つくば市キャリアパスポート事業では、家族や「お
しごと先生」から仕事について聞いたり、実際に体
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験してみたりと、仕事に接する機会を増やそうとし
ています。そして、様々な仕事に触れながら、子ど
もたちが自分の夢をじっくり育ててくれることを、大人になることが楽しみ
になることを、見守れる地域であることを願っています。２年目の進め方は、
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モデル校の先生方の希望やアイデアによって、バラエティが出てきました。

小学校

1

子どもたちにとって最も身近な職業人モデルである、担任の先生
にも「おしごと先生」になっていただきました。「なぜ、いつ頃、
先生になろうと思ったの？」という質問に、子どもたちは興味津々。
様子を見にいらした校長先生にも、質問させていただきました。

まち探検

自分たちが暮らしている｢北条｣のまちのこ
とをよく知ろうと、まち探検に出かけ、そ
こで調べたことを発表しあいました。

２

授業参観で発表会！！

平成 18 年度のモデル校でもあった
北条小学校では、地域で働く人た
ちと連動したキャリア教育プログ
ラムを実施しています。そのプロ
グラムの様子をご紹介します。

4

おしごと調べ

将来の夢、仕事について考
え、「ゆめチャレンジシー
ト」を保護者の方々と一緒
に作成しました。実際に子
どもたちが書き込んだ内容
の一部をご紹介します。

キャリアパスポートを使って、身近な人
のおしごと調べを行い、様々な仕事につ
いて知りました。詳細はおしごとタイム
ス 3 号をご覧ください。

3

おしごと先生からのお話

自分たちの身近な人から、仕事につ
いて色々なお話を聞きました。

こんな職業の方の話を聞きました！
ものづくり、移動販売
工務店、食堂で働く人、介護士
保健の先生

感想
私が生まれるずっと
前から、 おばあちゃ
んが頑張っているの
がわかった。
いつも仕事が大変そうだけど、 大勢の人に
会えることが楽しいというのが分かりました。
大変な中にも楽しみがあることを知り、 私も
とてもうれしかったです。

ゆめチャレンジ
シート作成

サッカー・野球・バレーボールなどのスポーツ選手
お笑い芸人、宇宙飛行士、看護士、盲導犬の訓練士
パティシエ、イラストレーター、など･･･

あこがれ
目標とする人は？
ゆめ ・
しょうらいの仕事
好きなこと
ほしいものは？

できること
がんばっていることは？

やってみたいこと
行ってみたいところ？
恐竜、ＤＳのソフト、など…

ただいま作成中 !!

お父さん、お母さん
松坂大輔（野球）
インパルス（お笑い芸人）
など…
鉄棒、水泳
縄跳び、勉強
など…
ディズニーランド
（アメリカ）
中国、ハワイ
など…
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1

中学２年生が取り組む職場体験学習の希望体験先
について各校で伺うと、中学生の視野に入ってい
る職業のバラエティがわかります。最近は、パティ
シエや、トリマー・獣医などの動物関係の仕事に
人気があるようです。会社員や公務員など、組織
に属して仕事をするというイメージはまだ持ちに
くいようです。

回りのモノを例にしながら社会の
仕組みについて学び、「働くこと」
「仕事とは」について考えました。

実際に仕事に携わっている
方々から、仕事のやりがいや
喜び、大変さなどの話を伺い
ま し た。普 段、働 く 姿 を 見 る
機会の少ないものづくりに携
わる人や、人のために働くサー
ビス業の方など、多くの職業
に触れました。

３

感想

職業人講話

高校

平成 18 年度のモデル校でもある筑
波東中学校では、キャリアパスポー
ト事業のビジネス体験プログラム
等を活用しながら、様々なメニュー
によるキャリア教育に取り組んで
います。そのプログラムの内容を
ご紹介します。

