
授業実践開発研究 第 13巻（2020） 

 55 

BtoBを中心とした小学生向けキャリア教育の実践 
―西千葉子ども起業塾の歩みより― 

伊藤  雅一  
日本工業大学共通教育学群  

 
 

 本稿は、産官学連携事業として 10 年にわたり行われてきた西千葉子ども起業塾の変遷をまとめたものである。

西千葉子ども起業塾は、千葉市のキッズ・アントレプレナーシップ教育の推進を目的とする「ちばっ子商人育成

スクール」の 1 つとして継続されている。まず、西千葉子ども起業塾という教育プログラムの開発過程を確認す

る。そこから見いだせるプログラムの理念は、10 年間の取り組みの中で通底するものとなっている。次に、西

千葉子ども起業塾の取り組みを 3 つの時期に分けて追っていく。具体的には、商店街活性化に関わる事業のみに

取り組んでいた最初の 4 年間と、JFE スチール株式会社との連携を開始してからの時期を 2 つに分けた区分の 3
段階である。最後に、プロジェクトの受講側と運営側が検討し続ける形態で、伸ばす能力や態度をミックスした

取り組みをすることが、社会教育と学校教育の双方にとって有効であることを示した。 
 キーワード：キャリア教育、BtoB、産学連携、アントレプレナーシップ、起業家教育 

 
 

1. はじめに 

 
 本稿は、産官学連携事業として 10 年にわたり行われ

てきた西千葉子ども起業塾の変遷をまとめたものであ

る。西千葉子ども起業塾は、千葉市のキッズ・アントレ

プレナーシップ教育の推進を目的とする「ちばっ子商人

育成スクール」の 1 つとして継続されている。千葉市

の公式サイトには、この事業について以下の説明がされ

ている。 
 

「アントレプレナー」という言葉をご存知でしょ

うか？これは「起業家」を意味する英語で、柔軟

性や決断力、積極性を持つ人材であるとされてい

ます。 
千葉市では、地域産業の振興施策の一環として、

産業人材の育成を図っています。特に、次世代を

担う子ども達へのアントレプレナーシップ（起業

家精神）の喚起・涵養が大事であると考え、もの

づくりの楽しさ等を知る機会の創出に取り組んで

います。（千葉市 2019） 
 
 このアントレプレナーシップに関わる教育プログラ

ム1として開発されたのが、西千葉子ども起業塾である。

運営主体は、千葉市経済企画課と千葉大学教育学部授業

実践開発研究室（担当教員：藤川大祐）の連携体制とな

っている。千葉市内の小学生 4～6 年生を中心に、申し

込んできた 20～30 人がいくつかの「子ども会社」を設

立し、BtoB（Business to Business）型の事業に取り

組む。 
2010 年からはじまった西千葉子ども起業塾は、商店

街の月 1 回開催される市を活性化する課題に取り組む

形で 4 年続いた。5 年目からは、千葉市に大規模な工場

地区のある JFE スチール株式会社を「子ども会社」の

契約先とする月 1回で全 5～6回のプログラムが追加さ

れて今に至る。 
本稿では、まず、西千葉子ども起業塾という教育プロ

グラムの開発過程を確認する。そこから見いだせるプロ

グラムの理念は、10 年間の中で通底するものとなって

いる。次に、西千葉子ども起業塾の取り組みを 3 つの

時期に分けて追っていく。具体的には、商店街活性化に

関わる事業のみに取り組んでいた最初の 4 年間と、JFE
スチール株式会社との連携を開始してからの時期を 2
つに分けた区分の 3 段階である。取り組みの内容には

変化が見られるが、各段階で注目されている課題には共

通点がある。最後に、プログラムの理念と照らし合わせ

て、この 10 年間の取り組みがキャリア教育としてどの

ように解釈できるのか考察する。 
 

2. 西千葉子ども起業塾の開発過程 

 
2.1. キャリア教育との関連 

日本における起業家教育に関わる議論は、通商産業省
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（当時）が 1997 年に設置した「アントレプレナー教育

