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４月１８日（火） 第一回 

初めてのデュアル！ 

・釜焚きの補助 

・塩水の移動 
初めてのデュアルということで、

少し緊張しましたが、事業所の方
に優しく接してもらい、とても作業
がしやすかった。暑い中での作業
だったが、最後まで頑張れた。 ４月２５日（火） 第二回 

・ぜんこう工程作業 

（塩を結晶化させる） 
・火加減を調整する 
・塩水から出てくる物質を取る 
 
そして、塩ができる。 
自分は、ただ塩水を焚くだけだ
と思っていたが、色々な作業が
必要だとわかった。 
 

５月２日（火） 第三回 
・塩の振るい仕分け 
・ラミネート袋のラベル貼り 
ラベル貼りでは、作業がスムーズにい

くよう工夫して行うことができた。 
一つ一つの作業に集中して取り組んだ
ので、とてもやりがいを感じた！ 
 

５月 ９日ｏr１６日（火） 第４・５回 

・製品化作業 ・ラベル貼り 

・海水汲み上げ ・ゴミチェック 
ラベル貼りでは、前回よりスムーズよく

できた。塩のゴミチェックでは、とても集
中して行う作業なので、とても目が疲れ
た。改めて、「仕事」を感じることができ、
良い経験になった。 



はまなす デュアル通信 第1号 
              ３年２組２番 扇山 義基  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１８日（火）第１回  

午前中は、かんころを洗って餅と一緒に
蒸し器にかけて蒸しあがるのを待ちまし
た。午後からは、かんころ餅を丸める仕
事をしました。 
初めての経験で上手くいかない事もあ
ったけどなんとかできるようになって良か
ったです。 
あと自分からやることを見つけて進んで
行動できるようになりたいです。 
 

４月２５日（火）第２回  

前 回 と 同 じ 作 業 を し ま し た 。 
前回より丸めるペースが速くなって
だんだん慣れてきた気がしました。 
でもグラム数を量るのは、時間がか
かってまだ慣れてないのでこれから
早く量れるように頑張りたいです。 

５月２日（火）第３回 
ワカメを量って袋詰めとラベル貼りを
しました。 
かんころ餅作りだけでなく色々な仕事
ができていい経験になりました。 
他にもたくさん商品があるのでまず
は、覚えるところから頑張りたいです。 
 

５月９日（火）第４回 

天草のゴミ取りをしました。 
乾燥しているので小さいゴミを取るのが大変
でした。 
これから商品開発などがあって大変だと思
うけど頑張っていきたいです。 
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３年２組６番 氏名 靎田洋道 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

４月１８・２５日  第１.２回 

・かんころ餅の整形 ・真空パック詰め 

初めての作業だったので緊張しました。ほ

とんど手作業なので失敗しないように丁寧

に作業する。かんころ餅のサイズや重さを

覚えて失敗がないように頑張りたいです。 

５月２日 第３回 

・畑作業 ・畝植え ・トラクター運転 

野口くんが休みだったので、作業がたくさんあり

ましたが、少しだけ慣れることができたと思いま

した。トラクターを動かすことは難しい作業だっ

たが、楽しかった。畝植えは中腰でするので大変

でしたが、後半はコツをつかむことができまし

た。貴重な体験がたくさんできました。 

５月９日 第４回 

・カレールー作り ・玉葱カット 

カレー作りの工程を見ました。衛生管理

を徹底していて、食中毒などの対策をし

ていた。カレーのルーを作る工程ではた

くさんの発見がありました。 

５月１６・２３日 第５.６回 

・かんころ餅の整形 ・真空パック詰め 

この日は作業がスムーズに進み、予定より

早く終わりました。２人とも作業を覚えた  

ので、もっと周りを見て仕事を探す。 

一生懸命に真摯に取り組みたいです。 

ごと(株) 
 



さざなみ農園 デュアル通信 第１回  

               ３年２組９番 平山 竜雅          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１８日(火)第１回 
エサやり、フン運びをしました。 
エサの配分がとても難しかったで
す。雄と雌の区別ができるようにな
りました。フン運びは思っていたよ
りも重かったです。 
１回目のデュアルで 
緊張しました。 

４月２５日(火)第２回 
エサづくり、エサやり、ニワトリの
処理をしました。 
人生初のニワトリの処理はとても難
しかったです。特に、部位ごとに細
かく分けることが難しかったです。
ニワトリを絞めるのはとても勇気が
いりました。命の尊さをあらためて
実感しました。 
エサの配分を早く覚えたいです。 

５月２日(火)第３回 
イモ植え、ジャガイモ植え、サトイモ
植え、米運び、エサやり、芋掘りをし
ました。主に畑仕事をして、腰が痛か
ったです。イモやジャガイモが早く大
きく育ってほしいです。 
30kg の米を何回も運んだので腕がパン
パンになりました。 
 

５月９・１６日(火)第４・５回 
卵洗い、フン掃除、麦畑の草取り、米ぬ
か詰めなどをしました。 
卵はヒビが入っていると、日持ちしない
ので仕分けするのは大変でした。フン掃
除はスコップで掘って袋に詰めました。
とても力が必要でした。米ぬか詰めは、
米ぬかを袋に詰めて軽トラに乗せる作業
でした。この作業も力が必要な仕事でし
た。次回もがんばります。 



