「つくば市キャリアパスポート事業」では、各モデル校の取り組みの
総まとめとして、テレビ会議システムを使った体験交流会を開催し
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ています。今号ではその様子をお伝えします。

えよう

工夫して伝

つくば市立の小中学校は、 テレビ会議システムで
結ばれているのをご存知ですか？
相手がテレビに映っていて、 テレビの上にちょこんと

vol.6

体験交流
テレビ会議

乗っているカメラとマイクが、 こちらの画像と音声をひ
ろって相手側に見せます。 ２つの学校同士だけでなく、複数の学校間で可能です。
広いつくば市のこと、 市内にある学校といっても行き来は難しいので、 同じテーマ
について調べたり、考えて発表し合うのに使われているそうです。 キャリアパスポー
ト事業では、 なるべく多くの仕事のことを知って欲しいと願っていますし、 プレゼン
テーション能力をつけることは今後どんな仕事をするにしても大事ですので、 一年
の総仕上げとして２校か３校間で 「体験交流テレビ会議」 を行っています。

小
学
校

平成 18 年度のモデル校 8 校が、3 グループに分かれて、
それぞれのおしごと見学会などの体験を発表しました。手
づくりのボードなどを使うなど、様々な工夫を凝らして体
験や調べたことを表現し、オリジナリティあふれるやり方
で、元気いっぱい一生懸命発表してくれました。

1
並木小学校
沼崎小学校

Ｑ：醤油はどこで、どのように保管しているのですか？
Ａ：こうじむろというところで、大きなたるのようなも
のに入れて保管しています。
問

「焼いもいかがですか～」 という
な声が響き渡り、 会場を賑わせ
ていました。 焼いもは完売し、
売上金をユニセフに寄付しまし
た。 後日ユニセフから感謝状が
届き、 子どもたちはその感謝状
を手に満足げな様子でした。

・おしごと先生には苦労と願いがしっか

夏休みに並木三丁目商店街のお店
りあるからこそ、おいしい醤油ができ
（パン屋，肉屋，和菓子屋）やコ
るんだなと思いました。
ンビニにおしごと見学に行ったこ ・毎日たくさんのパンを焼くのは大変だ
と、スーパーや醤油工場へ見学に
と思いました。
行ったことなどを発表しました。

「つくば産業フェア」 の会場には
沼崎小学校の子どもたちの元気

感想

並木小学校の発表

沼崎小学校からの質

２

感想

沼崎小学校の発表

・準備は大変だったけど、全部売れて

10 月 28・29 日に開催された「つ
よかった！
くば産業フェア」に子どもた
・買ってくれた人や全ての人に感謝の
ちが学校で栽培したさつまい
気持ちが生まれました。
もを焼き芋にして販売したこ
とを発表しました。
Ｑ：石焼いもの機械は買ったのですか？
Ａ：ＪＡから借りました。

問

並木小学校からの質
つくば産業フェアで焼き芋を
販売している様子 （沼崎小学校）
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桜南小学校
上郷小学校
北条小学校

桜南小学校の発表

ロッカー工場見学の様子
（桜南小学校）

並木小学校と同じく、夏休みに
並木三丁目商店街や周辺のお店
におしごと見学に行ったこと、
ロッカー工場へ見学に行ったこ
とを発表しました。

２

上郷小学校の発表

上郷にどんな名人がいるかを
調べて、本人から取材したこ
とを発表しました。

３

中
学
校

中学生の体験交流発表会では、ビジネス体験や職場体験について発表し合いました。
職場体験については、各クラス 2 名ずつが代表して発表しました。体験した職種は様々
で、やりがいや楽しさを感じたことだけでなく、大変なこと・辛かったことや体験の
中で気づいたことも発表し合いました。ここでは、３つの発表をご紹介します。
幼稚園で子どもたちと遊ぶ仕事を体験しました。

Ｑ：一番売れるパンは何ですか？
Ａ：毎日違ったパンが売れます。

初めは緊張して園児と話をすることができなかっ

問

北条小学校からの質

Ｑ：なぜおもちゃ作り名人を調べようと思ったのですか？
Ａ：昔のおもちゃに興味を持っていて、いろいろ知りた
かったからです。
Ｑ：どのおもちゃが一番おもしろいですか？
Ａ：ぶんぶんごまです。
問

桜南小学校からの質

北条小学校の発表

筑波東中学校
並木中学校
高崎中学校

たけど、絵を描くことでコミュニケーションをと
れたときのうれしさは、忘れることができません。
帰る時、園児達に「もう来ないの？」「また来てね」
と言ってもらい、とてもうれしかったです。職場
体験を通して、働くことの大切さや意味を学び、
ちになりました。（並木中学校生）

などの仕事を体験しました。
仕事は思った以上に大変でした。職場体験の前

Ｑ：移動販売では主に何を売っているのですか？
Ａ：野菜や果物です。

“まち探検”で北条のまちでどん
な仕事をしている人がいるかを
調べて、取材してきたことを発
表しました。

問

上郷小学校からの質

は、仕事はただこなすだけのものだと思ってい
ましたが、お守りを一つ授与するのにも、お守
りを持つ側の願いを届ける役割があり、一つ一

今鹿島小学校
小田小学校
筑波小学校

洋菓子屋さんの

任を持って取り組むという

見学の様子を

ことを、この職場体験を通

寸劇を交えて発表
（今鹿島小学校）

筑波小学校より感想

各校とも様々な工夫を凝らし
た発表で、 見ているほうは画
面に釘付けになりました。 同
じ 3 年生だけど、 別の学校
の 3 年生がどんなことをして
いるのかを知る、 とても良い
きっかけになったと思います。
ＴＶ画面に向かって、 元気良
く手を振る子どもたちに、 こ
れからも色々な経験をし、 お
仕事を知り、 様々な人と出
会って欲しいなと思いました。

