「つくば市キャリアパスポート事業」の小学校３年生のプログラムで
は、市内の全小中学校を結ぶテレビ会議システムを使って、モデル校

2009.2.23

同士でお互いの取り組みを発表し合う「体験交流テレビ会議」を行っ
ています。今号では、その様子と発表内容をお伝えします。

よう

多くの仕事に触れてみ
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「まわりの人の仕事を調べてみよう」
子どもたちが、身近な大人に、仕事の内容やその仕事に就いたきっかけ、
仕事をしていて「大変こと・つらいこと」「楽しいこと・うれしいこと」な
どをインタビューをします。普段の生活の中ではあまり触れることのない
話題に、子どもたちは興味津々です。話す大人にとっても、自らの仕事を
見つめ直す機会にもなります。

「おしごと見学会」
工場や農園、お店などに見学に行き、仕事をしている
方にインタビューをします。普段は見ることのできない
仕事の現場を見て、仕事をする側の視点から話を聞くと、
新たな発見がたくさんあります。

いてみよう

仕事をしている人に聞

カメラの向こうに
伝わるように！

他の学校の発表に
興味津々

平成 20 年度のモデル校７校が、３グルー

体験交流
テレビ会議

プに分かれて、それぞれのお仕事見学会な
どの体験を発表しました。
各学校の発表内容をご紹介します。

菅間小学校

島名小学校

伊藤製鐵所

カドヤ（スーパー）

タカキベーカリー（パン工場）

筑波ハム（工場＆レストラン）

ＴＸつくば駅

消防士（防災教室）

田水山小学校

真瀬小学校

カスミ（スーパー）

農家
美容室 MRM
日産自動車販売店

中央図書館

ウエルシア（ドラッグストア）

家の人の仕事調べ
飲み物の卸売
レストラン
美容室・保険

作岡小学校
ブルーベリー農園
芝農家
レースばと
谷田部小学校
しいたけ栽培農家
花栽培農家

カスミ（スーパー）
リトルマーメイド（パン屋）
ＴＸみどりの駅
二の宮小学校
やおかね（食料品販売店）
農園
カスミ（スーパー）
今回、子どもたちが発表した企業・事業所
以外にも、多くの企業・事業所の方々に「お
しごと見学会」にご協力いただきました。

体験交流テレビ会議では、見学先の

2009.2.23

「おしごと先生」にインタビューして

「おしごと先生」から聞いた、仕事を
していて楽しいこと・うれしいこと

きたこと、自分たちで気づいたこと

「おしごと先生」から聞いた、仕事を
していて大変なこと・つらいこと

などを、様々な工夫を凝らして発表
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いろんなお店で聞いてきたよ

おしごと見学に行って教えて
もらったり、自分たちで気づいたこと

しました。

おしごと見学に行って
びっくりしたこと
見学に同行したサポーターからの
コメント

大きな工場をみてきたよ

島名小の発表の様子
工場の発表では、原料や工程を
写真で紹介し、商品を見せながら、
分かりやすく説明しました。
スーパーの発表では、クイズを
交えながら進め、見ている人の興
味を引き付けていました。

菅間小の発表の様子
空き缶や廃材などの鉄くずを鉄筋
に作り変えるリサイクル工場を見
学してきました！
働いている人達は、安全のために
ヘルメットと軍手をしているん
だ。僕たちも見学のときにヘル
メットをかぶったよ。
この工場で作った鉄筋はつくばエ
クスプレスの駅や六本木ヒルズに
も使われているんだって！

パンを作る工場を見学し
て、パンをこねる体験も
してきました。

「パンができるまで」をオリ
ジナルすごろくで発表。他にも、
カルタ・クイズ・インタビュー
形式で発表するなど工夫がいっ
ぱい。クイズ形式の発表では、
相手の小学校の子どもたちが元気よく答えていま
した。

