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6 月 13 日(火) 第 7 回 
かぼちゃの出荷調整、ブロッコリー
の育苗箱の清掃をしました。たくさ
んのかぼちゃをダンボールの中に入
れ長崎の方など色んな場所に出荷さ
れることが分かりました。 
1 つ 1 つ時間がかかる作業だが意味
があることを理解してこれからも頑
張っていきたいです。 

6 月 27 日(火) 第 8 回 
かぼちゃの出荷準備、きゅうりの収穫

をしました。数え切れないほどのかぼ

ちゃを何箱も作っていろんな場所に出

荷されると感じた。きゅうりの収穫

は、とても暑かったけど生産者の努力

があって消費者が食べられていると思

いました。 

 

7 月 11 日(火) 第 10 回 
誘引作業と事務の仕事をしました。 

午前中は誘引作業をしました。途中

で雨が降って大変だったが頑張るこ

とができました。午後は事務の仕事

で書類の整理を行いました。 

たくさんあり、何だか分からなかっ

たけど、まとめて見やすくなり作業

がうまくいきました。 

～前期まとめ～ 

 前期のデュアル活動が終わり野菜の収穫や誘引作業などいろんな体験を

させてもらいました。初めてのことばかりで、どのようにしたらいいのか

分からなかったけど大谷さんや従業員の方々に自分たちができるまで丁寧

に分かりやすく教えてもらい徐々に慣れていくことができました。 

 反省点は積極的に自分から仕事を見つけて動くことができなかったこと

や作業に対する働きが遅かったことです。 

 後期のデュアル活動もあり文化祭に向けての商品開発なども入ってき

て、まだしたことのない作業も経験すると思うので新たな気持ちで頑張っ

ていき、前期ででてきた反省点の自分から仕事を見つける。作業に対する

動きが遅いので早くする。この２つをしっかり改善していき後期のデュア

ル活動も頑張っていきたいと思います。 

 

 

 

 



さざなみ農園 デュアル通信 第２号 

              ３年 ２組 １３番 渡 翔太 

      

                               

     

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 13 日（火）第 7 回 

午前中は、ニンニク堀りを

し、堀ったニンニクの皮を剥

く作業をしました。その作業

が終わった後、昼食まで食品

の整理をしました。午後から

は、少し離れた畑に行って石

拾いをしました。 

 

７月１１日（火）第１０回 
この日の午前中は、鶏の処理を

しました。今回は、鶏を丸ごと一

匹袋詰めをして、真空パックをし

ました。その後、段ボールにオス

とメスに分けて、詰めました。昼

食前に少しエサ作りをしました。

午後は煮た鶏の骨にくっついた身

を取る作業を少しして、エサ作り

をして、エサをやる作業をして、

終わりました。 

～前期まとめ～ 

４月から７月までの前期のデュアルが終わりました。初めの頃は力仕

事が多く重たい荷物が全然持てなくて苦戦しました。特に糞を運ぶ時

は、１袋を持つのに精一杯で、それを１０袋以上運ぶのに結構時間がか

かりました。でも、５月の後半くらいには仕事がスムーズにできるよう

になりました。 

反省点は、人の話をよく聞かずに行動していたことと、何度もミスを

して注意をされ、怒られることが何度かあったことです。今後もこのよ

うなことがないように頑張りたいです。 

後期からは、梶山さん夫妻の話を最後まで聞いて仕事内容を理解し、

自分から積極的に行動してわからないところは質問して行きたいと思い

ました。なので、自分から仕事を見つけるということを頑張りたいで

す。 



6 月 13 日（火）第七回 
・五島巻きを巻く 
・真空（五島一番） 
・商品開発の話し合い 
 初めて五島巻きを巻く作業をしま
した。巻きすだれを使って巻き、ゴ
ム紐で真中を結びました。だんだん
慣れるとスピードを上げて巻くこと
ができました。 
量はとても多かったですが、意外と

