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子どもとつくるコース（子ども会議を開催して子どもとつくるコース） 

 

【全体フローリスト】 

会議名(参考時期) 内容 運営のポイント 資料等 

事務局会議 

 

・みらいシティを知る 

・イベントの概要決定 

・募集計画を立てる 

（スタッフ・参加者等・子ども

リーダー） 

・子ども会議の準備をする 

□「大人とつくる（事務局会議）」 

        ＋ 

□子ども会議の計画・担当者決定 

□子ども会議募集要項作成→募集 

 

①運営マニュアル 

②紙芝居Ａ 

③紙芝居Ｂ 

⑪参考動画 

子ども会議 

 

・子どもリーダーを事前に集め

て会議を行う 

・みらいシティに必要なお店・

仕組み等について企画や準

備をする 

□仲間づくり 

□事業概要を伝える 

□みらいシティについて知らせる 

□みらいシティに必要な仕事を決める 

□わたしのお店を決める 

□お店をつくる 

→お店の商品・サービスをつくる 

→看板・マニュアルをつくる 

→「みらいシティ☆ワーク」「しごとカー

ド」の原稿をつくる 

→まちに必要な仕組みを考える 

②紙芝居Ａ 

③紙芝居Ｂ 

④ワークシート 

⑥しごとマニュアル 

⑦しごとカード 

⑧☆ワーク 

⑨市民証 

⑩ミライ 

スタッフ会議 ・当日の全体進行・運営に関わ

る大人（事務局・まちえもん

ほか）が集う会議 

・当日の運営の流れや役割分

担、子ども会議で話し合った

ことを共有する 

□「大人とつくる（スタッフ会議）」 

        ＋ 

□子ども会議の進捗を報告 

 

②紙芝居Ａ 

③紙芝居Ｂ 

⑦しごとカード 

⑧☆ワーク 

⑨市民証 

当日まで 

 

・全体または各店舗で必要な材

料や備品を整える 

□「大人とつくる（当日までに）」 

       ＋ 

□子どもの店舗に必要な材料を整える 

 

前日準備 ・会場設営 

・店舗設営 

□「大人とつくる（前日準備）」 

        ＋ 

□子どもの店舗は子ども店長と大人で進

める 

 

当日 ・事務局は全体の進行・運営 □「大人とつくる（当日）」 

        ＋ 

□子どもリーダーとのミーティング 
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（１）事務局会議 

 

「大人とつくる（事務局会議）」の内容に加えて、子ども店長となる子どもリーダー募集や、子ど

も会議の内容を決めます。 

（P13 事務局会議 参照） 

 

（２）子ども会議 

当日、子ども店長となる子どもリーダーが事前に集まり、みらいシティに必要な「お店・仕事・

仕組み」等について企画・準備をする会議です。 

 

① 子ども会議の準備 

□子ども会議の概要を決定。 

開催日時・場所、各回を運営するファシリテーター（子どもの声を聞く進行役）等を決めま

す。各回の内容・進行については、下記「子ども会議の進め方」を参考に、実施主体に合わせ

て考えてください。 

□紙芝居マニュアル A「みらいシティってな～に？」を確認する。 

□参考動画を見て雰囲気を共有する。 

□紙芝居マニュアル B「おみせのつくりかた」と「ワークシート」と照らして確認する。 

□毎回、子どもの感想を記す、簡単なふりかえり用紙をご用意ください。 

              

② 子ども会議の進め方 

子ども会議で行う主な内容を３つステップに分けて記しています。日数や時間については実施主

体の状況に合わせて決めてください。 

ステップ 内 容 

ステップ１ 

 

 

① ①仲間づくり（自己紹介・アイスブレイクなど） 

② ②みらいシティを知る 

③ ③みらいシティに必要なお店（仕事）をみんなで出し合う 

④ ④みらいシティに必要なお店（仕事）を決める 

⑤ ⑤わたしのお店（役割）を決める 

⑥  

ステップ２ 

 

①わたしのお店の仕事・商品を決める 

②「みらいシティ☆ワーク」「しごとカード」の作成 

③しごとマニュアルの作成 →スタッフ会議に必要 

 

ステップ３ 

 

