「つくば市キャリアパスポート事業」における中学校のビジネス体験
プログラムでは、地域のイベントへの出店を目指して、企画・準備
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から実行まで行っています。

体験は未来のための栄養になる
「ビジネス体験をやってみましょう」と夏休み前に説明する時、興味を持っ
てのってくる中学生は限られています。「何をやらされるのだろう…」と遠
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巻きに見ている感じです。夏休み中に企画案を練って、夏休み明けにそれを
発表してクラスごとに検討して、決めて…それでも、まだ他人事のよう。試
作や看板作りといった「ものづくり」が始まると楽
しそうです。最後は時間切れで、さあ本番。
直後の感想の中に「疲れたけれど、その分だけやり
がいがあった」「自分たちで作ったものが売れて、
うれしかった」というのを見つけました。これぞ、
体験したからこその手応えですよね。

キャリア教育シンポジウム ・ つくば
～地域で育てよう、次世代の産業と社会の担い手たち～
2008 年 1 月 29 日 ( 火 )13：30 ～ 17：00
つくば国際会議場

中ホール

つくば市キャリアパスポート事業も今年で３
年目。今までの報告や他地域におけるキャリア
教育の取り組み事例の発表がありますので、ど

●主催：つくば市キャリアパスポート事業推進協議会
経済産業省関東経済産業局

うぞお越し下さい。

●協賛：
（財）広沢技術振興財団

＜参加申し込み＆お問合せ＞

●後援：茨城県 茨城県教育委員会 つくば市
つくば市教育委員会 つくば市商工会

事務局

●プログラム
（１）主催者あいさつ
つくば市キャリアパスポート事業推進協議会
会長 柿沼 宜夫（つくば市教育長）
経済産業省関東経済産業局
地域経済部産業人材政策課長 鈴木 隆文
（２）事例紹介
ナビゲイター紹介
大津 晶（小樽商科大学商学部社会情報学科 准教授）
①つくば市キャリアパスポート事業
②茨城県内のキャリア・スタート・ウィーク推進地域事例
平井 聡一郎 ( 茨城県教育委員会義務教育課指導主事 )
③瀬戸まるっとキャリア教育
～せとがまるっとセンセイになるとき～
加藤 滋樹（瀬戸商工会議所業務課主事）
（３）ナビゲイターとりまとめ

( 有 ) つくばインキュベーションラボ
（担当：布施、鈴木）
電話：029-860-5188 FAX：029-858-8777
E-mail：tcpp@tincl.com

参照 URL
http://tincl.com/tcpp/symposium.pdf
筑波大学にて博士課程を修了。小樽商科大学で都市
計画を教える傍ら、地域産業と大学と市民のコーディ
ネート役を担われています。

筑波東中学校の 2 年生が発表をします！！
その他、小学校のテレビ会議の様子も流れます。
連続 5 日間以上の職場体験の県内事例をご
紹介いただきます。
「やきものの町・瀬戸」で、
多くの社会人が関わってキャ
リア教育を行っている様子を紹介していただきます。

イベント前日には、『自分たちで作ったものが、果たして売れ
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るのか？』。終わったあとは、
『もっと作っておけばよかった！』。

３

当日

＜仕込み＞

朝早くから学校に集合し、おにぎ
りを握ったり、ジャガイモを蒸かし
半分以上の子どもたちが手を挙げてくれました。体験の様子と、
たり、けんちん汁やチョコバナナを
子どもたちの感想（
）をご紹介します。 作ったりと、大忙しでした。

会場に到着し、お店づくり開始！！

現金な子どもたちですね。「面白かった？」と尋ねてみたら、
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1

２

商品決定に向けて

「自分たちで作って売れるもの
はないか？」「他に売っていない
商品はないか？」
夏休みから企画を練りました。

＜発表＞

慣れない手つきで野菜を切っ
たり、おにぎりを握ったり･･･
大変だけど、とても楽しそう
です。アイデアはたくさん出ま
したが、実際に作るのは大変で
す。紆余曲折の末、メニューが
決定しました。