研究会（座長：矢作恒雄慶應義塾大学常任理事＝当時）」

を契機としている。また、中央教育審議会の 1999 年

12 月「初等中等教育と高等教育との接続の改善につい

て（答申）」では、キャリア教育に関わる部分として、

以下が挙げられる。 
 

学校と社会及び学校間の円滑な接続を図るための

キャリア教育（望ましい職業観・勤労観及び職業

に関する知識や技能を身に付けさせるとともに，

自己の個性を理解し，主体的に進路を選択する能

力・態度を育てる教育）を小学校段階から発達段

階に応じて実施する必要がある。キャリア教育の

実施に当たっては家庭・地域と連携し，体験的な

学習を重視するとともに，各学校ごとに目標を設

定し，教育課程に位置付けて計画的に行う必要が

ある。また，その実施状況や成果について絶えず

評価を行うことが重要である。（中央教育審議会

1999） 
 
このように、日本では 1990 年代末に教育と職業の関

係に注目が高まっていたことがわかる。ただ、その名称

や内容は不安定であった。藤川（2011）は、起業家教

育概念の曖昧さを指摘している。その曖昧さは、子ども

に身につけさせたい能力や態度の記述によって起業家

教育を説明しようとすることにあるとしている。例えば、

チャレンジ精神や創造力などの能力や態度を起業家教

育の説明にあてると、キャリア教育をはじめ、様々な教

育や学習の説明と区別がつかなくなる。そこで、藤川は

起業家教育の教育内容から検討することを提起するに

至る。 
キャリア教育がその用語とともに注目されたのは、先

の 1999 年の答申からだとされている。これ以降、学校

教育におけるキャリア教育の推進が意識づけられてい

く。その中で、小学校におけるキャリア教育は子どもに

身につけさせたい能力の記述によって説明されている。

例えば、小学校におけるキャリア教育は、「人間関係形

成力」「情報活用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」

の育成が中心となるとされている（三村 2004、p.166）。 
藤川の指摘に沿えば、起業家教育とキャリア教育は区

別されるものであるが、どのように区別するか簡単に検

討しておきたい。学校教育におけるキャリア教育は能力

の記述によって説明されていることから、本稿では、狭

義のキャリア教育を学校教育の一環として行われるキ

ャリア教育を指すこととする。併せて、広義のキャリア

教育を子どもの（キャリア）移行過程に関わる教育全般

とする。つまり、起業家教育は、狭義のキャリア教育と

は異なるものとして区別し、広義のキャリア教育には含

まれるものと考えられる。 
 

2.2. 起業家教育プログラムとしての検討過程 

千葉市の「ちばっ子商人育成スクール」は、2009 年

からはじまった事業である。2009 年度の事業報告（千