① ①看板・商品のサンプル（見本）を作る 

② ②当日の流れを確認 

③  
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【子ども会議を進めるときのポイント】 

ステップ 内容とポイント 

１－① 仲間づくり（自己紹介・アイスブレイクなど） 

 ・子どもも大人もはじめは緊張しています。ゲームや自己紹介等で場を和ませてからはじめましょう。 

【例：自己紹介「4つの扉」】 

・紙を折って 4つのスペースを作り、自分のことを 4つ書いてもらいます。その紙を相手に見せて一人

ひとり自己紹介します。 

例）「①呼ばれたい名前」「②学年」「③好きな遊び・得意なこと」「④みらいシティにあったらいいなと

思うお店・仕事」など 

 

１－② みらいシティを知る 

 ・紙芝居マニュアルＡを使って、子どもたちに「みらいシティ」の概要や当日の遊び方を、紙芝居マニ

ュアルＢを使ってこれからの子ども会議で行うことを説明します。 

・具体的に、通貨ミライや市民証などを見せてあげると、紙芝居の中にあるものと同じなので、イメー

ジしやすく、ワクワクした気持ちではじめられると思います。 

 

 

１－③ みらいシティに必要なお店（仕事）をみんなで出し合う 

 【ワークシートは、まず書き出すことが大切】 

・ワークシートに記入する目的は「正しい答えを記す」「上手く書く」ではありません。大切なこと

は、子どもたちが安心して、自分の内面にあるものを全て一度出し切ることです。 

・子どもたちに、正解はないこと、何を書いてもいいことを伝えてあげてください。 

１－④ ⑦ みらいシティに必要なお店（仕事）を決める 

 【たくさんのアイディアから絞るポイント】 

・たくさん出されたアイディアから、会場の広さに合わせてお店（仕事）を選びます。当日、公共（ハ

ローワーク・銀行・市役所）と別に、子どもたちの店舗をいくつ用意するのかを、最初に数で示して

進めます。 

・具体的に「ものを売る」「サービスを売る」「遊ぶ」「食べる」「つなぐ（情報・発信）」「公共」という

カテゴリーを示して整理すると、まちをイメージしやすいです。 

・子ども店長は 2人 1組など、複数で担当することが理想です。 

１－⑤ わたしのお店（役割）を決める 

 ・まちに必要な仕事が決まったら、次に自分の担当（役割）を決めます。 

・次の子ども会議に積極的に参加するためにも、初回に「わたしのお店」を決めることが大切です。 
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ステップ 内容とポイント 

２－① わたしのお店の仕事・商品を決める 

 ・様々なアイディアを出して、商品案を 2～3まで絞り、実際に試作等を経て、商品を決定します。 

・決定のポイントは、1つ作るのにかかる時間、持ち帰りやすいか、材料や予算は適当かなど、子ども

にとって難しいところもありますが、ワークシートに記入しながら進めてください。 

２－② 「みらいシティ☆ワーク」「しごとカード」の作成 

 【「みらいシティ☆ワーク」記入のポイント】 

・「みらいシティ☆ワーク」は、みらいシティの中にある全ての仕事が掲載されたチラシです。 

・限られた文字数ですが、試作等の時間を経て言語化する過程は、結果、企画の決定へつながります。 

・「ここに書いてある内容で、しごとカードを作るからね」と言葉を添えることで、子どもたちはより

真剣に取り組んでくれると思います。 

２－③ しごとマニュアルの作成 →スタッフ会議に必要 

 【しごとマニュアルを書いて、当日の参加者をイメージしてみる】 

・みらいシティ当日、子ども店長のもとには、ハローワークで仕事を選んだ参加者がやって

きます。そのため子ども店長は自分の仕事だけでなく、「人に伝え、人に仕事をまかせる」

必要があります。お店が混雑している時でも、計画してきたことをきちんと伝えるため

に、しごとマニュアルを作成します。まちえもんが当日、どうサポートすればいいか、事

務局が前日までに何を準備すればよいかを知るためにも必要な資料です。 

３－① ④ 看板・商品のサンプルを作る 

 ・紙芝居Ｂ（P6）を見ながらステキな看板を作ります。 

・事前に商品を 5～10ほど作っておけると、当日働きにきた人がマニュアルを見たときに、イメージし 

やすく、仕事が進みます。 

・サービスを売るお店（遊びやマッサージなど）は「チケット」や「仕組み」をこのときに作ります。 

・作成した看板と商品サンプルなどは、店舗ごとに透明なポリ袋などにまとめておくと、前日準備が楽

です。 

３－② 当日の流れを確認 

 ・ステップ 1・2で子どもたちは、個別の店舗作りに夢中になっています。 

・最後は「みらいシティ」当日の 1 日の流れを確認します。 
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（３）スタッフ会議 