パンの生地を丸くする
のは見ていると簡単そ
うだけど、挑戦したらとても
難しかったようです。人が食
べるものを作る場所だから、
ていてとてもきれいでした。

二の宮小の発表の様子

ブルーベリー園を見学しました。
インタビューでは、一本の木から
約 5kg の実が採れることなど、様々
なことを教えてもらいました。
頑張って育てたのに木が枯れたり、
ブルーベリーの食べ残しがあると
悲しい気持ちになるそうです。
「美味しい」と言ってもらったり、
ブルーベリーについて教えて欲し
いといわれると嬉しいそうです。
木を植えてから実がなるまで 3 年もか
かるんだって！
ブルーベリーが食べられるようになる
まで時間がかかるんだなぁ

谷田部小の発表の様子
しいたけの栽培の
工程の説明やシクラ
メン農家さんから聞
いた話を、絵や写真
を使って、分かりや
すく発表しました。

スーパーほど大きくは無
いけれど、1000 種類もの
商品があり、どの商品を
お店に置いたら喜んでも
らえるかをいつも考えて
いるそうです。
食材が美味しかったと
いってもらえることが嬉
しいそうです。

工場の中は衛生面に気をつけ

子どもたちが使っているプレゼンテーションソフト（ス
タディノート）や機材を使いこなし、スムーズに発表する
ことができました。
調べていないことを質問されても、自分たちが調べた中
から関連していることを伝えようと頑張りました。

広い農園に行ってきたよ

地域に密着した食料品販売
店に見学に行きました！

農園に行って、畑やビニールハ
ウス、トラクターなどの大きな
機械を見せてもらいました！
大切に育て
た野菜の収
穫が楽しみ
だそうです。
大雨などで野菜がだめに
なったときはとても辛い
そうです。
学校の何倍もある広い農園な
のに、少ない人数で仕事をし
ているなんてすごいなぁ！

しいたけ栽培農家で、植菌や収穫体験をし
てきました。椎茸が大きく育つための温度
管理されたハウスにも入りました。
ここで作った椎茸は給食でも使われて
います。みんなが食べていることを思
うと嬉しくなるそうです。
きれいに収穫することが大事だけれ
ど、それが難しいそうです。
給食で食べていたことを知ってビックリ！

近くにこのようなお店が
あって、とても便利です。

商品はお客さんが買いや
すいように工夫して並べ
ているんだ！

買い物ゲームを通し
て食材について学習
したよ。

お店の中の段差を減らし
たり、点字ブロックを設
置したり、介助を頼むた
めのインターフォンを設
置したりと色々なバリア
フリーがありました！

魚、野菜、果物を切
る包丁はそれぞれ切
りやすいように形が
ちがっていたよ。

慎重に選んで、「意外とかたくて採り

いきなり畑に種をまくので
はなく、最初はビニールハ
ウスで種を育ててから植え
替えるんだって！

にくいものだなぁ」と言いながら採っていま

最初は農家の仕事が嫌い
だったのに、今はすごく好
きになっているそうです。

ちが収穫したしいたけ

した。農家の方がしいたけを時間をかけて丁
寧に栽培している様子を
見聞きしたので、自分た
も、とても大切に扱って
いる姿が印象的でした。

インタビューしてきた内容
を、おしごと先生の服装や使っ
ている道具を再現して、時々
劇風にアレンジしながら発表
しました。自分たちも楽しみ
ながら元気いっぱいでした。

自動車販売店に行き、車を販売する人、整備をする人、営業に回る人など、
色々な役割の人にインタビューをしてきました。
売るだけでなく、その後も整
備などのサポートをしている
んだね。

仕事の役割によって、販売の人は
スーツにネクタイ、整備の人はつ
なぎ服など服装も違っていたよ。

真瀬小の発表の様子
発表する仕事の数が多かったが、
プレゼンテーション用ソフト（ス
タディノート）を使って、イラス
トなども描き、分かりやすく発表
しました。

こんなところでも
インタビューしたよ

防災教室で、消火器の使い方や煙体験をしました。
消防士さんに、お仕事についても聞いてみました。
火災を少しでも食い止められたときや、防
災教室を開くことで少しでも火災が減って
くれると嬉しいそうです。
ヘルメットと消防服を身に着けてみたら、
とても重くてビックリ！

しいたけは、山に行って採ってくると
思っていたよ。
収穫体験では、どれを収穫するのかを

田水山小の発表の様子

スーパーに見学に行ってきました。バックヤードなど、
普段は見ることのできない場所を見学させてもらい、
肉や魚を加工したり、お惣菜を作ったり、といった様々
な仕事と働く人に出会いました！

