「つくば市キャリアパスポート事業」も３年目に突入しました。夏休
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みに入るまでの、小学校のモデル校での様子をお伝えします。

小学生とキャリア教育 ～「なぜ？」を育てる～

vol.7
つくば市立中学校ではどの学校でも 2 年生が職場体験学習を行ってい
ます。自分が将来就く職業について考え、進路を決めていくうえでのきっ
かけ作りとしては、丁度よい年齢でしょう。では、小学生から行うキャ
リア教育というのは、先走りすぎではないか？

ト事業｣
｢キャリアパスポー
今年度のモデル校

自分の進路を考え形成していくためには、社会体験の中から、幅広い
認識や能力を育てていく必要があると考えます。モデル校で授業や体験
プログラムを実施していると、社会が豊かになったせいなのか、何でも「あ
る」ことが当たり前になって、「ある」ことに対する好奇心や感動が子ど
もたちに薄いように感じます。
つくば市キャリアパスポート事業では、
「なぜ？」を育てること、人と話す・聞くこ
とが楽しくなること、そして自分のいる社会・
地域を見る目をもつことを大事にしたいと

・ 今鹿島小学校
・ 桜南小学校
・ 上郷小学校
・ 並木小学校
・ 沼崎小学校
・ 小田小学校
・ 筑波小学校
・ 北条小学校
・ 谷田部小学校
3 年生

・ 高崎中学校
・ 筑波東中学校
・ 桜中学校
2 年生
・ つくば工科高校
2 年生

思っています。当たり前ではない。誰かがやっ
た、やっているから、今の社会や暮らしがあ
る。何をどうやっているのか、誰がなぜやっ
ているのか、これが仕事や地域、社会を見る
原点なのではないでしょうか。

今年も地域のイベントに

中学生がお店を出します

筑波東中学校 ２年生
「日本の道百選」を歩く会にて出店
2007 年 9 月 16 日 ( 日 )９：３0 ～ 15：00
筑波山神社随身門前に３つのお店が登場。
各クラスの工夫を凝らした商品が並びます。
同時に、北条商店街の「岩崎屋」にも抹茶や和菓
子を提供するお店を出します。

皆さん、 是非お立ち寄り下さい！！
高崎中学校 ２年生 ・ 桜中学校 ２年生
「つくば産業フェア」にて出店
2007 年 10 月 27 日 ( 土 )・28 日 ( 日 )
10：00 ～ 15：00
カピオにて、自分たちで企画準備したお店
を出します。
ただいま準備企画中！乞うご期待。

役割をもっています。子どもたちは、「上司」「リストラ」「サービス」など言葉は
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先生「料理や後片付け、子どもの世話」

結構知っているのですが、意味することがまだ理解できていないことが多いのです。

「洗濯と…掃除」

まず、身近な存在である先生。子どもは先生のことを知りたがります。子ども時

子どもたち「え～？！」

代のこと、なぜ先生になったのか、どんな気持ちで仕事をしているのか、家庭では
どんな人なのか。

先生「本当にやってるんだって！学校で
終わらなかった仕事もしてるよ。」

自分の家族のことも知りたいはずです。どんな仕事をしているのか、子どもに説
まず、身近な人から聞いたことがある。次に見学に行って見たことがある。そし
て中学生では、やったことがある。具体的な職業観や仕事のしかたを子どもたちに
伝えていきましょう。

まちの「おしごと先生」から学びました

「玄関掃き」
校長先生 「（笑） みんなが気持ちよく安全
に勉強ができるように考えなが
らやっています。」

僕が収穫したブルーベ
リーが、明日直売所に
並ぶんだ。

こんな高い台に登っ
て作業するんだ。
トラクターなんて
初めて乗ったよ。

一番大変なことは
「土づくり」 です。 堆肥を
混ぜたり、 野菜にあわせ
た土を作るから難しいんだ
けど、 お客さんの 「おい
しい」 っていう言葉を聞く
とうれしいね。

ブルーベリーを植えて 8
年目。 みんなと同じ年だ
なぁ。 お父さんやお母さ
んや先生が君たちを大事
に育てているように、 おじ
さんも愛情をかけて一生
懸命育てているんだよ。
うわぁ、蚕って
意外とかわいいね。

「事務」 「保険の仕事」 「登記の仕事」
みなさんならどう説明しますか？
子どもたちにはなじみのない職業は説
明が大変です。
しかし、視点を変えて話してみると・・・
「知ってる !」「CM を見たことある !!」
といった元気な返事が返ってきます。
子どもたちが身近なことに気付き、好奇心がもっと
もっと触発されるといいですね。