 (株)ダイキョープラザ デュアル通信 1号 

3年2組 氏名 福浦 伽絃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回 

4 月 18 日 弁当作り 

初めてのデュアルだったので慣れませんでし
たが、やりとげることができました。ミスもして
しまいましたが、これからの頑張りで挽回して
いきたいなと思います。 

第 2 回 

4 月 25 日  弁当作り 

         じゃがいもの皮むき 

段々いろんな弁当の作り方を覚えてき
ました。従業員の方に聞かなくてもいい
くらいになりたいです。そしてもっと従業
員の方の名前を覚えていきたいです。 

第 3 回 

5 月 2 日 弁当作り 
メモ帳を持参して取扱商品の名
前と値段を調べました。たくさんの
商品を作り、販売していたので、
すごいなと感じました。 
そして、サバを切る難しさがわかり
ました。サバの身がボロボロにな
ってしまい無駄にしてしまいまし
た。力をいれてすばやく切れるよう
に頑張りたいです。 

第 4 回 5 月 9 日 弁当作り 
母の日が近く、手巻き寿司の注文が入ってい
るようでした。そういう小さなことにも気づける
ようにこれからも気がけていきたいです。お客
様に急に声を掛けられたときの対応もあせら
ず、「少々お待ちください」と冷静にいうことが
できました。お客様から見たら自分も従業員
だという意識を持ってこれからのデュアルも頑
張っていきたいです。 



  農業生産法人五島七岳ファーム（有）デュアル通信 １号 

                3年2組11番 氏名 山下尭弘 

 

      

 

           

                

 

 

 

 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          

                         

 

 

第１回 ４月１８日  

仕事内容  
・メロンの誘引  
・ひも結び、釘さし 
メロンにはアムスメロン、ヒゴグ

リーンがある。 
腰を落としてやらないといけな

いので、とても腰が痛くなった。 
体力のいる仕事だとわかった。 

第２回 ４月２５日  

仕事内容  
・かぼちゃの整枝（枝を土でおさえ、枝を整
える） 
かぼちゃには、クリショウグン、エビス

という種類がある。 
まだ、かぼちゃの実ができていないので
成長して大きな実がなるのが楽しみ。き
ちんと育てたいと思った。 
 

第３回 ５月２日  

仕事内容  
・ブロッコリーの収穫  
・ネギの種まき 
ネギは源翠という種類。 

ブロッコリーは 15㎝～18㎝の長さ
に切る。 
ブロッコリーの収穫は商品にならな
いものを見極めるのが難しかった。 
切るのにコツがあった。 

第４回 ５月９日 

仕事内容  
・メロンの摘芯  
・種植え（トマト、ピーマン、スイカ、なす） 
ピーマンハイグリーン、縞紅西瓜、ホ

ーム桃太郎、清黒中長ナス 
ピーマン、スイカ、ナス、トマトは種植

えから自分たちでして、収穫まで、自分
たちでやるので、しっかり最後まで責任
を持って育てていきたいと思います。そ
して、いい商品を作りたいと思います 
一生懸命頑張りたいと思います。 



(株)しまおう デュアル通信 第１号 

３年３組 １２番 松本 陸 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１８日 第１回目 
・床磨き 
・ラベル貼り 
・保冷剤の袋詰め 
 ちゃんと作業ができるか不安
だったけど従業員の方が優しく
教えてくれたのでスムーズに作
業を行うことができました。従
業員の方の優しさを感じて、改
めて頑張ろうと思いました。こ

れからも よろし く お願いし ま
す。 
 

４月２５日 第２回目 
５月２日 第３回目 
５月９日 第４回目 
・水面月・ピリ辛イカゲソ天・

いわしバーグの袋詰め 
・ラベル貼り 
 だんだん作業にも慣れ、こな
せる仕事 の量も 増 えてきま し
た。スピードは大事ですが、何
より商品を丁寧に扱うことを最
優先してこれからも頑張ってい
きたいと思います。 
 

 
５月１６日(火) 第５回目 
・水面月・あじごぼう天・野菜
天の袋詰め 
・ラベル貼り 

・商品を段ボールに詰める 
 笑顔に気をつけて取り組みま
した。仕事が終わった後に社長
から 
「挨拶と返事がすごく良くなっ
た」と言われ、とてもうれしか
ったです。これからも一生懸命
頑張るので、よろしくお願いし
ます。 

５月２３日(火) 第６回
目 
・床磨き 
・じゃこ天の袋詰め 

・すりみの包装 
 ２回目の床磨きでしたが、
かなり体力を必要とする作業
だと改めて思いました。学生
の自分でもきついと思う作業
をいつもしている従業員の方
はすごいと思いました。従業
員の方のすごさが実感できま
した。 



 ３年 ３組 氏名 山田 颯希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回目 4 月 18 日 
シュリンクという包装作業をし
ました。この日はとても忙しく
従業員皆で流れ作業をしまし
た。早く仕事の内容を覚えたい
と思います。 
第２回目 ４月 25 日 
一日、真空パックをしました、
各商品で真空の仕方も違うので
難しく、特に筒状の商品が難し
かった。失敗しないやり方を探
していきたい。 

