市内の中学 2 年生は、毎年職場体験学習を
行っているのに、なぜ、それ以上？ ～体験を子どもたちに～
まず現実社会の中での体験を増やすこ
と、その中でより主体的な経験をするこ
とで世の中の仕組み（経済や法律、契約
など）を理解すること、仕事やビジネス
をすることの面白さ（やり方次第で結果
が変わること）を知ること、そして信頼、
協力に基づいた組織や社会（責任と分担）
を理解するためです。
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皆さんにお願いです
子どもたちに機会を与えてみませ

vol.4

んか？大人が怖がっていては、子ど
もたちにやってごらんとは言えませ
ん。大人は大人同士で連携して、大

今回出店した地域のイベントは…

事にいたらないセーフティネットを

＜筑波東中＞

張って。皆さんの見守る目と気持ち

「日本百選の道を歩く会」

が、子どもたちにとって、とても有

職場体験でも、そのような機会を与え

（つくば市商工会主催）

難い贈り物になると思います。

日時 : 2006 年 9 月 17 日

ていただいていますが、受け入れ先の都
合もあり、できることに限りがあります。
「ビジネス体験」では、自分たちが主体
ですから、やりたければ際限はありませ
ん。困難や障害をどうやって克服してい
くかも自分たち次第です。

出店場所 : 筑波山神社随身門脇

今年のビジネス体験の中
で子どもたちが、実際に
皆さんからいただいたご
協力を、文中でご紹介し
ています。

対象者 : 参加者や一般の観光客
＜並木中 ・ 高崎中＞

「つくば産業フェア」
（つくば産業フェア実行委員会主催）

「つくば市キャリアパスポート事業」では、モデル校の中学 2 年生に、

日時：2006 年 10 月 28 日 ( 並木中 )
2006 年 10 月 29 日 ( 高崎中 )

自分たちで企画・準備をして、地域のイベントで出店・販売をする「ビ

出店場所 : つくばカピオ屋外テント

ジネス体験」を実施しています。今号ではその様子をお伝えします。

対象者 : 一般来場者

企画を
考える

自分たちは何を売るのか？夏休みを利用してアイデアを
出し合うワークショップを行い、 販売商品を決めました。

どんな商品があるのか、その
イベントや季節に合った商品
は何なのか。自分のアイデア
だけでなく、周りの人からの
情報収集も行いました。

この前食べたあれ、
おいしかったな～
アクセサリーとか作ってみたいな

？？

う～ん思いつかないなぁ…
イメージがわかないな…
誰かにきいてみよう

最初のワークショップでは、
自分たちがお店を出すイメージ
ができずに戸惑う姿が見られま
したが、ワークショップを重ね
ていくうちに、積極的に意見を
出す子どもたちが増え、クラス
で出店する商品を決めるときに
は、多くのアイデアが出ていま
した。

これけっこう有名だから
売れるかも
そっか～そんな
アイディアがあったかぁ。
じゃあ それを一緒にやろう！

さまざまな
アイデアが出ました !!
・スイートポテト
・つくばのブルーベリーを使った
手作りジャムやクッキー
・カイロ入れ
・ビーズのアクセサリー
・木酢液・竹酢液
・焼き餃子
・ジャガバター ・今川焼き
・筑波山名物「がまの油」
・おいしいお茶のサービス など

ワークショップで出た
アイデアを検討中

販売商品決定 !!
販売希望商品が重なっ
たらドラフト会議を実
施して決定しました。

みんなで吟味します
自分たちで作れるの？
どうやって手に入れるの？？
準備が間に合うか？
ホントに売れるの？？
採算がとれる？

ガ～ン
？？

!!

手作りの食べ物は簡単には
売れない！
保健所から許可が出ないかも。
検便が必要！？（-_-:)
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準備する

計画を立てる
vol.4

販売商品が決まったら、
係決めを行い、 役割分担を明確にしま
す。 売り上げ目標を立て、 出店に向け
みんなで知恵を出し合い、 工夫します。

筑波東中「筑波のいいもの探し」

【販売商品】

1 組…干し納豆、おたちあい（最中）

並木中「並木ストリート」
1 組「並平カンパニー」
駄菓子の詰め合わせ、

２組…あんドーナツ、飾り炭

事業計画を立て、
いざ準備が始まると、 再度検討
が必要なことや情報が足りないこ
とに気づきます。 足りないことを
埋めていきながら、 その都度相談
して決断します。 本番も近づき，
徐々に焦りも出ます。