楽しかったです。 

(株)浜口水産 デュアル通信 ２号3年2組平野星奈 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 27 日（火）第八回 
・五島巻きを巻く 
・真空 
 五島巻きを、すだれを使って巻く
作業をしました。従業員の方は、素
早くすだれを巻いていました。自分
とは比べ物にならないくらい早くて
驚きました。 
午後に、商品開発の話し合いを少し

だけしました。試作品をまた作ると
言われたので、文化祭に向けておい
しい商品を作りたいと思います。 

 

７月 11 日（火）第十回 
・五島巻きを巻く 
・袋詰め 
・シュリンク 
 バラモン揚げセットの箱を金
属探知機に通し、パッケージを
つける作業をしました。お中元
の季節もあってか、忙しそうで
した。 

同じ作業の繰り返しでしたが、
時間の流れが早く感じるほど集
中できました。 

～前期まとめ～ 

 デュアルシステムは楽しいこともあればきついこともありました。 
真空は背中や肩首がきつかったですが、試作品作りやシュリンクなどの作業は
楽しかったです。真空は私にはとてもきつかったのに、何時間も素早く作業に
取り組む従業員の方々はすごいと思いました。特に、私も一度させていただい
た、ミンチ状にした魚を袋に素手で入れる作業は、冷たすぎて手が痛くなり、
２すくいで限界でした。それなのに従業員の方々は何十回、何百回もすくい入
れていたのでとても驚きました。 
 後半はもっと積極的に動き、自己評価の点数が上がるように取り組みたいで
す。また挨拶や返事もはきはきと自分から行いたいです。 
 後期はもっと忙しくなると聞いたので、今までよりも集中し、少しでも役に
立てるよう動きたいと思いました。楽しいことだけでなく、きつい事もあると
思いますが、一生懸命頑張ります。 



（有）川元農場 デュアル通信 ２号 

 

３年 ３組 ３番 浦田晴斗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７回６月１３日  （火） 
第７回のデュアルシステムは、初め

ての真空パックでした。川元さんにや
り方を教えてもらい、たくさんのかん
ころもちを集中して真空パックにする
ことができました。  
量がとても多くて大変だったけど、

慣れてきたらとても楽しかったです。  

第８回６月２７日  （火） 
午前中は外で畑に肥料をまく作業をし

て、午後はコンテナ洗いをしました。 

今回は川元勇雄さんが入院をしていたの

で、少しでも力になれるように集中して最後

まで仕事を頑張りました。特に畑に肥料をま

く作業はきつかったので頑張りました。 

第１０回７月１１日  （火） 
今回は午前も午後も芋の畑の草取

りをしました。暑くてとても大変でした

が、水分をちゃんと取りながら少しでも

多く草を取ろうと頑張ることができまし

た。だけど、５時間ほど草取りをしても

まだ畑の半分草が残っていました。 

改めて、農作業の大変さを実感する

ことができました。次の日は全身筋肉

痛になるほど大変な仕事でした。 

前期のまとめ 
前期のデュアルシステムで、重いものを運ぶ作業や、畑で中腰になりながら長時間作業をたく

さんしました。このことから、農作業がいかに大変かを実感することができました。 
前期のデュアルの反省点は、気持のよい挨拶とはきはきと笑顔であかるい応対が不十分だっ

たことです。特に疲れている時に元気のない挨拶や返事をすることが多かったです。挨拶や返
事はとても大事なことなのでちゃんとしていきたいと思いました。 
 これらの気づきや反省をいかして後期のデュアルシステムは、どんなに疲れていても元気に挨
拶や返事をして、仕事も頑張り、事業所の力になれるように努力したいと思います。 
 
 

 

 

 



真鳥餅店 デュアル通信 ２号 

３年３組 高村 茂輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７回 ６/１３（火） 
この日は一日中、畑仕事でし
た。紫芋の畑の草取りをしま
した。思った以上に体力がい
る作業だったけど、従業員の
方とお話しながら作業をして
いたので楽しくすることがで
きました。 

 