２

何もかもが初めてで、全てが大変で
厳しかったけど、とてもやりがいが

じて知りました。

ある仕事でした。（高崎中学校生）

（筑波東中学校生）

平成 19 年 3 月 16 日 10：00 ～ 12：00
つくば市商工会桜支所にて
・小田小学校のことがよくわかってうれしいです。

小田小学校の発表

想

小学校周辺にある「保育所・
郵便局・農協・児童館・小学校」
に行き、そこで働いているお
しごと先生に聞いてきたこと
を発表しました。

３

ろで大変なことがあることを知りました。

おしごと先生シンポジウム開催報告

・詳しくまとめられていて、よく分かりました。
・これからおしごと調べをするときの参考にしたいと思います。

小田小学校の発表の様子

さんが食事をしている最中に空いているお皿を下げるの

たりしないような細かい注意など、普段気づかないとこ

ように気をつけること、責

筑穂地区のお店（洋菓子屋、
IT 企業、美容室、メガネ屋、
コンビニ）に見学に行った
ときのことを、寸劇やクイ
ズを交えて発表しました。

フロアスタッフとして接客の仕事を体験しました。お客

何枚も重ねることによって増えるお皿の重み、音を立て

や、周りに迷惑をかけない

今鹿島小学校の発表

ファミリーレストランで、皿洗いなどの厨房の仕事や、

が特に大変で、片手にトレイを持ったまま作業すること、

つの行動に意味があること

1

今出来ることを一生懸命やっていこうという気持

巫女さんとしてお守りの授与、神社前の掃除

筑波小学校の発表

今鹿島小学校より感

後日、筑波小学校では、
筑波山のホテルへ見学
に行ってきました。大
きな露天風呂や宴会場
をみて、とても驚いて
いました。

お風呂やユニットバスを作っ
ている工場の見学やスーパー
に見学に行って調べたことを
Ｑ：工場の詳しいことを、どうやって知ったのですか？
発表しました。
Ａ：工場に行ったときに聞きました！

問
小田小学校からの質

市内の事業所、つくば市・つく

が必要なときにこそ来て欲しいが、

ば市商工会などの関係機関が集ま

学校の日程と合うとは限らない」

り、今年度のキャリアパスポート

「安全面に配慮し、責任を持って受

事業の事業報告と来年度以降の取

入れるためには、体験させられる

組みに向けた意見交換を行いまし

ことが限られる」などの事業者側

た。本事業のビジネス体験に伴っ

としての考え方を聞くことができ

て、地域のイベントに子どもたち

ました。

が参加したことについては、「賑わ

職場体験の日数を増やそうとい

いと活気を生み出した」という評

う社会の要請に対し、事業所への

価をいただきました。また、今ま

負担を考慮しつつ、子どもたちに

でに小・中学生の見学や職場体験

出来る限りの体験をさせてあげら

を受入れたことのある事業者から

れるような仕組みづくりという来

の事例報告と意見交換では、「労力

年度の課題が見えてきました。

ある事業所では、職場
体験を終えた生徒に「職
場体験修了証」を授与し
ており、とても喜ばれた
そうです。こんな心遣い
がとてもよい思い出に
なりますね。

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
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してくれました。ご紹介します。

スイミングインストラクター

焼き鳥屋さん

♪スイミングスクールに通っているから。
◇赤ちゃんから子供まで、水慣れから泳ぎ方・健
康面の指導をする。事務的な仕事もある。
◎水泳が上手なだけでなく、スポーツ指導員やコ
ーチになる資格をとることが必要。

♪お母さんとお父さんがやっていて、とても
頑張っているから。
◇仕込みをして、焼き鳥を焼き、販売する。
手羽先も揚げて販売する。
◎お肉の焼き方や、刺しかたを覚えておく。
桜南小4年

並木小4年

農業を営む人

日本語教師
◇中国に行って大学の日本語科の学生に日
本語を教える。
日本の歴史や文化、習慣などを教える。
◎国語や社会の勉強をする。
並木小4年

美容師さん
◇髪を切る、髪を洗う・乾か
す、髪を染める、パーマをか
ける。
◎美容の専門学校を卒業し、国
家試験に合格する。
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

編集後記
（ 大学生サポータ ーよ り ）

発

行

事務局

♪叔父さんがおいしいトマトを作っているか
ら。
◇トマトなど野菜を育てる、世話する。お米を
作る。アネモネの栽培。農業以外に、消防の
仕事もある。
◎どんなものをみんなが喜んで買ってくれる
か、どういう風に育てればいいものができる
のかなどを勉強して考える。
並木小4年

博物館の学芸員
♪博物館に遊びに行った
とき、みんなに色々な
生き物の説明をしてく
れたから。
◇動物や植物、化石を集
めて調べたり発表した
りする。
◎一生懸命勉強して大学
に入り、学芸員の資格
を取る。
桜南小4年

●画面の向こうにいる皆に、
自分たちの調べたことをう
まく伝えるための発表の工
夫や意気込みのようなもの
が伝わってきました。他の
小学校やその地域につい
ても、興味を持って質問して
いました。

植木の剪定(せんてい)をする人
♪汗を流して仕事をしていた
から
◇道路の草刈り、植木の剪定
（きれいに形を整える）
◎いっぱい仕
事をして覚
える。
並木小４年

●おしごと見学会に参加して、子
どもたちの知識向上と同時に、
私の知識も向上したと思いま
す。このような環境で育っていく
子どもたちが、大変羨ましく感じ
るとともに、彼らが将来どのよう
な成長を見せてくれるのかとて
も楽しみです。

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