葉市 2016）を見ると、「原理から分かるカメラ・望遠鏡

づくり」「小4の時の工作で会社を設立!!小学生社長に!!」
「亥鼻実験教室「からだの仕組みを知ろう：君も研究者

だ」」など 6 つの主催・共催事業、後援事業が行われた

ことがわかる。いずれも 1日開催の教室である。また、

内容を見ると、「ものづくりの楽しさ等を知る機会の創

出」に重点がある取り組みにみえる。これら教室型の取

り組みのいくつかは後年も継続しているため、これらと

は別様のプログラムを新たに開発しようと試みた結果、

西千葉子ども起業塾が開発された。具体的には、ある程

度の期間行われる、アントレプレナーシップ教育に主眼

をおいたプログラムということになるだろう2。 
西千葉子ども起業塾の開発過程を振り返っている藤

川（2011）は、小学生向けの起業家教育プログラムの

開発過程で 3 つの検討事項を挙げている。1 つ目は利益

のあり方である。利益の出る事業計画に基づいた事業の

立ち上げは重要である一方、現実は計画通りにいくケー

スばかりではない。藤川は、利益が出ることを全面的に

重視するのではなく、「人に求められる仕事、喜ばれる

仕事をすることの重要性」を小学校段階で理解していく

ことを重視する考えに至っている。 
2 つ目は、企業の社会的責任（Corporate Social 

Responsibility、以下 CSR）である。短絡的な利益優先

の企業経営ではなく、企業活動の安定的な持続をするた

めに、社内と社外の環境向上に貢献することが社会的に

求められている。利害関係者に限らない「多くの人に喜

ばれるような事業の重要性」を子どもたちが理解するこ

とを藤川は重視している。 
3 つ目は、働き方ややりがいである。人件費の削減や

事業従事者の存在を無視することは、短期的には利益を

生み出しやすいが、組織で継続的な事業に取り組むこと

にはならない。「労働環境に配慮するという制約の下で

事業を進めるという困難を知ること」も藤川は重視して

いる。 
これら 3 つの検討事項をふまえて、小学生向けの起

業家教育プログラムの具体化が進められた。「人に求め

られる仕事、喜ばれる仕事をすることの重要性」を扱う

ためには、「シミュレーションではなく実際に自分たち

以外の人を相手にした事業活動」である必要があった。

一方、何の基盤もない完全な新規事業をする時間的余裕

はないため、「既存の事業に乗せてもらう形の事業」と

して無理のない実施となった。その際の懸念事項として、

大人の子どもに対する子ども扱い3が挙げられた。そこ
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で、起業家教育の先行事例としてあった BtoC
（Business to Consumer / Customer）型の取り組み