第１０回 ７/１１（火） 
前期最後のデュアルは洗い物、かんころの

粉取り、餅の袋詰め、ところてんの泡取、

ところてんの調味料乗せをしました。とこ

ろてん作りはとても暑かったけど、従業員

の真剣な顔を見ると頑張れました。 

前期のまとめ 
４月から始まったデュアルも前期が終わりました。はじめての事ばかりで全部が貴

重な体験です。最初は覚えることが多くて大変でしたが、従業員の方々が優しく丁

寧に教えてくださり楽しく働くことができました。 

 前期のデュアルで自分に足りなかったところは、積極性だと思います。自分の中では

しているつもりだけど周りがそう思っていなかったら意味がないので、後期からは積極

的に動くことを意識して頑張ります。また、商品開発では消費者のニーズを考えて良

い商品を作り文化祭で、どこの事業所よりも１番に完売させたいと思っているので従

業員の方のアドバイスを良く聞き、良い商品開発が出来ると良いなと思います。 

 前期は体調を崩して欠席をしてしまったので、後期は欠席をしないように体調管理

をしっかりしていきます。 



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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月１３日（火）第７回 

○窓ふき ○商品運び  

○飛魚のしわけ 
この日は、２週間ぶりのデュアル

でてきぱき働けるか心配でしたが、
そつなく働くことができたと思いま
す。機敏に大量の飛魚をしわけする
ことができたので良かったです。 

６月２７日（火）第８回 

○窓ふき ○商品運び 
○きびなの袋詰め 

午前中は商品運びで、商品を入れ
たり、出したりするのを機敏にでき
たと思います。 

午後はきびなの袋詰めでゴム手袋
が破れており、その破片を探しなが
ら袋詰めする作業が大変でした。小
さい破片が見つかった時はとても嬉
しかったです。 

前期を振り返って 
 テル鮮魚さんの商品は無添加なものばかりで、商品の数も多く、ほとん
どの作業工程が手作業でそれを少人数で行っていることが素晴らしいと思
いました。 
 ４・５月は、緊張していて失敗することも多々あり、自分から積極的に
動くことができませんでした。一人で心細かったが、事業所の方々はとて
も優しくて安心して、とても働きやすかったです。商品などを運ぶことが
多く腕がパンパンになるときもありました。 
 ６・７月は、緊張もなくなってきて、作業の仕方を自分で工夫できるよ
うになったり、自分から積極的に働けたり、機敏に動くことができるよう
になりました。事業所の方々と進路の話からプライベートな話までいろい
ろなことを話せるようになりとても楽しいです。重たい荷物を持つのにも
慣れ機敏に運べるようになりました。 
 後期は、どうしたら作業しやすいか、どのようにしたら上手くいくかを
常に考えながら作業できるようにしようと思います。事業所の方に一回一
回聞かず自分で判断して働けるようになりたいです。商品開発で、良い商
品が作れるように良い案を出したいです。 

 



 

                  3 年 2 組 12 番 横山 大                

                  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 27 日(火) 第 8 回 
この日はさゆり会の人たちが来て、

商品のラベル貼りの作業を一緒にしま
した。 
仕事を任されて最初は緊張していて

自ら声をかけることができなかったけれ
ど、時間が経つうちにつれて自分から
声をかけることが出来るようになってい
き冷蔵室から商品を率先して取りに行
ったり終わったものを戻しに行ったりし
て責任感を持って最後まですることが
出来ました。さゆり会の人と仕事をした
のは初めてだったのでとても良い経験
になりました。 
 
 7 月 1１日(火) 第 10 回 

前期最後のデュアルで作業は商品の
袋 詰 め ・ ラ ベ ル 貼 り ・ す り 身 を                                                    
せいろうに並べる作業をしました。 
 蒸籠に並べる作業を久しぶりにして
苦戦しましたが途中から慣れてきて最
初に比べてスムーズに行うことが出来
ました。 
 山本社長とも商品開発について話を
しているので企画書に良い商品を書く
ことが出来るように頑張っていきたいで
す。 
 

 