「大人とつくる（スタッフ会議）」の内容のほかに、次の内容などが考えられます。 

 

①  子ども会議の様子（子どもたちの様子）を報告。 

②「みらいシティ☆ワーク」の店舗を紹介。 

③ 各店舗の担当まちえもんに、しごとマニュアルを手渡し、可能な限り具体的に引き続ぐ。 

どこを助けてほしいと子どもたちは思っているのかなど。 

※子ども会議のファシリテーターは必ず参加してください。 

 

 

（４）前日準備 

「大人とつくる（前日準備）」の内容のほかに、次の内容などが考えられます。 

 

・「しごとマニュアル」から、子どもの店舗に必要な材料を事前にピックアップ・購入しておく。 

・ 各店舗に、子ども店長が事前に準備をしたもの（商品、材料、看板など）を配布する。 

 

（５）当日  

「大人とつくる（当日）」と合わせて、次の内容などが考えられます。 

 

時間 内容 運営のポイント 

9：00 

 

子ども店長の受付 ・大人のスタッフとの打合せとは別に、子ども店長の受

け入れと打合せが必要になります。 

9：30 

 

当日参加者の受付 

 

・当日参加者の受付時、各店舗で子ども店長は、当日参加

者の受け入れ準備を進めます。 

・まちえもんと顔合わせや、必要備品の確認をします。 

10：00 

 

アカデミー 

（当日参加者への説明） 

・当日参加者へ紹介する機会になります。 

・できるだけ子ども店長も参加します。 

10：30 

 

みらいシティオープン ・子ども店長は基本的に、終日同じお店で店長を務めま

す。慣れてきたら途中、交代で他の仕事につくこともで

きます。 

 

 

ハローワークオープン ・子ども店長はお店で働きにくる人の受け入れをします。 
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５．みらいシティの仕組み 

 

(１) みらいシティでの遊び方  

 

①受付をして市民になる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

【市民セットをもらう】 

子どもたちは、受付がすんだら市民セットをもらいます。 

□市民証   

□600ミライ（1時間程度働いて得られるミライ。実施主体でご判断ください） 

□みらいシティ☆ワーク（会場全体のマップもあるとなおよい） 

 

【アカデミー（説明会）の開催】 

子どもたちは、みらいシティでできることや遊び方、アイテムの使い方など、具体的な説明を受けます。 

                                （P38 アカデミー 参照） 

 

 

②ハローワークで仕事を探す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちは、ハローワークで仕事を選び、しごとカードをもらいます。 

仕事を選ぶにあたっては、仕事が一覧となった、「みらいシティ☆ワーク」を参考にします。 

（P33 ハローワーク 参照） 
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③仕事をする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ハローワークで「しごとカード」をもらったら、働くお店に行きます。 

・お店についたら、まちえもんを探し、「市民証」と「しごとカード」を渡します。 

（まちえもんは「仕事をはじめる時間」を記入して「市民証」「しごとカード」を預かります） 

・仕事を辞めるときは「子ども店長」と「まちえもん」に退職を伝えます。 

・まちえもんから「仕事を終えた時間」を記入した「市民証」と「しごとカード」を受け取ります。 

・銀行に行って給料をもらいます。（「しごとカード」は銀行で回収） 

（P42、43 ロールプレイ 参照） 

 

 

【市民証の記入の仕方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

かばんやさん 

10 11 00 00 

600 
まちえもん 

が記入 

銀行が記入 
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④給料をもらう 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

・「市民証」と「しごとカード」を銀行に渡して、給料をもらいます。 

 

 

 

 

⑤まちを楽しむ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給料を使って買い物や遊ぶなど、まちを楽しむことができます。 

もっと働きたい場合は「ハローワーク」へ行って、また仕事を探します。 
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(２) みらいシティのスタッフ 

 

【まちえもん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日、会場の各所に立って、まちの仕組みを助ける大人のスタッフです。 

 