キャリアパスポートを使った授業

キャリアパスポートを使って身の

２

中学校

「ものを作る職業」
米づくり、花づくり、パンづくり
醤油づくり、自動車整備、IT

お話を聞いた職業
「サービスを売る職業」
「人のために働く職業」
救急救命士、福祉施設職員、小児外科医
人権保護 NPO 法人代表、保育士
ホテルマン、など

４ 職場体験学習

ビジネス体験

2006 年 9 月 17 日に行われた「日本の道
百選を歩く会」に自分たちで準備したお
でなく、イベントスタッフとして商工会
の方々の仕事を手伝いました。詳細はお
しごとタイムス 3・4 号をご覧ください。

2006 年 11 月 16・17 日の二日間、周
辺の事業所で、実際に職場に立ち「働
くこと」を経験しました。

ファッションセンターで職場体験をしました。 お客さんとしてみる
とお店の人たちは同じ作業を繰り返しているだけに見えますが、
すごく大変な作業でした。 お客さんの見えないところで仕事をし
ている職員の方達の苦労が良く分かりました。 職場体験で分
かったことは、 仕事をすることは楽ではないが、 誰かのために
働いている喜びを実感できるものだと感じました。

５ ドリームマップづくり

講師よりメッセージ

職業人講話やビジネス体験、職場体
験などを通して体験したことを踏ま
えて、自分の将来について考え、そ
のための道筋を描いたドリームマッ
プを発表しました。

みんなでドリームマップ発表会！！

1

“多世代コミュニケーション力をつける” “社会に認められるアピール法” など

２
３

講師よりメッセージ
不安は混在しているが、 誰もが歩
いてきた、 歩いて行く通過点であ

４

みんな、様々な夢や希望を発表
してくれました。夢は一つだけ
でもなく、変更もできます。今
回作成したものに追加や上書き
をしながら、ドリームマップを
描き続けていくことを願うとと
もに、「今、取り組むことは何な
のか」「なぜ、学ぶのか」を考え
ながら成長していって欲しいと
思います。

ととるかである。 チャンスなら成し遂

人生設計のイメージ

ターゲット理解
セルフプロモーション

具体的な企業を例に挙げ、その企業を分析し、意見
交換を行いました。キャリアパスポートなどを使っ
て、自己アピールするための素材も整理しました。

げるために準備を万全にしよう！
やっただけ結果は返ってくる !!

0

9.5%
10.8%
62.2%
25.7%
37.8%
5.4%
21.6%
18.9%
5.4%
17.6%
33.8%
16.2%
12.2%
18.9%
28.4%
4.1%

いきなり挨拶態度へのお
叱りから始まった実習で
したが、 生徒達は熱心
に講師の方の話を聞い
ていました。

自分の人生設計をイメージし、自分の魅力
を整理して、自分を相手にどう伝えていく
かを考えました。

今は、 実感がないなかでも期待と

不安がある
幸せになりたい
適職に出会いたい
金持ちになりたい
人に感謝される仕事がしたい
できることを増やしたい
可能性に挑戦したい
親孝行したい
早く自立したい
家庭を築きたい
夢がいっぱい
厳しいと思う
期待がいっぱい
社会を動かすような仕事がしたい
有名になりたい
世界で活躍したい

他者からみた自分

自分自身を評価するシートに記入したもの
と、他人が自分を評価したシートを見比べる
ことで、自分自身で理解している自分と、他
人が見る自分の差を知り、その差を埋めるた
めにどうするかを考えました。

他人から見た自分と自分が思う自
分のギャップに戸惑い、 周りの自
分に対する意外な評価に驚いてい
る様子も見られました。

Q：将来について

自己理解とコミュニケーション

自分の強みを知り、それを伸ばすことの重要性を理解しました。

る。 問題はチャンスととるかピンチ

感想

店を出店しました。また、出店するだけ

ホテルと旅館の違いを知りました。 旅
館は日本文化を多く取り入れているそう
です。 また、 気をつけている一番のこ
とがサービスではなく、 お客様の安全
ということに心動かされました。

モデル校であるつくば工科高
校では、働く目的・自分の個
性を大事にした主体的な進
路、仕事の選び方についての
考え方を知り、就業イメージ
を膨らませながら人生設計が
出来るよう、体験学習を実施
しました。そのプログラムの
様子をご紹介します。

