ています。きらいな人のことを好きになれる人は、会社

の人や世界中の人たちとも仲よくできる大人になれます。

きらいな人と仲よくできない人は、大人になったときに

さみしい思いをするし、自分のやりたいことを実現でき

なくなります。」

おくにーさん・商社マン









「たとえいやなことでも、やらなければいけないことをきちん

とできる人になってほしいです。できれば優しい人になってほ

しいです。」

あいざわさん・鉄鋼２次製品販売のえいぎょうしょく

「ちょう戦をつんで後悔しない生き方をして欲しい。後は、命

を大切にしてください。」

タコさん・フリーター

「資本主義（しほんしゅぎ）の世の中なのでやはり無しょくで

は生きていけません。でもやりたくない仕事をがまんして続け

ても楽しくないし続きません。自分のやりたいこと・好きなこ

とでお金がかせげるようになれたらいいなぁと思います。」

チビにゃさん・パートさん



「好きなことを仕事にしてほしい。大変なことはもち

ろんあるけど、好きなことなので、つらいこともがん

ばって乗りこえられるから。」

りかさん・ミュージシャン・音楽りょうほうし



「「AIやロボットがやってくれるから」という他人まかせ

にはなって欲しくないです。「このロボットはどうしてこ

れができるんだろう」から「もっとこうだったら便利なの

に」「こうしてみよう！」と発展できる考えをどんどん生

かして欲しいです。」

はなさん・パートさん

「やりたいこととお金の大切さを知ってから、仕事を選択

してほしいです。」

はちさん・中学校の先生

「自分のこんなところが好き、と胸をはって言える大人に

なって欲しいです。」

まーずさん・ようちえんの先生



「自分の中にあるいっぱいの愛に気づける大人に

なってほしいです。」

ぐっちさん・こうむいん



「職業（しょくぎょう）ではなく、どんなことを

してみたいかを探してみてほしいです。１０年後

か２０年後かわかりませんが、いっしょになにか

できればうれしいです！」

なべちゃん・さんじげんそくりょう



「この本を読んで世の中にはどんな仕事があるのか、

知ってください。選択肢（せんたくし）をたくさん

ふやしてください。」

ももこさん・ほいくしさん



「いろいろな人の考えを、スポンジのように吸収で

きる大人になってほしいです。今の子どもたちが大

人になったとき、きっと外国の人と関わる機会が増

えるでしょう。日本人には日本人特有の考え方があ

り、外国の人も国や地域によって様々な考え方があ

ります。その中で、自分と違う価値観を否定せず、

「そんな考えもあるのか」と認めることができる人

になってほしいです。いつかその吸収力は、エネル

ギーとなり、糧となり、人生の幅を広げることがで

きると思います。」

Tさん・小学校の先生



「いろいろな人の考え方、生き方を知って、この

地球にはいろいろな人がいることを知ったあと、

「こういう人でいたい、こういう風に生きていき

たい、これがやりたい」って自分の考えを自信を

持ってもつことができる大人になってほしい。」

みくにんさん・ITコンサルタント



「できるだけたくさんのしゅるいの仕事を知って、自分に合っ

た仕事を見つけてほしいです。友だちが一つ目の仕事をやめて、

てんしょくした話を聞いて「そんな仕事あるんだ！」とおどろ

きました。(工場でおかしを作って、これを売ってください！と

スーパーにおねがいする仕事、授業で使うプリントを作る仕事

など)