【まちえもんの役割】 

① 時間の管理（「市民証」に「仕事をはじめる時間」と「仕事を終えた時間」を記入する） 

※時間の記入は、5 分切り上げ、切り捨てなど現場で決めておく。 

② 子どもが仕事をしている間、「市民証」と「しごとカード」を預かる。 

③ 働きにきた子どもを子ども店長につなぐ。 

④ 子ども店長の相談役 

⑤ まちの中で困っている子どもを見つける。 

 

【運営のポイント】 

□まちえもんは、各 1、2 店舗に 1 人いるのが望ましい。 

□まちえもんは、担当店舗のしごとマニュアルに目を通して、配慮が必要な点を把握しておく。 
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(３) 公共の店舗について  

 

基本編 

みらいシティには「ハローワーク」「銀行」「市役所」という 3 つの公共の店舗が必要です。 

 

【ハローワーク】 

みらいシティの中にある全ての「しごとカード」が掲示されている、仕事の紹介所です。 

 

仕事の内容について 

・ハローワークの掲示板に「しごとカード」を掲示し、仕事がほしい人へ「しごとカード」を渡す。 

・定期的に、銀行に戻ってきた「しごとカード」を回収して再び掲示する。 

（※返却された「しごとカード」の回収ボックスを銀行に設置します。） 

・各店舗からの要望などにより、求人数を調整する。 

  

必要なもの 

 □仕事の内容が記入された「しごとカード」  

□未記入の「しごとカード」 

 □「しごとカード」を掲示するもの（ウォールポケット、掲示板、ホワイトボードなど） 

 □みらいシティ☆ワーク（※配布しているものを窓口において、メニューのように使う） 

 

運営のポイント 

・「しごとカード」の作り方 

限られた開催時間の中で、参加者に複数の仕事を提供するために、1 度に働ける時間に上限をつけて

募集することもあります。 

 

例）終了時間が重ならないように、2 種類の時間の「しごとカード」（例：40 分・60 分と 2 種類のし

ごとカード）を用意します。その場合は、カードの色を変え、ハローワークの窓口を分けて配布

するとスムーズです。 

 

・ハローワークに最初に出す「しごとカード」の種類と枚数・出し方を決める 

 前日までに、最初のハローワークに出す「しごとカード」の枚数を決めておきます。 

その時に必要な視点は、「各店舗で何人働けるか」と合わせて、最初に仕事につかず、まちを楽しむ

「消費者」の人数をどれくらい残すかを考えることです。子どもたちは受付時、所持金 600 ミライを

持っているため、最初から「まちで遊ぶ」ことができます。お客さんとなる子どもがいることでまち

は動き出します。 

 

例）参加者 50 人の場合、「しごとカード」を 35 枚掲示すれば、残る 15 人が消費者になります。 
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・準備できていないことは、当日にきた子どもの力をかりる 

事前準備が十分にできていないまま迎える当日は不安です。特に、子ども会議の進行状況によって、

商品がほとんどないまま迎える店舗は、大人の方が不安になります。けれども、みらいシティは子ど

もが主役のまち。参加者はお客さんではなく、まちをつくる市民です。大人が必死で準備をするので

はなく、子どもが参加しやすい工夫を考えましょう。 

 

例）・スタート時の「商品をつくる」求人数を増やし、参加者と一緒に準備をする。 

   ・市役所の「相談課」の人数を増やし、まちに足りない仕組み作りを最初の仕事にする。 

 

できるだけ子どもたちの「仕事」におきかえ、子どもたちで解決することを目指します。 

 

・終了時刻が近づいたら、銀行の求人を少し増やす 

まちの終了後、店舗が閉店し、給料の受け取りのために、銀行に人が集中します。 

最後は、銀行の「しごとカード」を多めに用意するとスムーズにまちが流れます。 

 

・当日の開催時間が短いときは、最初の「しごとカード」の配布方法を工夫してください 

参加者が「しごとカード」を選ぶのに時間がかかり、配布だけで多くの時間がかかってしまいます。 

必要に応じて、初回の「しごとカード」のみ受付で配布するなど、配布方法を工夫してください。 

 

 

【銀行】 

 子どもたちの給料を支払う場所です。 

 

仕事の内容について 

・「市民証」で働いた時間を確認して、給料（ミライ）を支払います。 

・給料を支払ったら、必ずサインやスタンプなどの印をします。 

・「しごとカード」を集めて、回収ボックスに入れます。 

  

必要なもの 

□金庫（お菓子の箱などを利用して）  

□電卓 

□お釣りをいれるお皿 

□銀行印（なくてもいいが、あるとリアル） 

□しごとカード回収ボックス 

 