第 3 回目 5 月 2 日 

商品開発について、商品の案を出し

考えました。思っていたより難しい

ことばかりで大変だと分かりまし

た。 

第 4 回目 5 月 9 日 

朝から従業員の方に「おはようござ

います」と挨拶をして仕事に取り掛

かる事ができ、改めて挨拶の大切さ

を感じました。自分達から積極的に

質問できるるよう頑張りたい。 

第 5・6 回 5 月 16・23 日 
 
 今回は初めての試作を作り、
従業員の方に試食をして貰い、
感想やアドバイスなどをもらい
ました。作った物は 
・野菜ボール（生すり身、椎茸、
人参） 
・チーズ天（黒すり身、チーズ） 
 
などを作りました。 
自分が想像していたのと違って
いたりと初めてで分かった事や
改善点があった。次回にいかし
ていきたいです。 



(有)川元農場 デュアル通信 １号 

３年３組 氏名 橋本百花 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

4 月 18 日（火）第 1、2 回 
・ジャムに使う甘夏を切る作業 
最初は遅かったけどだんだん慣
れてきて速く切ることができまし
た。 
★初めてのデュアルはとても緊
張しました！ 
優しく教えていただき安心して
作業をすることができました。 

5 月 23 日（火）第 6 回 
・フードコンテナを洗う作業 
午前から午後まで洗う作業をやっていた
ので腰が痛かったです。 
★まだ言われたことしか仕事をすること
ができてないので次からは自分で仕事
を見つけて積極的に働こうと思います。 
次回も頑張ります。 

 

5 月 2 日（火）第 3、4 回 
・かんころに餡子を入れて団子
を作る作業 
何度やっても綺麗な形にならな
かったり餡が中から出てきたりし
ました。 
★作業中川元さんと楽しく会
話をすることができました。 5 月 16 日（火）第 5 回 

・たばこの葉の脇目取りと薪を
運ぶ作業 
脇目取りは腰がとても痛くなり、
薪運びは腕が痛くなりました。 
★仕事のきつさ、身体にどれ
だけ影響を与えるかを体験で
きる一日でした。改めて仕事
は大変だなと感じることがで
きました。 

 フードコンテナ 

安納芋
で、で
きた餡
子 



真鳥餅店 デュアル通信 １号 

  ３年 ３組 氏名 宮本栞翠  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１８日（火） 第１回 

●かんころ餅の粉落としや包装の作業

をしました。商品の出来上がる工程を

一つ一つ素早く丁寧に行っており、その

大変さを実感することができました。自

分たちが包装したものが商品になるの

で素早く丁寧に行いました。 

 
４月２５日（火） 第２回 

●かんころ餅の整形や粉落とし、床そう

じをしました。午前中は、かんころ餅の

整形を何個かさせて頂き、午後からは

大掃除をしました。床についた餅や汚れ

をキレイにとることができました。 

 
５月２日（火） 第３回 

●かんころ餅を蒸す工程（熱処理）と、

金属探知機などをしました。衛生面や

安全面について従業員の方に質問をし

たり、商品の名前や値段を、プリントに

詳しくまとめることができました。 

 

５月９日～２３日（火） 第４・５・６回 

●ところ天の泡とり作業、紅白の餅の

袋詰め、洗いものをしました。ところ天

の泡とりは、固まる前に表面に浮いた

泡をすべて素早くとらないといけないの

でとても細かい作業で難しかったです。 

 



（有）テル鮮魚 デュアル通信 １号 
                      ３年２組４番 氏名 草加 竣介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１８日（火）第１回 

○窓ふき  ○溝・床掃除 
○商品運び ○真空パック 
初めての仕事でとても緊張しました
が、従業員の方々が優しくて安心し
ました。溝や床掃除は、すごく大変
でした。床や溝がきれいになって達
成感がありました！ 

４月２５日（火）第２回 

○窓ふき   ○アジの頭取り 
○真空パック ○かまぼこシール張り 
アジの頭を取る作業は、正直最初は気持ち悪いと思
いながら作業していたが、作業に集中していくうち
に気にならなくなり、スムーズに取れるようになり
ました。かまぼこの真空パックで真空漏れがあった
ので丁寧に作業してミスなくしたいと思いました。 

５月２・９日（火）第３・４回 

○あおさ詰め 
○配達 
○釜洗い 

○窓ふき 
○真空パック 
○シール張り 

かまぼこの真空パックで最後の一つで集
中力をきらしてしまい、真空漏れを一つ
見逃してしまいました。なので、最後ま
で油断せずに作業しようと思いました。 

５月１６日（火）第５回 

○窓ふき ○商品運び 
○カマスの真空パック 
カマスの真空パックでは、カマスを
いれる作業に苦戦し、真空を時間内
に全て終わらせることができません
でした。なので、時間をつねに意識
しながら作業し、時間内に間に合う
ようにしたいと思いました。周りの
人に迷惑をかけないようにしたい！ 