小さいときにしゅう活サイト、アプリなどを見て、仕事をいっ

ぱい知ってほしいです。そして、心やからだのけんこうに気を

つけて、小さな幸せをいっぱい感じられる人になってほしいで

す。」

おいもちゃん・ようごきょうゆ（小学校）

「いろいろ迷ってほしい。キラキラしてる部分だけ見ててもい

い。給料とか、休みじゃなくって。どんな仕事がしたいかって

考えてほしい。

つらくても、しんどくても、この仕事が好きだなーってむねを

はって言える大人になってほしい。大切なものを大切にできる

大人になってほしい。」

あいあいさん・じょさんしさん



「今持っている夢を大事にして、その夢を追いかけ

てください！信じられないかもしれないけど、大人

になっていくにつれて、自分の夢を忘れてしまう人

がたくさんいるんです。でも、みなさんにはわくわ

くした人生を送ってほしいと思います。」

おくにーさん・商社マン



「いろんなことを学んで、やわらかい頭と自由な発想

でお仕事を選んだり、自分でお仕事を作ってほしいで

す。」

KMKさん・パートさん・しゅふ

「まずは家でお手伝いをして、お母さんの役に立って

ほしいです。」

ひろさん・ソフトクリームのお店やさん





「どんなこともあたりまえと思わず、まわりの人や

じょうきょうに感謝できるひとになってほしいです。

自分を大切にして、自分で考えて行動できる人になっ

てほしいです。」

ゆーママさん・じむいんさん

「みんなときょうりょくして、ゆたかな生活がつづけ

られる大人になってほしいです。」

どらーさん・パートさん





「自分を好きでいてください。まずは、自分が幸せじゃ

ないと、他の人にやさしくなんて出来ません。これから

先、死ぬまでいっしょにいるのは自分です。近くにいる

イヤなやつや、コワいやつだって、一生いっしょにいる

訳じゃないので、きげんをとってもしかたない！悪いこ

とをしたとき。だれも見てなくても自分はちゃんと見て

います。自分を大切にしてください。」

あかねさん・かんごしさん







→







◆休みはありますか？

休みは多いです。というか、仕事なのかあそびなのか区別がついていません。自分が

楽しいと思える遊びが、そのまま仕事なので。

◆お金はたくさんもらえますか？

作品によってねだんはかわります。いちばん高いときは…

◆えーーー！そんなにもらえるの！！？

でも、もらえへんときもあります。

◆ずっと画家さんなんですか？

いいえ、画家になるまでは、ふつうに会社ではたらいていました。

◆会社のころと、今と、どっちが楽しいですか？

今のほうが楽しいです。なぜかと言うと、やりたいことができているからです。

たしかに会社のときのほうが、お金が安定してもらえるから、不安は少なかったです。

でも、今のほうが、不安なこともあるけど、毎日楽しいです。

◆ぼくたちもかせぎたいんで、絵を教えてください！

いや、理由がよこしまやな笑 でも、ええで笑

まつおさん作・イドミィのロゴ
（すごすぎて言葉を失う子どもたち…）



まつおさんにおしえてもらいました。







◆今日も先生の仕事してたんですか？

今は「産休（さんきゅう）」って言って、赤ちゃんをうむときと育てる間はお休みが

もらえるねん。だから、今日はむすめといっしょにいました。

◆赤ちゃんはかわいいですか？

とってもかわいいです。だっこしてみる？

◆え！？きんちょうするなぁ…！

だいじょうぶやで。やさしーく、ささえてあげてね。

◆赤ちゃんはトイレをどうしてるんですか？

◆おふろは？ねるときは？

◆なにしたら泣きやむんですか？

そうやろ。いろいろ分からへんことあるやろ？自分がパパになる前に勉強したり経験

したりしてな。ほんで、おくさんのお手伝いしてあげるんやで。

◆仕事でうれしいことはなんですか？

せいとたちに「先生のじゅぎょう楽しかった！」と言われることです。

◆休みはたくさんありますか？夏休みはなにしてますか？

みんなは知らんかもしれんけど、夏休みも先生らは仕事してるんやで。

◆赤ちゃんは、なんでぼくのことばっかり見てくるんですか？

なんでやろな笑









◆今は暑いですか？（インタビューをしたのは１月７日）

暑いです！！クーラーついています！気温は２５度です。一番寒い時で１４度くらい

です。雪は見たことないです。

◆どんな場所に住んでいますか？

首里城がある場所の近くです。海の横ですぐにねれるよ。

◆一番もうかる仕事はなんでしたか？

今の仕事がもうかります。体にしょう害のある人に福祉用具（ふくしようぐ）をとど

ける仕事をしています。車いすなどです。

◆今までどんな仕事をしましたか？

マンゴーのう園、ホテルのプールのかんし員、調理スタッフ、デイサービス