運営のポイント 

・回収した「しごとカード」は、あらかじめ用意した回収箱に集めます。 

・ハローワークの担当者は「しごとカード」を定期的に回収し、掲示板に貼り出します。 

（※この回収を忘れると、まちから仕事がなくなります。気をつけて！）   
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【市役所について】 

市役所とは、みらいシティ市民の声を聞きながら、まちの中に足りない物や「仕組み」を作るところ

です。 

 

仕事の内容について 

市民課などの「相談窓口」と、その他 2 つほどの部署をつくることをおすすめします。 

最初は「相談窓口」からスタートし、子どもの声を聞きながら増やすのもいいと思います。増やした

課は、看板を新たに出し、市民にしっかり知らせることも仕事です。 

 

【例】 

市民課（相談窓口） 

「わからないことがあったときはここにきてね！一緒に考えるよ！」と、いつでも相談にのってく

れる開かれた窓口です。アカデミーで「わからないことがあったら市役所へ」「相談があれば市役所

へ」と伝えることで、子どもたちは安心して参加できます。 

 

市長室 

市長がすでにいるまちなら、市長がまちの課題を解決したり、ルールを変えたり、人と話し合った

りといった作戦を考える場所です。市長がいない場合は「選挙管理事務局」とし、市長になりたい

人の受付窓口にもなります。 

 

そうじ課 

まちをきれいにすることを考える仕事です。 

 

まちづくり課 

開催する地域の特徴を活かしたイベントを企画します。 

「●●区検定」のようにまちのクイズをつくって発信することも仕事になります。 

 

※子どもたちのアイディアで「警察」「おとしもの課」「宝くじ課」など、様々な部署を課題に合わせて

つくりだせます。 
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応用編 

 

みらいシティをより充実したまちにするために、次のような社会の仕組みを取り入れることもできます。 

 

【市長、市長選挙】 

 

内容 

一人ひとりの声がまちをつくっていることを体験的に学ぶために、立候補者を募り市長選挙を行いま

す。みらいシティが 1 日開催の場合は、事前の子ども会議の中で市長選挙をして市長を選んでおくこと

をおすすめします。 

 

進め方 

・時間を決めて立候補者を募集します。（参加者に事前に告知しておけるとなおよい） 

・立候補者を受け付けたときに、選挙に関する必要なことを伝えます。 

 

例）①選挙の時間の確認  

②市長になるとできることを一緒に確認 

③1 分スピーチをお願いする 

 

・市長候補者は 1 分程度のスピーチをして、市民全員に投票用紙を配ります。 

・複数が立候補した場合は、事前に「市長」「副市長」「会計」など、子どもたちと話し合いながら、役

割を決めてください。 

・市長になった人は、スピーチで掲げたことを 1 つでも実施できるのが理想です。 

 

 例）公園をつくる／まちに花を植えてお花でいっぱいにする／給料をあげる／税金で各店の物を買っ

てお楽しみ袋をつくり、エンディングに大抽選会を行う 

 

 

【税金】 

 

内容 

子どもたちが税金の仕組みを知るために、集めた税金がみんなに還元されることを体験します。 

 

進め方 

・銀行の隣に税務署をつくり、税金を支払うようにします。 

・子ども会議などで、事前に市長が決まっている場合、「税金の使い道を考える」ことを市長の仕事に

しておきます。 
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【起業】 

 

内容 

起業とは、みらいシティ当日に、土地を買ってお店を開く仕組みです。 

 

進め方 

・会場にフリースペースを確保できるようであれば、子どもたちが起業できる仕組みを作り、土地を

売ります。売る土地はあらかじめテープで囲い、サインをつけるなどして、子どもたちにわかりや

すくアピールします。 

・市役所の窓口に「起業課」をつくり、起業支援をします。 

・土地の金額は、高めに設定します。（例：過去に開催した OSAKA☆みらいシティでは 1500 ミライ

でした。実働：4 時間程度）。土地代の設定は、友達をつくって、シェアしないと払えない金額くら

いがちょうどよいと思われます。働く時間から金額をご検討ください。 
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(４) アカデミーについて 

 

【目的】 

参加者の子どもたちに「みらいシティの仕組み」「遊び方」「アイテムの使い方」等を説明する。 

  

