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「アメリカで夏に人気のあるアルバイト」   

国際交流員 ローラ・リー（アメリカ） 

 

多くのアメリカの学生たちは、ちょうど今、夏休みの半ばを過ごしています。夏休みを利

用して、たくさんの学生がアルバイトをしています。アルバイトの条件によっては、中学生

も夏にアルバイトすることができます。今回のＣＩＲレポートでは、アメリカで夏に人気の

あるアルバイトを紹介したいと思います。 

まず、中学生でもできる、人気の仕事はベビーシッタ

ーです。この仕事の内容は、仕事をしている両親や外に

出かけている両親の代わりに、子供の面倒を見たり、宿

題の手伝いをしたり、ご飯を食べさせたり、問題を起こ

さないようにみたりすることです。日本では、あまり身

近にベビーシッターを見ることはありませんが、アメリ

カではベビーシッターに責任感を与えることと、両親が

子供を預けて自分がやりたいことができるということで、

ウィンウィンの状態になっています。  

次はライフセーバーです。ライフセーバーになるには、 

１５歳以上であることと、研修に合格することが必要です。

ライフセーバーになったら、サマーキャンプ、海、水泳プ

ールなどの大きい湖があるところで、溺れている人たちが

いたら、助けて命を救います。 

 

最後はキャンプリーダーです。キャンプリーダーは

多くの子ども達に手工芸、カヤック、その他の屋外活

動を指導・統率しないといけないので、キャンプリー

ダーの年齢は必ず１５歳以上です。キャンプリーダー

になったら、いつも子供達と交流するので、リーダー

シップのスキルを得るだけではなく、忍耐力、適応性

などを身に付けることができます。 

この他、プール掃除や芝刈りなど様々なアルバイトがありますが、先に紹介した３つのア

ルバイトは特に夏休みの学生達に人気です。 

皆さんは学生時代に、アルバイトの経験がありますか？ 

 

 



Popular Summer Jobs in the U.S. 

 

 

Many American students are in the middle of summer vacation. Lots of students use 

summer vacation to take on part time jobs. Depending on the job requirements, those as 

young as middle school students can also do the work. For this CIR Report, I’d like to 

introduce some popular summer jobs in the U.S.. 

 

The first job that is popular and can be done by middle 

schoolers and up is babysitting. Contrary to the name, 

the job entails watching over children, tutoring, 

feeding them, and making sure they don’t get to any 

trouble while their parents are out at work or enjoying 

a nice time out. The practice has not caught on in 

Japan, but the U.S. has embraced this job in order to 

instill responsibility for babysitters as well as give 

parents a break from watching their kids.  

 

Second job is lifeguarding. The requirements for becoming 

a lifeguard include being 15 years and older and passing a 

training course. Once the person has become a certified 

lifeguard, they can work at summer camps, beaches, 

swimming pools, and any other place that has large bodies 

of water and needs someone to save others if the need 

arises. 

 

The last summer job I’d like to introduce is a camp 

counselor. The age range of camp counselors tend to go 

from at least 15 years or up as they must instruct children 

and lead them in activities such as crafts, kayaking, and 

other outdoor activities. Those who take on the role as 

camp counselor not only gain leadership skills but also 

patience, flexibility, and perseverance among some traits as they must constantly 

interact with little children. 

 

There are many other jobs outside of these including pool cleaner and lawn mower, but 

these three are most prevalent especially during summer vacation. What summer jobs 

did you do during your student days? 