（会社と個人消費者間のやり取り）ではなく、BtoB型
の取り組みが採用された。西千葉地域の活性化に取り組

む商店街や起業家は、既に事業を展開しており、その 1
つである「第三土曜市」（詳細は後述）への貢献が「子

ども会社」の事業成果となる仕組みとなった。このこと

は、「子ども会社」が社会的課題の解決を目的とした社

会企業であることを意味している。その結果、経済的な

利益優先を想起しにくいため、CSR や労働条件への配

慮という要素をより強めたと考えられる。 
以上の経過を経て、短期間のプログラムという制約の

中で、西千葉地域の活性化に取り組む商店街や起業家と、

「子ども会社」との間で BtoB型の事業を展開すること

に至る。 
 

2.3. 西千葉子ども起業塾の開発過程 

西千葉子ども起業塾の具体的なプログラム開発につ

いて、藤川ら（2011）を参照して説明していく。まず、

藤川の担当する千葉大学教育学部の演習科目「キャリア

教育演習」（前期 15 時限分）でプログラム開発を行う

ことにし、受講者を運営スタッフとした。2010 年は約

20 名の学生が受講し、8 月の西千葉子ども起業塾実施

へ向けて企画段階から事業に関わった。 
JR 西千葉駅前から千葉都市モノレール作草部駅に向

かうゆりの木通り沿いの「ゆりの木商店街」の店舗や千

葉大学出身者が起業した会社の協力を得て4、「第三土曜

市」を盛り上げる事業を「子ども会社」が考案し、実施

することになった。 
 

 
図 1 第三土曜市の様子（2014.4.19筆者撮影） 

 
「子ども会社」と契約を結ぶのは、千葉大学の卒業生

であり、西千葉で起業をした吉川亮の株式会社プロシー

ドジャパン5である。株式会社プロシードジャパンは、

千葉大生に成長・挑戦できる環境を提供したいという理

念の下、学生にワークショップ企画の機会等を提供する

事業を行っている。また、ゆりの木商店街との関係も深

く、商店街の一角にある「ふくろう広場」で行われてい

る「第三土曜市」の運営も行っている。「第三土曜市」

は、商店街の人や千葉大学の学生らが出店や出し物を行

う月 1回の交流イベントである。8月に開催されるこの

市を盛り上げるために、3 日間の工程が考案された。2
日間で、課題の発見、課題を解決する事業提案、株式会

社プロシードジャパンとの契約、事業内容の準備までを

行い、3日目の「第三土曜市」で事業を実践し、清算を

することになる。運営スタッフは以下の工程を組んだ

（表 1）。 
1日目にある導入映像とは、吉川、商店街の人、学生

が出演する 4 分程度のドラマ映像だという。吉川と商

店街の人が「第三土曜市」を更に盛り上げるためにはど

うすればよいかと悩んでいるところへ塾長役をはじめ

とした学生らが登場、「「西千葉子ども起業塾」に参加す

る子どもたちが「第三土曜市」を盛り上げる事業を提案

します」と話を持ちかける内容である。 
 

表 1 「西千葉子ども起業塾」進行案 

時間 内容 
1日目 
9:15 ・スタッフ紹介、子どもの自己紹介等。 

・会社の仕組みや起業のルールについて説明。 
・導入映像を視聴する。 

10:00 ・「ふくろう広場」、ゆりの木商店街をフィールド 
ワーク。 

11:30 ・フィールドワークで気付いたことの共有。 
13:00 ・それぞれ自分のやりたいことを考える。 

・それぞれのやりたいことを分類し、グループ（会

社）に分かれる。 
14:00 ・会社内で事業計画書を作成する。 

・吉川の審査を受ける。 
・審査にとおった会社から、模擬貨幣の融資を受 
け、準備にとりかかる。（17：00終了） 

2日目 
9:15 ・継続して準備をする。（17：00終了） 
3日目 
9:15 ・継続して準備をする。準備ができ次第「ふくろう

広場」に移動する。 
11:00 ・「第三土曜市」開始。 
15:00 ・「第三土曜市」終了、片付け。 
16:00 ・吉川と清算。閉塾。（17：00終了） 

（藤川ら 2011、p.50より） 
 
子どもたちが起業の趣旨を理解した上で、ゆりの木商

店街のフィールドワークとして、実際に「ふくろう広場」

を見て回り、商店街にいる人にインタビューをしていく。

「第三土曜市」にどのような課題があるのか、また、子
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どもはその課題を受けて何をやりたいのかを考える。そ

