「つくば市キャリアパスポート事業」の中学校２年生のプログラムで
は、各モデル校の取り組みの総まとめとして、お互いの体験を発表し
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合う、「ビジネス体験発表会」を開催しました。
今号では、その様子をお伝えします。
２００９年２月３日（火）、「市民ホー
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ルとよさと」に、つくば市キャリアパス
ポート事業の今年度のモデル校である、
桜中・高山中・筑波西中・谷田部東中の
４校の２年生が集まりました。その中で、
ビジネス体験プログラムを行った３校が
発表をしました。また、中学生の発表に
対して質問や講評をいただくために、企業からの講師もお招きしました。

出店した
イベント・場所
左上：産業フェア
（谷田部東中）
右上：クレオスクエア
（桜中）
左 ：北条市
（筑波西中）

オリエンタルモーター株式会社
矢崎 泰仁 さん
江口 正剛 さん
竹田美沙子さん
所 在 地：つくば市東光台
（2009 年 5 月つくば事業所操業開始予定）
事業内容：精密小型モーターの製造販売

江口さんからは、自動改札機など、
自分たちの生活の身近なところで、
オリエンタルモーターの製品が活躍
しているなどを例に、会社の事業内
容の説明がありました。また、地域や社会への責任を果
たし貢献している取り組みとして、霞ヶ浦の清掃大作戦
などの紹介がありました。

株式会社 つちや
深谷 慶仁 さん
所 在 地：つくば市稲荷前
事業内容：団体向けユニフォームのデザイン、
企画、立案、製造、販売

深谷さんからは、会社のものづくりへの姿勢
とともに、環境に配慮した商品開発の事例等
の紹介がありました。また、企業活動と学校
での取り組みを重ね合わせ、取り組む意欲の
大切さについて、お話しいただきました。

入社３年目で、茨城県出身の竹田さんからは、会社
での具体的な仕事内容の紹介や、仕事を通して感じ
ていること、心がけていること、責任とやりがいに
ついて、実体験を通してお話しいただきました。また、
学生時代の経験と今の仕事との関りを紹介しながら、
興味のあることに挑戦していくことが大切だとアド
バイスをいただきました。

子どもたちのキャリア教育には、 企業 ・ 職業人の方々のご協力が不可欠です！
市内中学校では、多くの方々のご協力をいただきながら、
「仕事」に関する様々な体験・取り組みを行っています。
ビジネス体験
自分たちで企画・準備
をして、地域のイベン
ト等で出店・販売をし
ました。

職場体験
地域のお店・事業
所の仕事を手伝
い、働く体験をし
ました。

その他、 学校に講師を呼んで講和を開催するなどの取り組みも行っています。

企業訪問
東京にある会社などを訪
問し、インタビューを通
して、様々なことを学び
ました。
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桜中
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2008 年 12 月 13 日 （土） に、 クレオスクエア前の広
場に出店しました。 当日の映像を交えながら社長を務
めた生徒が発表しました。 最後には出店後に学校に
届けられた一通の手紙を紹介してくれました。

社長として全力を尽くそうと思っていましたが、
全体を見て事をうまく進めることは思った以上に
大変でした。たくさんの人の協力で、当日は予定
通りの商品を並べることが出来ました。

出店計画
出店時期が 12 月という季節感、 つく
ばクレオスクエアという出店場所から
「どんなものが売れそうか」 「お客さん
に喜んでもらえる企画は何か」 など、
活発な意見がでました。

1 組 ： チョコバナナ , ポップコーン , 飲み物
2 組 ： 焼きおにぎり , クレープ , ホットドック , 焼き鳥 ,
ペットボトルを使ったボウリング
3 組 ： けんちんうどん , いなり寿司 , 手作りクッキー ,
飲み物

自分たちでつくる商品は
試作 ・ 試食
複数のレシピを調べ、 その
中から候補を選んで試作 ・
試食を繰り返しました。
↑うどんは麺が命。
当日の製造工程に
１番合う麺を探りま
した。

←どうやったらお
客さんに温か
い商品を提供
できるのか、
様々な方法を
試しました。

自分たちの行動・取り組み
が感謝されるとうれしいね。

桜中に届けられた
お手紙から
先日、筑波西武入口前のボ

当日の様子

部
谷田中
東

イベント会場内での出店でないため、
お客さんや販売場所の雰囲気を想像することが
難しく、 不安だらけのスタートです。
↓手際よく麺をゆがきます。
お昼時は大忙しです。
↑ポップコーンは香
りと音でもお客さ
んに楽しんでもら
いました。