石垣のり島の宿で管理人→１ヶ月２万円、お腹すいたと思って海に行ったら魚が取れ

ます。

◆どういうところが楽しいですか？

おじいちゃんやおばあちゃんがありがとうとお礼を言ってくれたところ。

◆しんどいところは？

にんち症の方もいるので毎日行ってもわたしのことを覚えていない人がいるのは少し

悲しい！



◆どうやって仕事を決めればいいですか？

好きなことをずっと続けていればずっと楽しいと思います！

楽しいことがいっぱい増えればいいね

◆苦手なことはしなくていいですか？

苦手なことも、したほうがいいです！

苦手なことを得意にするために頑張ったことは絶対プラスになります！

◆いつか神戸に来てくれますか？

行きます！！







◆どうして、船の仕事をやってるんですか？

自分らしくいられるから！そして、船が大好きで、楽しいからです！

◆いつからやっていますか？

２１才からやっています。１６才から船の勉強をはじめました。

◆どんな仕事をしてますか？

今は、船を運転するための免許を取るところで、先生をしています。

「小型船舶操縦士免許（こがたせんぱくそうじゅうしめんきょ）」と

いうものがとれます。この免許があれば、ヨットに乗って世界一周で

きるよ！



◆もうかりますか？

船のりはお金持ちになれるかも！その分、きけんもたくさんあるよ。

船のお仕事は、「３か月毎日船にのって、１か月毎日休み」だったり、「８カ月毎日

船にのって、４カ月毎日休み」だったりするよ。だからお金がたまりやすい！

◆いやなことはありますか？

男社会が根強いので、女だから！とか言われたりすると、めちゃくちゃくやしい！

◆なんで船の仕事を始めたんですか？

高校を選ぶときに、本を読んだり、TVを見たりした時に、かっこいいなと思ったから

です。

◆小学生がいまできるじゅんびはありますか？

まだまだ大丈夫。だけど、算数や英語の勉強はしておいたほうがいいかな。

◆どうやって仕事を決めればいいですか？

好きなことがあれば、やってみること！それがとっても大事です！！！

自分がやりたいこと、楽しいことをきわめてほしい！そうすると何かヒントが見えて

くるのでは！？

◆すきな人はいますか？

わたしの子どもたちです！！







◆どんな仕事をしていますか？

おじいさんやおばあさんのお世話をしています。

◆老人ホームだ！ ◆デイサービスでしょ？

近いな～、じつは私は、おじいさんやおばあさんの家にちょくせつ行って、お世話を

しています。

◆じゃ～レストランとかも一緒にいくの？

それは、行けないの。国のお約束でね。それをしないと生活ができないことのお手伝

いをするんだよ。

◆車いすを押すこともできないの？

それはできるよ！プロだよ！

◆でも、押さなくても死ぬことはないじゃない？

そんなことないよ。車いすでじっとしていたら、ご飯も食べられないでしょ。

ご飯食べられなかったら、死んでしまうでしょ。だから、ちゃんと食べれるところま

で連れていくんだよ。

おじいさん、おばあさんの中には、体をさわられるのが嫌な人もいるから、お話して

仲よくなることから始めています。

◆わざを教えてもらえますか？

いいですよ。では、車いすのおじいさんを持ち上げる技、教えます！

全力ガード！（笑） ほんとだ！ひょいっと持ち上がった１



◆今の仕事は大変ですか。

すごい大変です。なぜ大変かというと、ミスをすると人の命にかかわるからです。い

つ死んでしまうかわかりません。一日一日気を付けて仕事をしています。それも２４

時間！

◆休みないの？

休みも休みみたいな感じじゃないのよ…。命をあずかっているから、やっぱり大変。

◆お金はたくさんもらえますか。

おじいさんやおばあさんのためにする仕事は、そこまでお金をもらえないのよ…

命をあずかっているのにね…

◆もっともらったらいいのに！

そうだね…。国へお願いはしているんだけどね…。

◆ありがとうといわれますか？

それは、いっぱい言われます！それが、はげみになっています。

◆どうしてつづけているんですか？

ありがとうと言われるというれしいし、生活をしないといけないからです。

◆ぼくたちはどうやって、仕事を決めたらいいですか？

やっぱり好きなこと！わたしもおじいさん、おばあさんとお話することが好きなので、

興味のあることを続けていってほしい。そして、興味があることは、変わってもいい

からね。





◆何て呼べばいいですか？

友だちとかからは、中けんって呼ばれています。

◆なんの仕事をしているんですか？

教科書とかを作っている仕事をしています。

◆いくつからしていますか？

ぼくは、一人で今のお仕事をしています。それまでは、教材を作る企

業に勤めていて、大学を卒業してから、１４年間つとめていました。