３組…つくばうむ、マドレーヌ

当日、上手くお茶を
入れられるかな…
お茶の入れ方
講習
よし！
格安で
提供するか！！
仕入れた商品を売
り切れるように頑
張ります！！

ビーズアクセサリー
２組「なみきんぎょ」
金魚すくい

売り上げ目標と原価の見直し

高崎中「高崎屋」

↓

1 組「UNITE CAFE」

メロンパン、ミサンガ、
キーホルダー、
飲料販売 ( 紅茶 )

２組「ニクミノワガシヤサン」
お団子・大福
今川焼き、缶入りお茶、

各クラスとも個性的な看板に
仕上がっています
お店のレイアウトに
必要なものが出てきた
みんなに声をかけて集めよう

４組「和ごころ」

飲料販売 ( 抹茶 )、くじ引き

団子はどう準備し
てお客さんに渡せ
ばいいだろう…
こんなふうに
すると売れるよ

【役割分担】

作り上げます。

大きな声を
出そう

準備の過程で
気づいたこと

瞬く間に商品が
売れてしまった

予想しない出来事が
次々に起こりました！
さぁ、どう対応する？

会場内を
移動販売だ

きれいにレイアウト
したのにお客さんが
気付いていない

追加発注できる
か確認だぁ

時間がない、
値下げだ

事業計画を変更

歩く会にて筑波北条米
を販売する筑波東中生

クラスごとに係を決めます

課題
情報収集
手作りの商品の値段はこれでいいかな？
↓

いろいろな人に聞いてみよう

チョコレートなどを
販売する並木中生

頑張っているから
買っていこう！

↓

よし、この値段で売れそうだ！

他にも様々なハプニングがありました

代表
スケジュール管理
クラス別及び
学年全体の調整役

宣伝係

デザイン係

人事係

会計係

仕入数･価格の決
定,商品仕入交渉,
手配,準備

ポスター
チラシ
看板製作

店内レイアウト
POP製作
飾りつけ

当日の人員配
置･ローテー
ション決め

会計方法の決
定,お金の管理

生徒たちの

感想

仕入れ係

最初は、 コンビニや 100 円ショップで商品を仕入れる、 と
いう意見が出ましたが、 お店に商品が並ぶまでの過程を知る
ことで、 少しでも仕入れの値段を下げる工夫をしていました。
また、 商品の売り方も 「“おまけ” を付ける」 と簡単に考え
ていたのが、 それにかかる費用の大変さに気づき、 商品の
売上げを計算したり、 事業計画を立て直したりしていたのが
印象的でした。

追加注文に
対応しましょう！！

レイアウト変更！
思い切ってもっと
前に出そう

○○は準備 OK・△△は買おう

駄菓子 ( チョコ・ゼリー )

役割分担をして一つのお店を

自信があったのに
商品が売れない

↓

お団子・大福・お汁粉

たくさんの準備が必要！！

決断
修正

準備

↓

ピーナッツ

イベントに出店するためには、

つり銭が無くなった

他のクラスで
両替してもらおう

お茶の試飲をお客さんに
すすめる高崎中生

茶葉の販売（日本茶）

３組「今ピー～高崎の味～」

茶葉の販売 ( 紅茶 )

会場へ
届けてあげる

もう少し収益を上げる方法を考えよう

お煎餅

３組「並木カフェテリア」

出店当日。
店内を飾りつけし、 準備した
商品をセッティングしたら、
いよいよ販売を開始です。

会場までの運搬手
段をどうしよう…

仕入れ数や売値はこれでいいのか？
飾りつけや包材にもお金がかかるぞ

４組…山芋まんじゅう、北条米

↓

パン、カルメ焼き

実行する

試飲用のお茶を
入れる急須が
割れちゃった…

経費に
ひびく…

最初は何をしたらいいか分からず戸惑ってい
た子もお客さんと触れ合っていくうちに積極的
に行動するようになっていました。 たくさん声
を出しても売れないときは商売の難しさを知
り、 売れたときは楽しさを知ることができたと
思います。声を枯らすほどに宣伝活動を行い、
完売したときはこちらも嬉しくなりました。

時計がなくて
時間がわからない

先生 !
教えて
下さ～い

コーディネーターより
ビジネス体験プログラムを始めてみると ,「何をやらされるんだろう･･･」
という雰囲気に満ちており、「何をすべきか」と主体的に考えている生徒は、

