つくば市内の小中学校でキャリア教育に取り組むきっかけを作って
いくキャリアパスポート事業。3 年間経済産業省の事業として試行
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を重ね、本年度からはつくば市の事業として展開しています。「おし
ごとタイムス」では、モデル校での取り組みの様子をお知らせして
いきます。
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子どもたちにキャリア教育を！！
小学校では、3 年生が地域学習やスーパーや農家・工場・消防
署などの仕事を学ぶ社会科の単元と合わせて、様々な仕事につい

ト事業｣
｢キャリアパスポー
今年度のモデル校

て見聞を広げています。ご家族など身近な人の仕事についてイン
タビューもしています。
中学校では、各校 2 年生で実施してい
る職場体験学習に加えて、企画から出店・
収支決算まで実施するビジネス体験に
よって、社会や経済の仕組みや、お客様
に対して働きかける気持ち、組織で取り
組む意味などの気付きから、職業観を涵
養することを目指しています。

・ 高山中学校
・ 筑波西中学校
・ 谷田部東中学校
2 年生

12

日（土）

!!

月

２階クレオ前広場
光のメリーゴーランド横

・ 桜中学校

クレオスクエアに桜中のお店が出現します

12 月 13 日 （土）
10 ： 00 開店
15 ： 00 閉店 （予定）

・ 谷田部小学校
・ 田水山学校
・ 作岡小学校
・ 島名小学校
・ 菅間小学校
・ 真瀬小学校
・ 二の宮小学校
3 年生

13

モデル校の中学２年生のプログラムでは、自分たちで販売する
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商品や提供するサービスを企画・準備をして、実際に地域のイ

筑波西中

ベント等に出店する『ビジネス体験』を実施しています。今年
度はこれまで、二つの学校が地域のイベント会場の一角をお借
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りして、出店をしました。今号では、その様子をレポートします。

10 月 11（土）・12 日（日）につ

谷田部東中

くばカピオで開催された「第５回
つくば産業フェア」に出店！！
１学年６クラスある谷田部東中で
は、夏休みにクラスの枠を超えて

衛生的に食品製造するために、材料だけでなく、バ
ンダナやマスク、手袋等を準備しました。大きな鍋も
調達し、いよいよ商品作りです。
おにぎりは作
ってから２時
間で売り切ら
なければなり
ません。
時間との勝負
です！！

し、そこで検討されたアイデアをもとに、クラスご
との出店商品を決定しました。

1

夏休みワークショップと企画決定
ワークショップを重ねるごとに情報収集も進み、

鍋が大きいから、
ちょっと時間かかるかも…

試作にもチャレンジして、クラスに分かれた時の
活動のもとになる企画になりました。

仕上げに
卵黄をぬって
おいしさ
アップ！

そこで練られた企画を全体で発表した後、クラ
スで話し合って、出店する商品が決定しました。
10 月 11 日（土）の出店
３組

豚汁・飲み物・駄菓子

５組

タピオカ入りジュース・クッキー

６組

ホットドック・ジュース

10 月 12 日（日）の出店
１組

団子・スィートポテト・飲み物

２組

チョコバナナ・飲み物

４組

豚汁・おにぎり

手作りの食品を製造・販売するためには、守らない
といけない多くのことがあります。検便をし、所定の
手続きを踏み、約束事を守って初めて出店することが
できます。こういった手続きを経験することも、社会
の仕組みを知る一つのきっかけになります。

当日までは、クラスごとに「代表」
「人事」
「会計」
「生産」
「調達」
「販売」
「宣伝」と役割分担をして、準備を進めました。

商品を作る係、販売を考える係、各
係からの報告を受けて全体を考える
係、とどれもクラスのお店にはなく
てはならない重要な役割です。「誰
に」
「何を」
「いくつ」
「いくらで」
「ど
のように」売るのか。試作などで様々
なことを確認し、修正を加えていく
ことが重要です。

「11 月だから温かい物が売れそうだね」

実際に売る商品を、いよいよ製造・製作します。お
客さんに認めてもらえる商品を予定通り準備するため
に、みんな真剣です。
量が多いか
ら味噌をと
くだけでも
大変！

商品を買ってもらって、「ありが
とう」と言われるとうれしいな！
クーラーボックスを
お金の管理は 使って商品管理。商品
最後まで気を を提供するには、見え
ないところでの努力が
抜かずに。
必要です。
多くのお客さんにす
ばやく対応し、全ク
ラス完売！！

完売おめでとう！

ミサンガは時間をか
けてコツコツ製作

「レシピは？自分たちだけで作れるのかな・・・」
A

栗おこわ・おでん

B

豚汁・カップケーキ

C

コッペパン・ミサンガ

イベントを盛り上げるアイデアとして、
D バルーンアート・紙芝居・ちんどん屋
の 4 つの企画が決まりました。

実行委員会が企画をみんなの前で発表し、それぞれ
やりたい企画のグループのメンバーになり、いよいよ
学年全体で出店に向けて活動をスタート。レシピをよ
り具体的に考え、いざ試作へ。
大根の面取りは手間がかかる…

集めた情報や試作を
もとに、作る量やそれ
にかかる費用、販売価
格を決定。宣伝のため
の看板や商品説明の
POP、会計の準備など、
本番までラストスパー
トです。