答えてくださった皆さん
ありがとうございました。

リサイクルショップ
では、引き取った商
品をそのまま売るわ
けじゃなく、修理や
掃除をして、お店に
並べるんだね。

整骨院の仕事は力がいる
んだね。ひとり、ひとり、
みんなにマッサージする
なんてたいへんだぁ。

「校長先生は学校でどんな仕事
をしているでしょう？
子どもたち 「花壇の手入れ」 「草取り」

子どもたちの周りにはたくさんのおしごと先生がいます。自分たちの地域の
おしごと先生に会いに行き、さまざまな体験をしたり、話を聞いたり、インタビュー
したりしました。
おしごと先生の仕事に対する思いや、技術に触れ、たくさんのことを学びました。

水耕栽培を取り入れたのは、
理科が好きだったから、比較
的科学的だと思った水耕栽培
という農法を取り入れ
たんだよ。

校長先生が立ち寄られました。

・「家で食べている梨をいつも直売所で買っているんだけど、こ
この梨だったんだぁ」という声を聞きました。ものの流れが
分かると、日々の生活も楽しくなるね。
・ハムを試食したときに、「いつも食べているハムの味と違う」
と言った子どもの言葉が、おしごと先生のハムに対するこだ
わりを感じ取ってくれたような気がしてうれしくなりました。
・子どもたちが自分の名前を書いた袋をぶどうにかける体験を

花が、すぐしおれ
ないように工夫が
してあるんだ。

犬の気持ちを考えながら
シャンプーや爪切りをし
ているんだね。

しました。自分の名前をつけたぶどうが、どう成長していく
のか楽しみだね。

「いつ頃、 先生になろうと思いま
したか？」
先生 「小さい頃から。 『学校ゴッコの先生
役』 が大好きでした。」
先生 「大学生になってから、 関心を持ち
ました。」
いつもとは違う面の先生の話に、
興味津々の子どもたち。
子どもって結構よく見ていますね。

明するのは難しいですが、話をしてあげてください。

学校の先生方も「おしごと先生」です。
お尋ねしました。

職業を認識するうえで、身近なモデルである家族や学校の先生は、とても大事な

「先生は、 お家ではどんな仕事
をしていますか？」

先生に質問！

キャリアモデルが必要
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企業のための
｢職業体験実践セミナー｣開催しました！
平成 19 年 6 月 28 日
つくば市商工会桜支所にて
職業体験を受け入れている事業所や受け入
れを考えている事業所の方々にお集まり頂き、
職業体験実践セミナーを実施しました。
子どもの見学や体験を受け入れることは、
企業にとって準備や対応に時間を割かれるこ
とであり、負担感はぬぐえません。しかし、
これを地域にアピールする良い機会と捉えて
いる事業所や、自分の子どもや自分自身の母
校への協力として考えている事業所などが、
受け入れを行っています。それをもっと進め
て子どもたちへの対応を用意することで、社
員教育や広報活動の効果を高めるために利用
するという考え方もあります。子どもの目は
ストレートです。子どもの目に鍛えられるよ
うなものです。
本プロジェクトでは、企業用の「職業体験
受け入れマニュア
ル」を作成しまし
た。関心のある方
には差し上げます
ので、事務局まで
ご連絡ください。

子どもたちがキャリアパスポートを使って身
近な人に「おしごと」についてインタビューす
るときに、仕事の「たいへんなこと・つらいこ
と」「楽しいこと・うれしいこと」についても
お聞きしています。子どもたちが紹介してくれ
た回答を、ここでご紹介します。
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～番外編～

たいへんなこと・つらいこと
仕事が忙しくて、子どもとあまり
一緒に過ごせないこと

楽しいこと・うれしいこと
手掛けた製品がおいしそうに焼きあがって、
それをお客さんが楽しそうに選んでいるとき

上司やお客さんに怒られたとき
仕事がないときが一番つらい

お客さんから感謝されるとき

溶接の火があつい
たくさんの人と関わることができること
努力しても努力しても失敗したとき
大きな仕事が無事終わったとき
魚の配達で時間が間に合わないとき
元気な赤ちゃんが生まれたとき

残業すること
頑張って開発したものが

学生さんが看護の仕事を好きになって

製品にならないとき

くれたとき

具合が悪くなるとき

できあがったときに

店員とお客さんのあいだでトラブル
が起こるとき

編集後記

お客さんが笑顔に
なってくれること

（ 大学生サポータ ーよ り ）

●子どもたちと農場見学へ行き、収穫体験をしました。子どもたちの喜ぶ姿を目にして、見る
だけではなく実際に体験することの重要さを感じました。体験後の子どもたちの表情は満
足感に溢れており、私も共に楽しむことができました。
●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、成長がとても楽しみです。
●おしごと見学会での子どもたちの目はみんなキラキラしていました。道中の「疲れた～」
という言葉がウソのようにたくさんの質問をし、楽しんでいる様子でした。子どもたちには
まだ働くことに実感はないだろうし、遠足のように考えているかもしれません。けれど、も
しこの日の思い出が、将来の選択に関係することもあるのかなと思うと、不思議な気持
ちになりました。

発

行

事務局

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

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