れを全体で共有し、同様の課題を考えた者同士を集め、

会社としてグループを再構成する。再構成は、スタッフ

の側で子どもの課題を分類し、子どもを割り振る。 
会社に分かれたら、「なぜこの会社を立ち上げるのか」

「会社の目標は何か」「この会社で何をするのか」とい

った項目を明記する事業計画書を書き、吉川と交渉を重

ね、契約する。その際、物品購入などの経費なども計画

書に含む。吉川には、経費や人件費の妥当性も考慮し、

契約を結んでもらうようにした。契約が結ばれたら、「第

三土曜市」へ向けて準備を進める。 
「第三土曜市」が始まると、実際に事業活動を行う。

終了後は、吉川と契約にもとづいた清算をする。 
 
2.4. 背景としてのゲーミフィケーション 

以上、西千葉子ども起業塾の開発過程を概観してきた。

一見すると、子どもに任せる部分が多く、子どものアイ

デア次第に見えるかもしれない。そこで、起業家教育プ

ログラムの運営側と子どもの関係について確認してお

く。両者の関係は、微妙なバランスで成り立っているこ

とが伺える。例えば、以下のような言及が挙げられる。 
 
吉川からすれば、子どもだからといって、あまり

に自由な活動をされては、「第三土曜市」の運営者

としては困ってしまう。逆に、子どもだからこそ

できる斬新な事業を考えてもらい、実際に場が盛

り上がるようなことがあれば、吉川や「第三土曜

市」の利益になるだろう。（藤川ら 2011、p.49） 
 
子どもの自由なアイデアを何でも受け入れるわけで

はなく、西千葉地域のゆりの木商店街における「第三土

曜市」という世界観が制約として存在していることが読

み取れる。ただ、その世界観の存在のみにプログラムの

秩序を求めているわけではない。この点について、ゲー

ミフィケーションの考え方に照らし合わせて確認して

いく。ゲームの枠組みや発想を様々な分野に応用するこ

とをゲーミフィケーションと呼ぶが、西千葉子ども起業

塾も開発当初からゲームの発想を取り入れていること

が述べられている（藤川 2011、p.6）。本稿では、ゲー

ム研究者のジェイン・マクゴニガルの 4 つの要素（以

下①～④）からなる枠組みを参考に追っていくことにす

る（McGonigal 2011、 pp.38-40）。 
 
①ゴール：プレイヤーが達成すべき具体的な成果の

こと。プレイヤーの注意をひきつけてゲームへの

参加を促すことで、プレイヤーの目的意識を提供

する。 
 

→西千葉子ども起業塾では、BtoB型の契約が履行さ

れ、清算の結果、黒字となることが望ましいゴー

ルとされている。 
 
②ルール：ゴール達成における制約をもたらすもの。

ゴール達成の方法を模索せざるを得ない状況をつ

くることで、創造性の解放や、戦略的な思考を促

す。 
 
→BtoB型の事業であるため、来客者への物販や禁止

されている。併せて、模擬通貨「ベア」を使用す

ることで現金の直接的なやり取りを避けている。

他には、事業計画書や清算結果の提示もルールと

考えられる。 
 
③フィードバックシステム：ゴールまでの進度を示

すもの。ゴールに必ず到達できるという気持ちを

保ち、意欲を得る。 
 
→大学生スタッフによる活動のフォロー、社会人ア

ドバイザーによる経営アドバイス、吉川との契約

交渉時のやり取りなど多角的なフィードバックが

用意されている。 
 
④自発的な参加：①～③を進んで受け入れること。

プレイヤー同士の共通認識をもつことができ、難

しい課題に取り組む場合にも安全の保証がされる。 
 
→市政だよりなどによる公募のプログラムのため、

自発的な参加が前提となっている。また、子ども

自身の見出した社会的課題に対して取り組みたい

内容を事業に反映させるので、自発性はプログラ

ム内を通して維持される仕組みである。 
 
西千葉子ども起業塾における運営側と子どもの関係

は、主に②ルールと、③フィードバックシステムに現れ

ている。BtoB型の事業を維持するための最低限のルー

ルがあり、事業計画書や清算結果の提示が定められてい

る。事業計画書や清算結果は、子ども会社に任せている

だけでは提示できないため、運営側が書類を用意するこ

とになる。書類が丁寧すぎてはただの穴埋めになってし

まうし、白紙に近いと子どもなりの書式では契約に至り

づらいことが想定される。運営側と子どもの関係は、書

類の作り方を通じて、ルールに関わる変化が生じている

と考えられる。 
 フィードバックシステムについては、大学生スタッフ

による活動のフォロー、社会人アドバイザーによる経営

アドバイス、吉川との契約交渉時のやり取りの 3 点を
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取り上げた。大学生スタッフは、「塾長役、グループに