自分が働くことで、人の役に立てたこ
とがうれしかった。今度は自分たちで
作ったものを売ってみたい。

働くこととは、人とコミュ
ニケーションすることだ
ということを知りました。

中学生としてではなく、一人
の人として商売をしてみたく
なった。

分かりやすく商品の説明をすることが
大切だと思った。お客さんは、納得し
たら購入してくれることが分かった。

体験したこと全部！！
が面白かった。

いろいろな反応や、言葉をか
けてくれる人がたくさんいて、
とても安心しました。

殆ど見られません。情報を集めたり、具体的に考えようとしても、「誰かがや
多くの方々に
ご協力をいた
だきました。
ありがとうご
ざいました。

るんだろう」と思っているようです。しかし本番は着実に近づき準備不足で
も幕は開きます。焦りと不安が伝わってきました。
体験に正解はありません。けれど、そのためにやったこと、決めたこと、
「もっ
とやっておけば…」「こういう準備をしておけばよかった…」といった意欲か
ら反省・後悔まで、そういう思いを感じるためにも、体験が必要だと思います。

昨年度、３年生のとき、キャリアパスポート
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を使って「おしごと」の授業と体験をした今鹿
島小、上郷小、沼崎小、桜南小、並木小の４年
生が、夏休み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

vol.4

でレポートしてくれました。ご紹介します。

工務店で働く人
◇道路を作ったり道路の中にガス管や水道
を通す作業。図面も書く。
作業中に大怪我をしてしまうこともある
ので神経を使う。
◎一級土木施工管理技師、一級管工事施工
管理技師などの資格が必要。
クレーン車やショベルカーなど色々な運
転の勉強も必要。
沼崎小4年

お好み焼き屋さん（大阪にて）
♪関西に住んでいたときによく行っていた。
◇お好み焼きをお客さんの前で焼く。
◎お店で働くようになって三ヶ月ぐらいは、
開店前・閉店後の時間に混ぜ方、焼き方を
教えてもらう。美味しくできるようになっ
て、試験に合格したらお客さんの前で焼く
ことが出来る。
桜南小4年

児童厚生員（児童館）
◆身近にある大切な仕事だから。
◇遊びに来た子供がけがをしないように見守った
り、一緒に遊ぶこと。
◎工作・図画のほか、児童心理学、児童教育学な
どの勉強。色々な人と仲良くなること。
並木小4年

環境に優しいプラスチックの研究をする人
◆色々な化学の実験が好きで、研究をやってみた
かったから。
◇様々な原料から実験をして性能のいいプラスチ
ックを作っている。それを論文にして発表する。
◎理科と算数と英語の勉強。いつも「なんだろ
う」ということを考えていくことが大切。
並木小4年

神主さん（三宅八幡宮）
♪おじいちゃんが神主で、将来巫女さん
になりたいから。
◇お宮さんのお守りの授与・お掃除。
神社のものを守る。祀りことをする。
お参りに来た人にご祈祷をする。
◎神職の学校へ行って資格を取る。

工場で働く人

スーパーで働く人
◇レジ接客、店内商品整理、
笑顔でお客様をご案内する。
◎お店には色々なお客さんが
来るので人間性を豊かにす
ること、たくさん本を読み、
知識・創造力などを豊かに
することが大事。
桜南小4年

♪工場のことが知りたか
ったから。
◇DVDレコーダーのハー
ドディスクの読取装置
を作る。
そのための新しい機械
を購入し、設置する。
◎英語が読めるようにな
ること。工具が使える
ようになること。

桜南小4年

～マークの説明～
♪：その仕事を見つけたきっかけ
◆：仕事に就いた理由
◇：仕事の内容
◎：その仕事をするために必要な勉強

並木小4年

●最初は戸惑いが先行し、どう取り組んで
いいのか分からずに自分たちから関わ
（ 大学生サポータ ーよ り ）
ろうとしなかった子どもたちが、徐々に率
先して企画を引っ張っていった過程に
は、短い間ながらも目に見える成長があ
り、私自身やりがいを感じることができま
した。子どもたちが、今回の体験を「貴重
で楽しいものだった」と思い出に残しても
らえれば、とても嬉しく思います。

編集後記

発

行

事務局

●サポーターとして関わった最初
の頃は、子どもたちとの接し方
にかなり困りました。しかし回を
重ね少しずつ子どもたちとコ
ミュニケーションをとれるように
なり、イベントでの出店の時に
は、子どもたちと一緒にそれま
での成果や喜びを感じられて
嬉しかったです。

つくば市キャリアパスポート事業推進協議会
つくば市教育委員会 つくば市経済部産業振興課
つくば市市長公室 ㈲つくばインキュベーションラボ

phot o

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
＜担当：島袋・布施・鈴木＞

TEL：860-5188 FAX：858-8777
mail：tcpp@tincl.com