そこから独立してだいたい１年です。



◆どうして仕事をかえたのですか？

やめる理由はいろいろあったけど、次の仕事を始める理由としては、「どうせはたら

くならば、おもしろいことをしたいな！」と思って、自分の好きなこと、おもしろい

なって思うことをつきつめた時に、自分で仕事をしようと思いました。

◆どうやって仕事を決めればいいですか？

それは、みんなが決めること。決めるときに、色んな条件があると思う。その中で、

自分に合うもの、プラスになるものをしっかり考えて選んでほしいな。

たとえば、あまりお給料はもらえないけど、自分の作りたいものが作れる！からこの

仕事にしようとか。そうして行くうちに、いい仕事が見つかると思う！

自分にとって必要なもの、大事なものを探しながらよく考えて決めてほしいと思いま

す。人に言われてやるのではなくてね。

◆その、むねにつけているバッヂはなんですか？

これ、知ってる？

◆はい！はい！知ってるで！SDGsですよね？（後のページ参照）

よく知ってるね。そう、SDGsのバッヂだよ。

◆どんなときが、うれしいですか？

ふだんは、教科書を作っているので、自分の会社にいるんだけど、たまに学校に行く

ことがあります。その時に、自分が作った本とかを使っていたり、その本を見て、分

かった～！とか言ってくれたりするとうれしいです！みんなもそんなことはない？

◆ない！（きっぱり）

まじで！？笑



◆なんでつづけてるんですか？

いつでもワクワクできるからです。

◆小学生がいまできるじゅんびはありますか？

知りたいことは調べてみる。やりたいことはやってみる。たくさん大人たちの話を聞

く。いろんな事の楽しみかたを知って、嫌なことの中にも面白い事を見つける練習を

してください。

◆どうやって仕事を決めればいいですか？

なにか心にピンとくる仕事を選んでください。理由はあとからでいいです。世の中に

はたくさんの仕事があります。なければ自分で作ることだってできます。頭でなく心

がやりたいことを仕事にしてください。





◆休みはたくさんありますか？

休みは、自分で休みたい日を言ったらとれます！

◆でも、その代わりお金もらえへんやん？じゃ１秒だけきたら、お金もらえるん？

１秒ではもらえません…笑

◆なんで始めたんですか？

もともと小さい子が好きで保育園で働いていたんだけど、保育園のこどもたちが小学

校でどんな生活をしているのかを知りたかったからです。

◆どうして仕事をかえたのですか？

同じところにずっといるよりは、いろんな経験をして、いろんな子どもたちとかかわ

りたいなって思って、今は学童にいます。

◆どっちが楽しいですか？

◆そりゃ保育園やろ！だって、学童なんかずっと怒られてばっかやもん！

◆それに、幼稚園のほうがかわいい！

小学生もかわいいよ笑

◆それで、どっちが楽しいですか？

今は、みんなと一緒に遊んだり、話したりすることが楽しいです。

◆みんなにありがとうって言われますか。

言われるけど、最近あいさつしてくれないお友達もいるからさみしいな。

ありがとうって言ってほしいな。





◆ぼくたちが今できるじゅんびはありますか？

知りたいこと、分からないことを調べたり、ワクワク楽しい体験をする

こと。たくさん遊ぶこと。嬉しい、楽しい、悲しい、悔しい経験をたく

さんすること。

◆どんな大人になってほしいですか？

何でも全力で楽しむことができる、あきらめないで努力できる、たくさ

んのわくわくやドキドキを発信できる人になってほしいです。じゅん先

生みたいな。







◆なんの仕事をしているんですか？

東京のたかだのばばで、いんしょくてんの店長をしています。ひとりやきにくのお店

です。

◆もうかりますか？

１か月で、１万円札が２０まいぐらいです！

◆げんかりつはどれくらいですか？

しょくざいによりますが、だいたい３３％くらいかなぁ…

◆なんで続けているんですか？

同じ会社の人がとてもいい人が多くて、つらいことがあっても、ご飯を食べながら話

を聞いてくれたり、はげましてくれたりしてくれるから、仕事をがんばれるよ。みん

なも、友だちがいるよね。

◆小学生がいまできるじゅんびはありますか？

あいさつとありがとうが言えることが必要であり大切だと思います。あいさつとあり

がとうが言えるように練習してください。

◆どうやって仕事を決めればいいですか？

まずは、自分がやりたいことを見つける！やりたいことを仕事にしたらいいと思う！

やりたいことがない人は、いろんな経験、体験をしながらやりたいことを見つけて

いったらいいと思います。



◆ぼくたちには、どんな大人になってほしいですか？

人のことを考えて行動して、自分のことを大切にできる大人になってほしい