密着して活動を支える役、お金を管理する役、必要な物

品を買い出しに行く役など」が役割として挙げられてい

る（藤川ら 2011、p.49）。あくまでも、「子ども会社」

にとっての黒子の役割といえる。会社経営については、

実際に起業や会社経営を経験している社会人がアドバ

イザーとして複数人常駐することで、「子ども会社」に

会社として、会社員としてのあり方を示している。事業

の契約は、吉川が事業計画書をチェックして気になる点

を挙げていくため、1 回の交渉で成立することはない。

こうした体制が、子ども会社をより会社らしくなってい

くフィードバックとしてはたらいている。運営側がそれ

ぞれの立場に応じて、立場に基づいたフィードバックを

続けることで、子どもも「子ども会社」という枠組みの

中で自由なアイデアに基づく事業展開を構想していく。 
ここまで、西千葉子ども起業塾の成り立ちや基本的な

プログラム内容を述べてきた。次項から 3 つの時期に

分けて実際の活動を追っていく。 
  

3. 西千葉子ども起業塾の取り組み 

 
3.1. 最初の 4年間 

 まず、商店街における地域活性化に関わる事業のみに

取り組んでいた 4 年間をみていく。第 1 回の商店街を

フィールドワークした後の子どものアイデアは、以下の

通りである（表 2）。このアイデアをもとに、大学生ス

タッフが 3 つのグループに分け、最終的には 4 つの会

社（イベント、広告、美化、環境）ができた。 
 

表 2 子どもたちの考えた事業とその理由 

やりたいこと 理由 
掃除 ・「ふくろう広場」がきたないから 

・ごみがたまると狭いだろうから 
花を植える ・花壇にもっと花を植えれば、き

れいになって人が来る 
うち水 ・当日は暑いと思うから 

・暑くなくなったら人が来る 
宣伝 ・何をやっているかをしっかり見

せて人を呼びたい 
看板づくり ・掃除などをするのはいいが、長

続きしないと思うから 
イベント ・人をたくさん呼んで盛り上げる 
スポーツコー

ナー 
・おもしろいことをしてもっと人

に来てもらいたい 
（藤川ら 2011、p.51より） 

 
4 つの会社は、したいことを提案して契約を結ぼうと

するが、ただ思いついたこと（例えば、サッカーボウリ

ングをする、うちわを配るなど）をするだけでは契約は

できないと断られる。そこから「子ども会社」のひと工

夫が試行錯誤された。例えば、うち水を提案した会社は、

水鉄砲で射的をするイベントとすることで、来客者に楽

しんでもらいつつ、うち水の効果を得られるようにする

考案に至った。吉川は、参加者数に応じた報酬（うち水

の会社の場合、参加者ひとりあたり 500 ベア）を提示

して契約した。 
この第 1 回について、契約場面から以下のことが見

出されている。 
 

なかなか契約に至らないのは、子どもにとっても

スタッフにとっても、歯がゆいものだったと思わ

れる。しかし、社会起業の要素を含んだ事業を実

現させるには、多くの場合、子どものやりたいこ

とをそのままやらせるわけにはいかない。大人の

側で、子どもの事業を支えながらも厳しく評価し

ていくことが必要になる。今回は、吉川が、相手

が子どもだからと甘く妥協して契約を結ぶことを

せず、粘り強く交渉にあたった。この過程は、計

画通りには進んでいなかったが、大人からも必要

とされる事業を行うためには、必要な過程であっ

た。（藤川ら 2011、p.52） 
 
この第 1 回から見出されたことは、後に続いていく

ことになる。以下の表 3 からは、第 2 回には赤字で精

算を終える「子ども会社」があったことがわかる。契約

時の報酬設定を甘くすれば、すべての会社を黒字するこ

とは容易であるが、そうはしていないことが伺える。 
 

 
図 2 吉川と交渉する子ども会社（2014.6.14筆者撮影） 

 
 上記の第 1 回から見出されたことは、運営を担う大

学生スタッフにとってどのような意味があるだろうか。

第 1 回の大学生スタッフの動向を中心に検討した阿部

（2011）によると、「「決めないプログラム」を決める

という問題を解決する仕方を考えるという過程」であっ

たとしている（阿部 2011、p.19）。学校教育における指
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導案のように、教えるべき内容を明確に決めるわけでは