【内容】 

 ・みらいシティの主役は、子どもであることを確認する。 

・紙芝居マニュアルを活用し、みらいシティでの遊び方等を説明する。 

  ※ハローワークから銀行までの流れに沿って、アイテムの使い方などをロールプレイにより、実際

にプログラム教材を用いて説明するとわかりやすいです。 （P42、43 ロールプレイ 参照） 

 

【運営のポイント 3つ】 

・会場が広い場合、紙芝居をスライド等に映し、説明するのもおすすめです。 

・仕組みはシンプルに伝えてください。 

・大切なところはクイズで印象に残るようにしてあげると効果的です。 

 

 

紙芝居マニュアル A「みらいシティってな～に？」の次のページが、説明時、特に役に立ちます。 
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６．参考資料 

 

(１) お店・仕事の事例集 

 

 これまでのみらいシティで生まれたお店や仕事を紹介します。 

＜大人店長＞ 
 

ナース 消防士 フォトグラファー 

写真  

 

 

 

 

 

 

 

内容 血圧計など機器の使い方を教わ

り、市民の健康相談を実施。また、

薬局と連携し、処方箋を書いて、ラ

ムネのお薬がもらえるようにもし

ていました。 

消防士さんから、ＡＥＤや消火器の使

い方を教わり、実際に体験したり、ク

イズで消防のことを学んだりしまし

た。そして学んだことを市民に伝える

のが子どもたちの仕事でした。 

写真を撮り、タイトルをつけて、ポ

ストカード化して販売。新聞社と

連携して取材に同行したり、撮っ

た写真を使ってまちの地図を作っ

たり、美術館も作りました。 

 
 

まちのスペシャリスト（アーティスト・和菓子職人・美容師など） 

写真  

 

              

 

 

内容 彩りも少なく、何もなかった風景の中に、まちかどが生まれました。みんなで手をいれたものが、まちに育つと、

よりみんなでまちをつくりあげた達成感が芽生えます。いつもと違う道具に出会う。それだけでとても新鮮で、

特別な気持ちになります。 

 

＜子ども店長＞ 
 

素材屋さん 学校 

写真  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 みらいシティの中で浮かんだことを具体化するため

に、様々な材料や素材を扱うお店があると、まちが変

化していけます。 

 

事前に学校の仕組み（例：1コマの授業時間と、1日に行

う授業の回数を実働時間の中から決める）を作っておき、

「しごとカード」で先生を募集します。先生（子ども、ま

たは専門家）は、自分の得意なことを人に伝えることが仕

事です。 
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お花屋さん ゲームセンター（遊べる場所・友達をつくれる場所） 

写真  

 

 

 

 

   

内容 おりがみや花紙で作ったお花も、

売り方を工夫すれば、「お花屋さ

ん」の仕事はひろがります。（紙芝

居マニュアルＢのみらいちゃん参

照） 

子どもたちは仕事を作り出す過程の中で友達になっていきます。仕事が遊び

で、遊びが仕事のみらいシティならでは。子ども同士もつながっていけます。

お金を使いたい場があること、友達をつくれる場があることも必要です！ト

ランプを持ってきて一緒にするだけでもＯＫ。 

 
 

郵便局（流通） 新聞社・ラジオ局（情報） レストラン 

写真 

 

  

内容 仕事と仕事をつなぐ流通の仕事は

大切な仕事です。郵便、宅急便屋

さんは、お店からお店へ荷物を届

けます。 

まち全体に届けられる情報ツールが

あることは大切です。 

 

調理が可能であれば実現すると子ど

もたちは喜びます。まちの中にリア

ルがあること。そのリアルを「自分

で買える」体験は重要です。子ども

にとって「カフェに行く」は憧れの

体験でもあるようです。 

 

 
 

そうじ屋さん 図書館 おもちゃ屋さん 

写真 

 

  

 教科書からの 

スキャナいい？ 

 

・ 

内容 まちの中のおそうじ・あとかたづ

けをまとめて大人がする必要はあ

りません！仕事にすることで、子

どもたちは一生懸命工夫してまち

をきれいにしてくれます。 

子どもにとって図書館はみらいシテ

ィの中で芽生えた興味・関心を深めて

学んだり、ひらめいたことを具体化す

る知識の宝庫です。また「ゆっくり」

を楽しみ、緊張がほぐれる場でもあり

ます。絵本を置いて「絵本」と出会う

場づくりも。手作り本屋もいいですが

図書館との連携もおすすめです。 

どんぐりやまつぼっくりなど秋の木
の実やきれいな葉っぱを使っておも
ちゃを作ります。 
 
小学校の生活科で習う単元をうまく
工夫して活用してみましょう。 
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時間・にぎわい 工房 デパート 