4 「秋の北条市」 出店
いよいよ出店当日。イベント会場に到着し、主催者
への挨拶も済ませ、いざ販売開始。

2 準備、 試作 ・ 試食

うまく焼き上がったかな？

180 個の栗剥き。
根性です！！

調理途中でブレーカー
が落ちるなどのハプニ
ングもありましたが、
それを乗り越え、納得
いく商品ができました。

アイデアをまとめて、モノを売るという企画として、

「つくば産業フェア」は二日間で４万人以上来場す
る大イベント。多くのお客さんを前に、いざ販売開始。
商品やサンプル、POP をきれいに配
置。いよいよ開店です。

お客さんとのお金のや
りとりを間違えず、売
上げをしっかり把握す
るのは意外と大変。ハ
プニングも想定して、
やり方を考えます。

情報収集をしながら、様々なアイデアを検討しました。

4 「第５回つくば産業フェア」 出店

2 準備、 試作 ・ 試食

3 商品製造 ・ 製作

1 実行委員会でのワークショップ＆企画決定

3 商品製造

アイデアワークショップを開催

11 月 1 日（土）に筑波山麓の北条
商店街で開催された「秋の北条市」
に出店！！
ビジネス体験のための実行委員会
を発足し、アイデアを検討しなが
ら、出店商品を決めました。

実際に作ってみ
ると、味はもち
ろん、レシピの
改善点や作る時
間・必要な材料
など、様々な確
認ができます。

地域のコミュ
ニティ誌「か
わら版。」に掲
載する記事も
作成！！

イベントスタッフ 「つくば産業フェア」では、ゴミ収
集やアンケート回収など、７種類の
体験
仕事で主催者のお手伝い
をしました。
子どもたち
クイズラリーに に大人気の
参加する人に、 マスコット。
問題用紙を配布 中に入るの
します。
は大変！？

まずは開店準
備から。看板
やPOP、商品
を配置し、自
分たちのお店
を作ります。
道行く人にお店を
お客さんを待たせないように…
宣伝。この日は国民文化
焦らず、間違えないように…
祭の初日。まちは賑わい
をみせていました。
開店と同時
に行列ができました。
大盛況です。
バルーンアート
も大好評。なか
なか慣れた手つ
きです。

完売おめでとう！

5

お客さんの出足も好調で、開店
して２時間後の 12 時前には商
品は全て売り切れました。嬉し
い反面、「もっと用意しておけば
よかった～」という声も多く聞
かれました。でもそれはやって
みて分かることです。

振り返り授業

それぞれのクラスやチー
ムの収支を集計・発表し、
当日を振り返りながら原因
と結果、途中で改善したこ
となどを振り返ります。

手元にあるお金と売上
記録がぴったり合うとこ
ろはそうそうありません。
それ以外にも「こうすれ
ばよかった」ことがたく
さん。
“やってみた手応え”
を感想から読み取ること
ができます。

これまで、キャリアパスポートを使って「おしご
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と」の授業と体験をしたモデル校の子どもたちが、
まちなかや旅行に出かけた先で色々な「おしごと」
を発見し、キャリアパスポートに書き込んでレポー
トしてくれました。昨年度、調べてきてくれた「お
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しごと」をご紹介します。

～マークの見方～
♪：その仕事を見つけたきっかけ
調べようと思った理由など
◆：仕事に就いた理由
◇：仕事の内容・お客さん
◎：仕事をするために必要な勉強
★：楽しいところ・難しいところ
警察官
♪おまわりさんや警察の人がカ
ッコイイと思うから。
◇泥棒や交通事故の被害にあっ
た人から話を聞き、事件･事故
の捜査をする。
パトロールを行う。
落し物をした人・拾った人に
対応する。
◎法律の勉強が必要。

消防士
◆人の役にたつ仕事をしたかったから。
◇火事現場で火を消したり、逃げ遅れた人を助ける。
火事の原因を調べ火災予防に役立てる。
けがをした人や、病気になった人を病院に運ぶ。
学校や工場などで避難訓練など火の消しかたを教えている。
建物の点検。
◎体を鍛え、専門学校へ行き、資格を取る。特殊訓練を受ける。
並木小5年

結婚式スタッフ
◆楽しくて、やりがいのある仕事だから。
◇結婚式の運営のお手伝い、花嫁さんの
支度のお手伝いなど。
★お客さんへの接客が難しく、重い荷物
を持つこともあり大変。
花嫁さんのお手伝いが出来ること、い
ろんな人に会えるのは楽しい。

並木小5年

宅配便の受付
◆荷物を受け取る人が「あり
がとう」と言ってくれるか
ら。
◇荷物を預かり、配達する。
★毎日色々な人が会えるのが
楽しい。
地図を覚えるのは大変。
桜南小4年

並木小4年

「『日本の道百選』を歩く会」と筑波東中
昨年度までのモデル校であった筑波東中学校では、地域のイベント「日本
の道百選を歩く会」のお手伝いをしながら、地域の物産を販売するという、2
年間取り組んだビジネス体験の経験を活かし、独自の取り組みとして継続し
ています。今年の「『日本の道百選』を歩く会」は 9 月 14 日（日）。生徒の
有志が集まって、イベントのスタッフと、筑波山神
社境内での物産店を分担。物産店では、筑波北条米（コ
シヒカリ）と筑波山限定販売「つくばうむ」、そして
10 月発売を先行して「つく葉っ茶」を販売。生徒
たちの元気な声や説
明に促されて、立ち
寄っていくイベント
参加者や観光客が続

phot o
モデル終了校でも
独自の取り組みを
継続中です

き、売り上げも上々！

発

行

つくば市教育委員会

問合せ先（受託コーディネータ）
(有)つくばインキュベーションラボ
TEL 860-5188
FAX 858-8777

＜担当：島袋・布施・倉賀野＞

mail

tcpp@tincl.com