 
(前期まとめ) 
前期のデュアルが終わり、今までを振り返ってみると長いようであっという

間だったなと思います。 
最初は緊張して声も小さく積極的に動くことが出来なかったけれど、半ばから
元気よく返事をすることができ、積極的に動くことが出来るようになったと思い
ます。 
 反省点は、最初に元気な挨拶をすることが出来ず、また自ら進んで動くこと
が出来ませんでした。なので、後期は初めから元気よく挨拶をして積極的に
動くことができるように頑張っていきたいと思います。 
 今後の目標として後期のデュアルまで時間が空くので仕事内容を忘れずに
しっかり覚えておき、作業をスムーズに行うことが出来るようにしていきたいで
す。また、商品開発も控えているので気を緩めずに、どのような商品が売れる
のか従業員の方々にアドバイスをもらいながら、松本君とアドバイスを参考に
意見を出し合いながら良い商品を文化祭で売ることができるように残りの９回
のデュアルシステムを頑張っていきたいです。 



ごと(株) デュアル通信 第２号 

       ３年 ２組 ７番 野口 二千翔 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品開発の話し合い 

６月２７日（火）第８回 
この日は、作業はせずに１日商品開
発について、話し合いました。  

自分たちの作りたいものが詳しく
考えることができたので、よかった
です。色々なアドバイスをしてれた
り、前の先輩たちのことを話してく
ださったので、参考にしながら商品
開発をしていきたいです。  

また、改善をしてよりよい商品が
作れるよう頑張ります。  

 
 

畑の耕運 芋の苗植え 

７月１１日（火）第１０回 
この日は、初めて畑での作業でした。

ＥＭ菌をまいた後に、トラクターを使

って畑を耕しました。そして芋の苗を

手作業で植えました。  

機械を使ってずっと作業していたので

手作業はとてもきつかったです。                     

機械を使う作業は、安全に気をつけ

なければいけないと学びました。  

 芋が育って収穫するまで９０日から

１２０日かかることもわかりました。

収穫が楽しみです。 
 

～前期まとめ～ 

前期のデュアルを終えて、最初はきついことが多かったが、回数を重ねるたび楽し

くて、やりがいを感じることが多くなりました。 

これからは、商品開発にむけて、頑張っていきたいです。 

 返事や挨拶の声がまだまだ小さいので大きな声を心がけるのと、自分から仕事を探

して動けるように頑張ります。教わったことをメモして忘れないようにし、次回のデ

ュアルに活かしていきたいです。 

 これからはもっと積極的に仕事をみつけ、作業していきたいです。文化祭に出す商

品の開発にもアイデアを出し、いい商品が作れるよう頑張ります。 

 



 はまなす デュアル通信 第２号 
                  ３年２組３番 烏山飛翔  

  

         

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期のまとめ 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

6 月 27 日 第 8 回 

・冷凍しているかんころを磨く 

・大豆の選別 
朝からかんころ餅を磨きました。冷たい作
業で手が痛くなったけどすばやく作業がで
きました。  
昼からは倉庫に大豆をとりに行って選別を
しました。こまかい作業で疲れたけど集中
できてよかったです。  

 

7 月 11 日 第 10 回 

・ゴミ捨て 
・米とぎ 
朝からまず、ゴミ捨てを頼まれたのでゴ
ミ捨てに行きました。  
そのあとは、米とぎをしました。米とぎ
は、たくさんの米を一気にといだので、
今まで一番きつい仕事だったけど頑張れ