です。少なからず自分のことを好きになってください。



特別企画 働く現場に行ってみました！ ひな ひな





【7月のこと】

「たかじゅん、うち、じゅう医さんかトリマーさんになりたいねん。」

（※たかじゅんとは、イドミィの先生のことです）

だから、たかじゅんに犬を飼ってとお願いしても、いつもダメって言い

ます。

「なあ、たかじゅん。うち犬好きやねん。でも、なかなかさわるチャンス

がないねん。」

だから、たかじゅんに犬を飼ってとお願いしても、いつもダメって言い

ます。

「だったらさあ、つれてきてや。ふれあいたいねん。」

そんなお願いをしたら、たかじゅんが犬を連れてきてくれました！

↓私たち、ひな＆ひなが書いた文章です



犬を連れてきてくれたのは、山田さんと向井さん。山田さんはペットの

殺処分を減らすNPOで活動されています。

山田さんは、「おじぃ」と「マミー」が殺処分される前に保護された犬

であることを教えてくれました。

それから、犬はことばは話せないけれど、しっぽや耳、顔の表情で気持

ちを伝えてくれてることを教えてもらいました。犬の表情、からだのしぐ

さで、いま犬がどんな気持ちなのかをまとめて書いてあるプリントをもら

いました。





わたしたちがつくった「さつしょぶん０ランド」も見てもらいました。

動物がさつしょぶんされないですむようにひきとって、新しい飼い主さ

んを探すための場所です。

犬たちのお部屋や、動物たちが楽しく遊べる場所、プールもあります。

ほめてもらって、嬉しかったです。

60分のとくべつ授業のあとには、おじぃとマミーのさんぽをさせてもら

いました。うきうきしながら歩きました。

山田さん、向井さん、おじぃ、マミー、ありがとうございました。



【１２月になりました】

たかじゅんは、まだ犬を飼ってくれません。サンタさんへの一生のお

願いで犬をお願いしたのに、けっきょく犬はイドミィにやってきません

でした。

冬休みのある日、わたしたちとたかじゅんで、山田さんの病院へ行っ

てきました。猫の不妊手術（ふにんしゅじゅつ）専門の動物病院「ねこ

とわたしスペイクリニック」です。山田さんは笑顔でむかえてくれまし

た。

わたしたちは手術室に入れてもらって、メス猫の去勢手術（きょせい

しゅじゅつ）を見せてもらいました。



手術の空気。思わず息をのみます。

動物の手術のリアルを経験しました。途中、たかじゅんが「大丈

夫？」と聞いてきましたが、私たちは大丈夫でした。たかじゅんにはし

げきが強かったようです。

連続して、オス猫の去勢手術も見学しました。

手術後、じゅう医さんから動物が好きなの？と聞かれたので、そく答

でうん！と答えました。

「こんな若いうちに、実際に仕事にふれられるって、なかなかできない

ことだよ～！」とじゅう医さんは言っていました。

そのあと、山田さんにインタビューしました。



☆山田さんへのインタビュー☆

ペットのさつしょぶん問題は、みんなで考えないといけない問題です。

でも、とりくんでいる人は、すくないです。だから、自分にできること

からはじめたい、そして、いろんな人とこの問題について考えたいと

思ったからです。



６年前の、２０１３年です。ウェブサイトをたちあげて、ブログを書い

たりしてました。

これからも続ける予定です。ほごする犬やねこがゼロになって、いつか、

しなくていい日が来てほしいです。

楽しいですよ！たいへんなことも、つらいこともあるけどね。

動物のお世話にお金がかかること。

なかなかつかまらないのらねこをつかまえること。

ボランティアさんとか、のらねこに困っている地域の方とかにありがと

う！と言われます。そのとき、一番やりがいを感じます。



ほごねこが、新しい飼い主さんのところに行った時が、いちばんうれし

いです。

お金がなくても、いぬとねこといっしょにくらせる社会づくりです。

いぬとねこが、どういういきものなのかを学んでほしいです。地球には

たくさんの生き物が住んでいて、それぞれがいっしょにくらしていくに

はどうしたらいいのかを考えてほしいです。

情熱です！

休みはないです。今年OPENしたので、今はね。しゅ味が仕事になったの

で、仕事としゅ味の境界がないです。



何がしたいのか と 何ができるのか のたし算の答えが、あなたに

あった仕事だと思います。

そのまま。ひなちゃんも、ひなちゃんも、そのままの、いいひとになっ

てほしいです。









特別企画 おしまい
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なんやろな…？






























