↑クッキーはクリスマスの
時期に合わせてかわい
くデザインしました。

↓小さい子からお年寄りま
で、 「おいしい」 「トッピ
ングがきれい」 と喜ば
れたチョコバナナ。
←小さな子供たちは楽し
そうにボウリングをし
ていました。 場を盛り
上げられたかな？

出店して気づいたこと
・ 担当間でもっと話し合っておけばよかった。
・ 予想以上に袋を必要とするお客さんが多く、 商品を
入れる袋を用意しておくべきだった。
・ 販売数を減らさずに、 もっと作っておけばよかった。

お客さんが欲しいと思うものが何
かを第一に考え、販売する商品を決
定しました。想像以上に商品を用意
することが大変で驚きました。

会計では、スムーズにお金と
商品の受け渡しができるように
チェック伝票などを準備しまし
たが、当日、お客さんがたくさん並んで待ってくださって
いたため計算をあせってしまい、残金と伝票に食い違いが
出てしまいました。将来、店を持ちたいと考えているので
この経験はとても勉強になりました。

「お兄ちゃんたちと遊び
たい」と言っています。
あまり中学生と触れ合う機

ウリングコーナーにいた中学 会のない子供や親にとって、
生の男の子たちによくしてい 本当に良い経験ができてあり
ただき、本当にありがとうご がたかったです。またいつか
ざいました。二人とも楽し
機会がありましたら、参加
かったようで、あの後も何度 させていただきたいと
素晴らしい
も「またボウリングをしたい」 思います。
プレゼンテーシ
ョン
でした！

←クレープの生地は自分たちで
焼くことに。 試作を繰り返し、
技術を習得していきます。

2008 年 11 月 1 日 （土） の北条市に出店した体験
や職場体験、 企業訪問の様子と感想を、 スライド
とビデオを使って紹介してくれました。

感
想

商品の準備が最も大変で、特に販売数や材料を決めるの
に時間がかかりました。
この体験を通して仕事をすることの楽しさや、物を売る
ことの難しさを改めて知りました。職場体験では分からな
かった「全て自分たちで計画する」という経験をこれから
の生活に活かしたいです。

桜中出店の内容

筑波
西中

・売れるかどうか不安だったけ
れど当日になると行列のでき
るクラスもあり、とてもうれし
かったです。
・忙しかったけどとても充実し
た一日でした。
・値下げを考えたクラスもあっ
たけれど、その日の様子を見て
予定を変えるのはとても大変
でした。
・このビジネス体験で、一つ一つ
の小さな仕事でも責任を持っ
て行動するということが重要
だということや、販売の仕事の
楽しさを学びました。

飲食店では注文をとったり運んだりするだ
けでなく、野菜の下ごしらえや皿洗いもしま
した。販売以外では、保育所や筑波山神社の
巫女、車の整備の仕事も体験しました。
どの事業所でも仕事をしていく上での厳し
さややりがいについてのお話を聞き、一生懸
命働く姿に感動しました。

感
想
これらの活動を通し
ていろいろな人と触れ
合い、たくさんのこと
を学ぶことができまし
た。自分が将来立派な職業人になる基礎
を養うことが出来たと思います。

「東京企業訪問」 「ビジ
ネス体験」 「職場体験」
の３つの体験を振り返り、 将来の自
分の夢や生き方について考え、 後
輩に伝達していくための集会を行い
ました。 その中で、 大学生２人を招
き、 パネルディスカッションを行いま
した。
大学生から中学生へ
夢の実現についてのメッセージ
・まず自分の夢を具体的にイメージ
し、どうしたらその夢に近づける
かを考えること、努力していくこ
とが大事だと思います。
・勉強はとても大切です。でも、そ
の他にやろうかどうか迷っている
ことがあれば、とにかく一度やっ
てみてください。また違う自分を
発見できるかもしれません。

講師からの質問
Ｑ： ビジネス体験のなかで一番嬉しかったことは何ですか
谷田部東中 ：お客さんから「ありがとう」と言ってもらえたこと
筑波西中

：お客さんの笑顔が見られたこと

桜中

：ボウリングに参加してくれた男の子のお母さんか
ら、後日手紙をいただいたこと

Ｑ： ビジネス体験が成功した理由は何だと思いますか

2008 年 10 月 11 日 （土） ・ 12 日 （日）
につくばカピオで行なわれた 「第 5 回つくば産業フェア」 に出店し
ました。 当日までの様子をスライドで紹介してくれました。
また、 1 月 22 日 （木） に 2 人の大学生を招いて開かれた “体験
を将来の夢につなげよう集会” の様子をビデオで紹介しました。