ました。そのあとは、いつも通りかんこ
ろ餅を作りました。かんころ餅作りは慣
れてきて、多い数を素早く作れるように
なったのでよかったです。  

前期のデュアルを終えて、最初はかんころ餅作りが、すごく大変だったけど今は慣れてきてす

ばやくできるようになってよかったです。そして、かんころ餅作り以外にも色々な仕事もある

ので、他の仕事もすばやくできるようにしたいです。 

 次は、返事をもっと大きな声で言えるようにしたいです。そして自分から動けるようにした

いです。 

あとは、かんころ餅作りを一人でできるようになりたいなと思いました。 

商品開発では、いい商品を作って文化祭でたくさん買ってもらえるようにがんばりたいと思い

ます。                     



自然工房 匠の釜 デュアル通信 ２号 

               ３年３組 ２２番  城谷 祐美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 11 日（火）第１０回 

・ラベル貼り 

今回は、袋と、瓶のラベル貼りの作業を

しました。とても集中力の必要な作業だ

ったのできつかったです。 

袋にラベルを貼るのはした事がありまし

たが、瓶のラベル貼りは初めてしたので

とても緊張しました。  

この日は、商品開発の話を具体的にす

る事が出来たので良かったです。 

 
～前期まとめ・感想・反省点～ 
前期のデュアルでは、頼まれた仕事を集中して行う事ができました。初めてする作

業や、集中力が必要な作業がたくさんあってとても大変でしたが、事業所の方がとて
も優しくしてくれて、会話などをしながら楽しく作業をする事が出来ました。そし
て、分からないことなどは自ら事業所の方に聞くことが出来たので、後期でも分から
ないことは事業所の方に聞いて理解するようにしたいです。  
反省点としては、その日のテーマを意識しながら動く事が出来ていない日がありま

した。作業に集中していると、視野が狭くなり、何かに気づくなどのテーマをあまり
意識できなかったので、後期では、作業に集中しながら常に周りのことにも気を配っ
ていきたいです。  
私は、自分の挨拶や、返事の声がまだまだ小さいと感じたのでこれからはもっと元

気よく大きな声で挨拶や、返事をすることを心がけていきたいです。  
最後に、私はメモをする事が少なかったので、重要なことはプリントの余白にたく

さんメモをとることを心がけていきたいです。  
  

6 月 27 日（火）第８回 

・ 塩のごみ取り 

今回は、塩のごみ取りをしました。いつも

よりごみの量が多くて大変だったけど、そ

の分やりがいを感じることができました。 

この日は、雨が降っていて少し気分が落

ちましたが、最後まで集中力をきらさずに

働く事が出来ました。 



(株)ダイキョープラザ デュアル通信 2号 
 3年3組11番 平古場 翔吾 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期のまとめ 

第 1 回～第 10 回が終わりました。最初は何をすればいいのか分からなく
て指示を待っている時間が多かった気がします。弁当の種類が多くびっく
りしました。しかし今では半分以上の弁当を作ることができるようになり
ました。 

前期を終えて反省点が 2つあります。1 つ目は声が小さかったことです。
「おはようございます」や「休憩に行ってきます」などのみんなに聞こえ
る声は出ていたと思いますが「はい」や「わかりました」などが小さいと
感じました。なのでそこを意識して後期はやっていきたいです。              

２つ目は素早く次の作業に取り掛かれなかったことです。１つの作業が
終わると次の作業に入るのがおそくて「早く次！」と注意されてしまった

ので、後期では 1 つの作業が終わると 2 つ 3 つとどんどん進めていきたい
と思います。 
 後期では商品開発を成功させて、お客様に「おいしい」と言っていただ
けるような商品を作っていきたいと思っています。 

いよいよ夏休みあけから本格的に商品開発が始まるのでしっかり商品開
発の案をまとめておきたいと思います。 

弁当作り     第 10 回 
商品開発の案を伝えました。 
商品の具体的な具材を考えていな
かったのでしっかり決めて商品開
発をしていきたいと思っていま
す。 
ハキハキとした言葉で会話をして
いきたいと思っています。 
いよいよ夏休み明けから本格的に
商品開発になるので考えをまとめ
ておきたいです。 
早く商品化されるように頑張りま
す。 

 

弁当作り         第 7.8 回 

仕事にも慣れてきて、作れる弁当の
数も多くなってたくさん作れるよう
になった。しかし、作った弁当を陳
列するとき、どこに陳列していいか
分からず迷っていたので、不安なこ
となどは積極的に聞けるように頑張
りたいと思った。元気のよい挨拶も
こころがけて頑張りたいと思った。 