写真  

 

 

 

 

 

  

 写真あり 

内容 会場に大きな時計等がない場合、

子どもたちが「時間」を知ること

ができるようなにぎわいのある仕

事があると素敵です。 

自由なものづくりのスペースがある

ことで、子どもたちは様々な商品を生

み出すことができます。個々の発達、

得意・不得意をありのまま活かせる仕

事場として。また、まちの流れに合わ

せ、足りないものをリサーチして商品

化できる場としても意味があります。 

工房で作った数々の商品を売るとこ

ろです。デパートの主な仕事は、商

品の陳列や、宣伝の方法、値段のつ

け方など。「つくる」とは別に「接客」

の仕事の面白さがあります。 

 

まちには働く人であふれています。ぜひ、地域の働くホンモノに事業を手伝っていただきましょう。 

【写真：OSAKA☆みらいシティ】 
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① うけつけ ②ハローワーク ③しごとば ④ぎんこう ⑤おたのしみ 

(２) ロールプレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

市民セットをもらう 仕事を選ぶ→決める まちえもんに渡す→時間記入 

子ども店長に紹介→働く 

銀行に渡す→給料をも

らう 

わくわく！ 

何をしようかな！ 

退職を伝える→時間記入→返

す 

ハローワーク 

回収ＢＯＸへ 

みらい 

子ども店長 

まちえもん 
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 ① うけつけ→ ② ハローワーク→ ③ しごとば→ ④ ぎんこう→ ⑤ おたのしみ 

登場人物 みらいくん 

 

みらいくん   

ハローワークのスタッ

フ 

みらいくん 

仕事場のまちえもん 

子ども店長 

みらいくん 

銀行のスタッフ 

みらいくん 

アイテム □市民セット □しごとカード □市民証 □しごとカード □ミライ □市民証 □し

ごとカード 

 

アクション ① 市民セットを受け取る 

② 市民セット確認 

① 仕事を選ぶ 

② 仕事を決める 

③ 「しごとカード」を

受け取る 

① まちえもんを探し「市民証」と

「しごとカード」を渡す 

② まちえんもんが時間を記入 

③ まちえもんが子ども店長に紹

介→みらいくんが働く 

④ 退職を決め、まちえもんに伝

える→まちえもんが時間を記

入→「市民証」と「しごとカー

ド」を受け取る 

① 「市民証」と「しごと

カード」を渡す 

② 銀行のスタッフがミ

ライを計算 

③ ミライを受け取る 

次の行動を考える 

台本（案） 

 

 

 

     

 

み：「やったぁ！みらいシティ

市民になれたよ！」 

「もらったものを確認してみ

よう」 

「市民証！うしろに遊び方が

書いてある！わからなくなっ

たらここを見よう！」 

「600ミライ！お金だ」 

「みらいシティワーク！なに

なに。みらいシティにはこんな

にたくさんの仕事があるんだ」 

ハ：「ここにある『しごとカー

ド』の中からやりたい仕事を

見つけてね」 

み：「どんな仕事をしようか

な？・・・よし！ぼくは、お

もちゃ屋さんで仕事がした

い！」（しごとカードを受け

取る） 

ハ：「いってらっしゃい！」 

み：「仕事にきました。おねがいします」

といって「市民証」「しごとカード」（以

下２つを合わせて☆とする）を渡す 

ま：「仕事をはじめる時間を書くね。」「☆

は預かるね」「子ども店長さん、仕事を

しにきた、みらいくんです」 

子店長：「よろしく！」 

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

み：「店長、仕事をやめます」「まちえも

んさん、仕事をやめます」 

ま：「おつかれさま！仕事をやめた時間

を書くね」「☆を返すよ」「銀行に行くと

お給料がもらえるよ」 

み：「いってきます！」 

 

 

み：☆を渡す 

銀行：市民証を見て「60分働

いたから 600 ミライのお給料

ね」といって 600 ミライを渡

す 

銀行：「市民証に給料を払った

サインをしておくね」「楽しん

できてね」 

み：「わぁ！600ミライ！あり

がとう」 

 