つくばエクスプレスのみどりの駅で、駅員さんの仕事と安全のた
めの工夫やバリアフリーの取り組みについて、聞いてきました。
大きな駅なのに、
たった 2 人で仕
事をしているん
だ！

色々な人が安全で快適に移動できるた
めに、エレベーターがありました。車
椅子で車両にそのまま乗るためのドア
がありました。

お客さんの笑顔がとても
嬉しいそうです。

酔っ払いの人は困
るそうです。

つくば駅からみどりの駅までの区間を電車で移動しました
が、電車に乗った経験がほとんどない子どもたち。準備した

作岡小の発表の様子
プレゼンテーション用ソフト
（スタディノート）を使って、お
しごと先生へのインタビュー内

お金で１人ずつ切符を購入。間違えて払い戻しを体験した子ども
や、自動改札を通過するときに、「閉まったらどうしよう…」と足
早に通過する子どもがいました。
約 10 分間の車中では、電車の窓から

容を、細部に渡って丁寧に説明

見えるものを調べました。普段よりも

しました。写真では、見ている

高い目線でまちを眺めて、「あ！駐車場

人が分かりやすいように、発表

が見える」など発見したことを声に出

内容を指し棒で示しています。

しながら課題に取り組んでいました。

これまでの３年間のモデル校で、キャリアパス

2009.2.23

ポートを使って「おしごと」の授業と体験をした子
どもたちが、今年度、まちなかや旅行に出かけた先
で「おしごと」を発見し、レポートしてくれました
のでご紹介します。小学校４年生から６年生まで、
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様々な場面で、多くの職業に出会いました。

～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
◇：仕事の内容・お客さん
◆：仕事に就いた理由
＊：どんな人が働いているか
◎：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

広告代理店で働く人
◇依頼主に代わって新聞広告・TV コマーシャルやポスターを作る
◆自分が作ったものが形になって、やりがいがあると思ったから
＊カメラマン、デザイナー、コピーライター、営業マン
★ロケと取材 / 依頼主が求めるイメージをどのように工夫してデ
ザインするか
並木小 4 年

総合商社で働く人
郵便配達員

◇お客さんはアメリカ人
◆海外に出て働きたいと思ったから
＊外国人も日本人もいる
★英語が話せるところ /（海外には）日本人には分か
らない歴史と文化があるところ

◇全国から郵便局に届いた手紙を車や
バイク、自転車に乗って届ける
◎地図を見ることが得意になること
体力をつけること

並木小 6 年

谷田部小 4 年

クリーニング
宝石店で働く人
◇学生からお年寄りまで幅広い世
代のお客様へ宝石と時計の紹介
◆知り合いに勧められて
＊時計を直す人・指輪を作る人・
ネックレスをつなぐ人
★お客さんに買ってよかったと
言われたとき /
お客さんの
気持ちをつかめ
なかったとき
並木小 4 年

◇ホテルや病院で使ったシーツやゆかたなどを洗ってアイロンをかける
◆仕事場が家の近くだから
＊配達する人、洗濯をする人、アイロンをかける人
★仕事の友達と 10 時と 15 時にお茶を飲むこと / シワの無いようにアイ
ロンをかけること
筑波小 5 年

山小屋の管理人
♪尾瀬の山小屋に行ったとき
◇山登りに来る人やハイキングの好きな人、山の写真を撮りに来る人
のために部屋の掃除や食事の準備、泊まりに来る人のお世話をする
◎自然を大切にする勉強 / 自然についてもっと知ること /
怪我や具合の悪くなった人の手当ても出来るようになるとよい

並木小 6 年

スポーツインストラクター
◇ダイエットをしたい人や筋肉をつけたい人の
運動メニューの作成とトレーニングをサポートすること
◆トレーニングが大好きだから
＊体のことを良く知っている人、トレーニングが大好きな人
★色々な人と会話ができる / トレーニングの考え方が難しい

これからも、また新たな
おしごと先生を見つけたら
インタビューしてみよう！！

筑波小 5 年

発

行
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