感
想

事前に訪問する企業について調べ、質問内容
や時間に余裕を持って行動できるよう計画を立
てました。
訪問した食品会社で、食品偽装問題について
どう思うかと質問をしたところ「仕事は信頼が
大事、その信頼を失うようなことはあってはな
らない」と話してくれました。
また、ある会社では「現状に満足せずにより
良いものを開発する」という話を聞き、私たち
も今の生活や学習状況を振り返り、気持ちを引
き締め、あるべき
理想を求めて努力
していこうと思い
ました。

谷田部東中 ：アクシデントに対してもチーム
ワークで乗り越えられたから
筑波西中

：商品が季節に合っていたことと、宣

桜中

：みんなで協力してまとまれたから

伝を頑張って人を集めたから。

感
想
・３つの体験で得
た達成感やチー
ムワークを色々
な場面で活かしていける
ように努力したいです。
・パネルディスカッション
では、自分の考えた事を
相手に伝える大切さを学
びました。とても大変だっ
たけれど、その分、達成
感を味わえたことで自分
に自信が持てました。ま
た違うことに挑戦してみ
ようと思います。
・今迷っていることは積極
的にやっていきたいと思
います。

講 評
～自分に磨きをかけることは社会に貢献することにつながる～
（株式会社 つちや

深谷さんより）

企画から販売、決算までをするのはとても大変だったと思います。
また製造から販売までを一貫してやる会社は通常少ないので、みなさん
がそれを短時間で経験されたことは素晴らしいことです。

（オリエンタルモーター株式会社

矢崎さんより）

成功の理由として「チームワーク」や「協力」という言葉がでました。
今のような経済危機を乗り越えるためにそれらはとても大切だと感じて
います。今回の経験は将来きっと役に立ちます。
商売は繰り返しなので、例えば、一つの商品を作ってそれが売れたか
らといって放っておくと売れなくなってしまいます。そうならないよう、
「うまくいったこと」「失敗したこと」は何かをよく分析することが大切
です。その結果をもとに、次の機会に活かしていくことが商売では重要
なのです。
今回経験した企画立案する楽しさを忘れず、自ら提案して仕事を進め
ていく人になって欲しいと思います。

これまでの３年間のモデル校で、キャリアパス
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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。

大工さん

みそ ・ しょう油屋さん

◇家が欲しい人に家を作ること
◆父親が大工だったから
＊大工さん・事務員さん
★家が完成したとき / 法律が厳
しくなってきたこと

◇スーパーなどへ販売するみそやしょう油を造る
◆おいしいみそやしょう油を造りたかったから
＊みそ・しょう油を造る人、それを売る人
★スーパーで買ってくれたお客さんが「おいしい」と
いってくれるとき / 機械の使いかたが難しい

並木小 4 年

並木小 4 年

公設市場で働く人
◇魚屋さんやおすし屋さん、
スーパーなどに魚を売る
◆父親がやっていたから
＊魚の専門家
★色々な人に毎日会えるこ
と / 魚の種類が多すぎる
こと
上郷小 5 年

旅館の仲居さん
◇若い人から外国の人まで、色々なお客様が来る
調理場、案内、お料理を運ぶ人、お風呂を洗う人など
様々な仕事を分担している
＊男性も女性も、様々な年齢の人が働いている
★いろいろな人に会え、お客さんに喜んでもらえると嬉
しい / 言葉遣いなどマナーを守らなければならない
桜南小 5 年

図書館で働く人 （司書）
◇赤ちゃんからお年寄りまでの人々に本の貸出・レファレンス ( 質問に答える )・
リクエストのあった本の注文をする
◆本が好きで人にサービスする仕事がしたかったから
＊本に詳しい人が働いている
★お客さんに「ありがとう」といわれること / たくさんの本の中から注文する本を選ぶこと

並木小 5 年

公務員 （パスポートを作る人）
◇パスポートが欲しい人にパスポートを発行する
◆みんなに安心して外国にいってもらうための仕事だから
＊市役所で働く人たち
★お客さんがいろんな話をしてくれること / 大事なものを作るのですごく気を遣うところ
並木小 5 年

ガス管理会社

～マークの見方～

◇東京都内に住む人々へ都市ガスを安全に供給できるように管理する
◆会社が大きく安定しており、給料が高かったから
＊たくさんの人が働いている (1 万人程 )
★たくさんのお客様に接したこと /24 時間ガスが停止しないように
管理すること
並木小 4 年

発

行

つくば市教育委員会

◇：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
★：楽しいところ/難しいところ

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