み：「やったぁ！買い物に行

こうかな。ゲームセンター

で遊ぼうかな。もっとお金

をためたいから、もう一度

働こうかな？？みんななら

どうしたい？ 

よし！●●●に決めた！ 

次は、きみのばんだよ！」 

 

 

【当日のながれ】 

み：みらいくん、ハ：ハローワークのスタッフ、子店長：子ども店長、ま：まちえもん、銀行：銀行のスタッフ 
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(３) 学校の教材として  

 

関連する学習指導要領の内容（大阪市立小学校で使用されている各教科書、副教材より） 

 

小学校 せいかつか 1 年 

単元 学習のねらい 学習内容・使える教材 

① みずであそぼう みずをつかって遊ぼう みずでっぽう 

いろみず 

しゃぼんだま 

② つくろうあそぼう こうえんで秋をさがそう 

はっぱや実をあつめてみよう 

はっぱや実であそぼう 

秋のはやどんぐりをさがす 

木の実でおもちゃをつくる 

（こま、けんだま、まといれ、さなかつり、マラカスなど） 

 

せいかつか 2 年 

単元 学習のねらい 学習内容・使える教材 

③ わたしの町 町をたんけんしてみよう まちのたんけん計画を立てる 

まちのたんけんシートをつくる 

まちのステキを見つける 

お店をしらべてみよう 

はたらく人に聞いてみよう 

みんなに伝えてみよう 

④ 作ってあそぼう 身近なものをつかっておもちゃをつくろう 

つくったもので遊ぼう 

牛乳パックやダンボール、ストローや輪ゴムを使っておもちゃをつくろう 

・牛乳パックで車をつくる 

・ペットボトルでふねをつくる 

・ぶんぶんごま 

・ダンボール迷路、ビー玉ころがし、 
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図画工作 1 年・2 年 

単元 学習のねらい 学習内容・使える教材 

⑤ ひかりのくにのなかま

たち 

いろセロハンを使って光を通すかざりをつ

くる 

いろセロハンや、テープ、おかしのつつみがみなど 

⑥ チョッキンパッでかざ

ろう 

切り絵をしよう 折り紙を使って、いろんな形に切り抜いてみよう 

はさみをつかってかざるものを楽しくつくろう 

 

⑦ ねんどづくり ねんどをつかっていろんな作品をつくろう ねんどのさわり心地を楽しむ、いろんな作り方を工夫する 

 

社会 3 年・4 年 

単元 学習のねらい 学習内容・使える教材 

⑧ わたしたちの住んでい

るところ 

住んでいるまちの様子を知る。 

まちを歩いて確かめたり、調べたりしてま

ちや市の特徴を知る。 

まちたんけんコース 

調べること（店、公園、建物、家、公共物、道路の様子）→マップづくり（地

図記号） 

ヒアリングシート  聞いてみよう 

公共施設しらべコース 

市のガイドマップ作成、市役所や図書館の人に聞いてみよう 

⑨ わたしたちのくらしと

まちではたらく人びと 

ものを売ったり、つくったりしている人た

ちの仕事について調べ、自分のくらしとか

かわりについて考えよう 

知っているお店を紹介しあう 

店の場所を確かめ、地図にかきこむ 

⑩  買い物をしている店を調べる、予想する、

考える 

どんな品物があるか 

いくらで売られているか 

どんな品物がよく売れているか、そのわけは？ 

どのようにしてお客さんに来てもらえるように工夫しているか 

はたらく人はどんな場所にいるか？どんな仕事をしているか？ 

どんな表情をしているか？／物流を考える。 
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⑪  見学に行く計画を立てる 実際に行ってインタビューをする 

⑫  ふりかえる 見学したことをまとめる 

店長になったつもりで、店のキャッチコピーをつくる 

ちらしをつくってみる 

⑬  工場で働く人びとの仕事 商品はどのようにしてくられているか？ 

働く人はどんな仕事をしているのか 

どんな材料が必要なのか 

働く人はどんなことを考えているのか 

 

6 年社会 

単元 学習のねらい 学習内容・使える教材 

⑭ わたしたちのくらしと

政治 

税金の使い道を決める議会と選挙 選挙権や議会制度について学ぶ 

税金の仕組み、使われ方について学ぶ 

まちでくらす人々の願いを知る 

 

  



 

 

 