雨で心配だったけど、お客さんが
来てくれた！

桜中学校

呼び込みをしても入ってくれなかったけ
ど、歩きながら声をかけたり工夫した。

高崎中学校
1 組：
「おやつですよ」

おにぎり ・ アンドーナッツ

駄菓子 ・ 飲み物 ・ アクセサリー

2 組：
「一期一会」

2 組：
「手作り塩ろうそくと
くじのよっちゃん」

だんご ・ 大福 ・ おしるこ
チョコバナナ

2 組：
「イモイモ亭」

塩ろうそく体験 / 販売 ・ くじ

じゃがバター ・ 焼き芋

”
組：
「EASTORAYAKI」

どら焼き

有志：「須宇里庵」
（北条商店街岩崎屋）
9/16
「日本の道百選」
を歩く会
最高気温 32℃
暑い中
頑張りました

3 組：
「twenty-three」

3 組：
「おふくろの味」

じゃがバター
焼きおにぎり

おにぎり
けんちん汁
10/28
お茶
「つくば産業フェア」

10/27
「つくば産業フェア」
台風の中
頑張りました

大人気のロボット
実演コーナー。
大勢のお客さんを
誘導し、整列して
もらうのは大変で
した。

注文に間に合わなくなったけど、みんな
で協力して対処した。

1 組：
「さくらんぼう」

カキ氷 ・ 飲み物

参加者の受付を担
当しました。
大勢の参加者に対
して、笑顔で丁寧
に応対できました。

28,000 人もの
来場者相手に
頑張りました

商品があっという間に売れて品切れに･･･。

順調なことば
かりではあり
ません！！

追加の商品が渋滞で届かない･･･。
他で出している商品の方が大きくて、しかも安い･･･

なかなか売れない･･･。

こうなったら移動販売だ

このままでは売れ残ってしまう･･･。

会場内を売り歩こう！！

準備の段階から本番当日まで、生徒たちの
なかでいろいろな葛藤や不安や期待が入り
混じっていました。ハプニングなど色々あ
ったけど、なんとか乗り越えたね。

４

振り返り授業
当日の映像を見た
後、 各クラスの収支
を発表しました。
「黒字おめでとう！」

当日を振り返りながら、 原因と結果、
改善したことなどをおさらいしました。

完売おめでとう！

筑波東中学校
1 組：
「無双組」

おや？
なんとか順調に動
き出したようです

声をかけづらい人もいたけれど、がん
ばって話しかけた。

各学校の店舗名及び出店商品を以下にご紹介します。

抹茶 ・ 煎茶
冷茶
練り菓子

お客さんが商品をほめてくれた！

「頑張って」と応援してもらった！

試作通りに作れるかな･･･
自分たちで作ったものを買ってくれる人は
いるのかな･･･
いよいよ出店！
あまり興味がないな～
期待と不安が
どうせ買ってもらえないよ 高まります

産業フェア会場で大
人気の“つくつく”。
一緒に写真を撮った
り、かわいい動作を
するなど、子どもた
ちが喜ぶように工夫
しました。

お客さんが待っている、早く開けなきゃ！焦りながら開店です。

＜役割分担をして準備＞

クラスで相談し、検討に検討を
重ね、出店商品を決定しました。
他のクラスと出店希望商品が同
じになった時は、ドラフト会議で
決めました。

3

＜販売開始＞

「ありがとう」と言ってくれた！

一番に完売して見せるぞ !!
売上 No.1 を目指すぞ !!

各イベントで運営のお手伝い
を体験しました。 仕事内容は、
ゴミの収集やアンケートの回
収、 炊出しの手伝い、 などなど。
「イベントスタッフって実際に何を
するの？」 「ちゃんとできるのか
な」 と不安げでしたが、 蓋を開けてみれば、 み
んなそれぞれの役割を果たしていました。

せっかく準備したディスプレイ
類がまだ届かない。

手づくりの食品には「保健所」に申請をしなけ
ればなりません。検便をして、所定の手続きを
踏み、約束事を守って、出店にこぎつけましたね。

＜各クラスの商品決定＞

商品がなかなか届かない。
レイアウトをどうしたらいいか
わからない。

仕入れ交渉、看板作り、
会 計 シ ス テ ム の 決 定、
店 の レ イ ア ウ ト 決 め、
などなど、出店までに
はたくさんの準備が必
要です。

練った企画を
みんなの前で
プレゼン！
採用されるか
どうかドキド
キです。

雨で看板や商品がぬれる。

当日の準備

＜企画＞
情報収集・ワー
クショップを
繰り返して、
出店商品を考
えました。

しか～し、簡単にはお店は開けません。

試作と違い、緊張感が漂っています！

＜試作＞

イベントスタッフ体験

＜開店準備＞

初めは慣れなくて大変だったが、いろいろ
説明したりしているうちにお客さんにわか
るように答えられるようになった。
街中でチラシ配りをしている人の大変さが
よくわかった。無視されたのは悲しかった。
本当に仕事をしているようで楽しかった。
スタッフの仕事をやってみて、簡単そうな
仕事でもたいへんだということがわかった。
ゴミを集める活動もいろんな人と楽しく話
せる場面もあり、楽しかった。きれいになっ
ていいなと思えた。