高校生には、「セルフプロモーション」のための実習プログラムを提
供しています。適職に出会うためのセルフプロモーションの方法だ
けでなく、仕事に就く経済的な動機や人生設計についても触れます。
年収、持ち家、子どもの学費など、具体的な数字をあげていくと、
親の有難味がわかろうというものです。
実習を終えた時のアンケートでは、どの実習内容に対しても、「むず
かしい」けれども「必要だと思った」という声が多く聞かれました。

30%

将来の自分をイ
メージすることは
難しかったようでし
たが、 イメージす
ることで、 子ども
を育てる苦労を理
解するきっかけに
なったと思います。

60%

アンケート
結果より

生徒たちの
感想
自分という人間に向き合え
た気がする。
信頼は自信へと変わるとい
うことを知ることができた。

社会のことももっと見てい
かないといけないなと、
少し反省させられました。
自分のことをここまで真
剣に考えたのは初めて
だったので、面白かった。

平成17年度にキャリアパスポートを使って
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「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でレポート

vol.5

してくれました。ご紹介します。

薬剤師さん

お医者さん
♪お医者さんの仕事をよく知りたかったから。
◇病気で困っている人の話を聞いたり、診察し
たりして、治療が必要かの判断をする。
病棟では、入院している人を治療する。
ガンなどの手術もする。
◎心技体、全てを一生懸命学ぶ。
沼崎小4年

介護士
◆保育士の資格を取ったが、保育士の人
数が多く老人介護をする人が少なかっ
たので、老人介護を選んだ。
◇食事やトイレ、入浴のお世話。散歩や
一人で出来ないことのお手伝い。
◎老人ホームなどのボランティアに参加
する。介護福祉の学校へ通う。
桜南小4年

♪お母さんが前、病気になって薬を飲んでいた。
「つくばちびっ子博士」で行った企業で、薬が
出来るまでを勉強して興味を持ったから。
◇お医者さんが出した処方箋の薬を作る、市販の
薬を販売する。
◎理科や身のまわりの生き物に興味を持つこと。
桜南小4年

～マークの説明～
♪：その仕事を見つけた
きっかけ・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
◎：その仕事をするため
に必要な勉強

歯医者さん
◆小さいとき虫歯が
多く、みんなの虫
歯を治してあげた
いと思ったから。
◇口の中の病気や虫
歯を治す。
◎色々なことを幅広
く勉強すること。
並木小4年

保育士
♪将来の夢だったので、どうすればなれるの
かなど、保育士のことをもっと知りたいと
思ったから。
◇お母さんとお父さんが朝早くから夜遅くま
で働いている家の子供と遊ぶ。
◎ピアノを弾けるようになる。
歌を歌えるようになる。
子供と一緒に仲良く遊べるようになる。
試験があるのでそのための勉強。

お家の仕事
♪いつも学校へ行っている間、家で何
をしているのか疑問に思ったから。
◇掃除、洗濯、買い物、ご飯作り、お
菓子作りなど。
◎学校の勉強をしっかりする。料理教
室に行く。
並木小4年

並木小4年

編集後記

●この「おしごとタイムス」に、表現し
たいことを凝縮するのも大変でし
(大学生サポーターより)
たが、仕事という答えのないこと
について子どもたちの学びのサ
ポートをすることも、とても大変で
勉強になりました。今回私たちが
関わったことが、子どもたちの将
来の選択肢を拡げる手助けに
なっていたらいいなと思います。

発

行

事務局

●この半年間、子どもたちと一緒に様々な
場所へお仕事を調べに行きました。肉屋
さん・工場・コンビニ・スーパー・和菓子屋
さん、などなど・・・。大学生になって、10
年分の社会見学をしたみたいです（笑）。
日常では見ることの出来ない店舗の裏
側も見ることができ、子どもたちと一緒に
新発見をし、感心したりと、私自身も非常
に楽しかったです。

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