～コーディネーターより～
もっとたくさん仕入れておけば、もっ
と作っておけばよかったと思った。
疲れたけど、楽しかった。
意外と大変だった。

「知っている、見たことがある」ということはたく
さんあると思う。しかし、やったことがあるという
のは貴重である。やってみるとよくわかるし、真剣
に取り組めば手ごたえがある。まわりの大人は経験

ちょっとなめてかかっていた。

者。あれこれ口出しもするけどチャンスをくれる。

思っていたより楽しかった。またや
りたい！

「やらされる」体験ではなく、「いっぱいいただ
く」体験をして自分の栄養にしよう！

平成17・18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、筑波小、北条小、小
田小の４・５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
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込んでレポートしてくれました。ご紹介します。

～マークの見方～
♪：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・お客さん
◎：仕事をするために必要な勉強
★：楽しいところ・難しいところ

国家公務員(税務)
◆先輩の話を聞いてやりがい
のある仕事だと思ったので。
◇自営業の人を中心に、正しく税金を
納めてもらうよう指導すること。
★色々な人の話を聞けるので楽しい
が、税金を正しく納めない人に税
金の大切さを分かってもらうよう
に説明するのが難しい。

パン屋さん
♪近所にパン屋さんに
勤めている人がいたので。
◇赤ちゃんから老人まで様々な
国の人が来店する。
レジ、接客、ＰＯＰ（プライ
スカード・商品説明・ポスタ
ーなど）を作る。
品出し、掃除をする。
◎算数（お金を間違えないよう
に、暗算・そろばん）。
人の気持を考えられるコミュ
ニケーション力が必要。
家庭科など食べ物、料理の好
きな人に向いている。

着物やさん
♪着付けなどのほかに、どんな仕事をし
ているのか知りたかったから。
◇お客さんは着物が好きな人、着物を着
て仕事をする人達。
卸問屋から品質とセンスのよいものを
買い、それを必要とするお客さんたち
におすすめして販売する。
◎着物や帯などの種類、組合せ
の規則などを勉強する。
品物に対する知識と品質やセンスを見
定める力を身につける。

桜南小5年

沼崎小5年

小田小4年

会社の食堂で働く
◆ご飯を作るのが好きだったし、勤務地が家から近いから。
◇その会社で働く人達のお昼ご飯を作る。
★新しいおかずを作ったり、皆がおいしいと言ってくれると嬉しい
食中毒を出さないよう、衛生に注意する。
並木小4年

編集後記

中学教師（体育科）
◆体育を好きな子が増
えるといいと思ったから。
◇勉強を教えるほか、学校で子
どもたちが生活しながら楽し
く過ごせるよう考えること。
★子どもたちと出会えるのは楽
しいが、なかなか思うように
いかないこともあって大変。
上郷小4年

研究アシスタント
♪研究所公開日のスタ
ンプラリーに参加して。
◆世界中の誰も知らないことを
みんなで力を合わせて研究す
ることに、自分も参加してみ
たいと思ったから。
◇研究者のお手伝いをする。
研究する機械を作る。
研究した結果を詳しく調べて
研究者に分かりやすく伝える。
★毎日新しい発見があったり、
こつこつ積み重ねた仕事が形
になっていくのが楽しい。
自分で調べたことを皆にわか
りやすく伝えることは難しい。
筑波小4年

●生徒たちを見ていて、自ら動かなければ何も起こらな

●今回の体験では、仕事の大変さ、ビジネ

（大学生サポーターより） いということを私たちも学びました。搬入・準備にとま
どっていましたが、段取りの大変さ・必要性を感じても

スをするにあたって必要な知識や準備な

らえればいいなと思いました。最初は声が出ていな

の中で、目標を持って取り組む事ができ

かったのが、時間が経つにつれて店の前に立って通

た人、なんとなく1日が終わってしまった

りかかる人の目を見て売り込むようになっていくなど、

人、など様々だと思います。この体験を

一日の中で変わっていく姿が印象的でした。

次に活かして欲しいです。

発

行

事務局
協

力

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
つくば市商工会

どたくさんの学びがあったと思います。そ

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