ないことは、大学生スタッフの不安となった一方、大学

生スタッフにとっても、第 1 回のプロクラム構想段階

からの参画は起業家教育になっていたと指摘している。 
 

表 3 西千葉子ども起業塾 4年間の変遷 

（千葉市 2019 を元に筆者作成） 

 
 大学生スタッフにとっての意味の変遷は、第 4 回の

大学生スタッフについて検討した太田（2014）から読

み取ることができる。まず、大学生スタッフのグループ

が、塾長、秘書、3日間班、広報班、物品班、プレ起業

塾班、銀行班、班付き班7であったことが確認できる（太

田 2014、p.58）。大学生スタッフの組織化が進んでいる

ことが読み取れる。 
では、実際の動きはどうなっているのだろうか。大学

生スタッフは、地域活動に参画できることや子どもと触

れられることなど利点を多く挙げている（太田 2014、
p.59）。その一方、コアスタッフ8に仕事が集中すること、

起業やプログラム運営に関する理念に対する考えのず

れなどが課題として挙げられていた（太田 2014、p.65）。
既存のプログラムを引き継ぎつつ、内容や方法の改善を

中心にしていた結果、プログラムの当初の目的から離れ

てしまったことが指摘されている。それと関連して、ど

んなことに取り組んでいけばよいのかの認識がスタッ

フ間でずれていたことにより、仕事の偏りが生じた模様

である。大学生スタッフにとっての西千葉子ども起業塾

は、既存のプログラムの運営に従事することを中心とす

ると、起業家教育の意味合いが薄れていくことが考えら

れる。 
ただ、第 5 回からは新規事業をプログラムに取り入

れたことで、大学生スタッフにとっての起業家教育にな

っていたと指摘される第 1 回の雰囲気になったことが

伺える。 

 
3.2. JFE スチール株式会社との連携 

第 5 回は、既存の「第三土曜市」を事業の場とする

「常ナツコース」9と、これまでのノウハウを活かして

新設された「月イチコース」とが行われた。後者は、千

葉市内の JFE スチール株式会社を「子ども会社」の契

約先とする。具体的には、「9 月に開催する特別工場見

学会のお手伝いとお客様へのおもてなし」というミッシ

ョンに取り組むこととなる。 
表 4 を見ると、第 5回から第 8回までの 4回は、同

じミッションを継続し、第 9回と第 10回はそれぞれ異

なるミッションとなっていることがわかる。第 5 回か

ら第 8 回までのミッションは、見学会でのおもてなし

の内容と配布するお土産の企画・作成の両方が求められ

る内容となっていた。例えば、2017 年度の第 8回は以

下の内容となっている。契約先が JFE スチール株式会

社となり、ミッションで求められる内容も高度になった

ことが伺える。 
 

表 4 西千葉子ども起業塾（月イチ）5 年目以降の変遷 

 年月日 会社数 ミッション 
第 
5 
回 

（月イチコース） 
2014 
5/24, 6/14, 7/12, 
9/13, 10/11, 11,8 

4 社 
22 人 

JFE スチール株

式会社の協力の

もと、子ども達

が工場見学をア

レンジし、一般

のお客様をおも

てなしする企画

を考えます。 

第 
6 
回 

2015 
6/13, 7/11, 8/1, 9/5, 
9/12, 10/3 

2 社 
 
 

第 
7 
回 

2016 
6/11, 7/2, 7/30, 9/3, 
9/10, 10/1 

2 社（定員

30 人に拡

大） 

第 
8 
回 

2017 
6/3, 6/24, 7/22, 9/2, 
9/9, 9/30 

2 社 

第 
9 
回 

2018 
6/30, 7/7, 7/28, 9/8, 
10/6 

4 社（7/28
午後 は台

風接近の

ため中止） 

「JFE スチール

(株)の子ども向

け広報を企画し

よう！」 
第 
10 
回 

2019 
6/8, 6/22, 7/13, 
9/14, 10/5 

4 社 子ども向けのオ

リジナル記念品

の企画・作成

（JFE スチール

株式会社が主催

する子ども向け

スポーツ大会で

配付する記念

品） 
 
 

 年月日 会社数 
人数 

ミ ッ ショ

ン 
変化など 

第 
1 
回 

2010 
8/19-21 

4 社 
15 人 

ゆり の木

商 店 街 で

実施 さ れ

て い る第

三土曜市

の活性化 

4 社黒字 

第 
2 
回 

2011 
8/18-20 

4 社 
19 人 

初の赤字発

生 

第 
3 
回 

2012 
7/21, 
8/16-18 

4 社 
19 人 

プレ起業塾

の実施開始6 

第 
4 
回 

2013 
7/20, 
8/22-24 

4 社 
19 人 

4 社黒字 
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第 9回と第 10回はそれぞれ「JFE スチール(株)の子

ども向け広報を企画しよう！」「子ども向けのオリジナ

ル記念品の企画・作成」というミッションになっており、

第 8 回までの質を考えると、同様に高度なミッション

となっていると考えられる。契約先に変更はなくても、

ミッションが変化していくことで、西千葉子ども起業塾

の運営方針をその都度考える必要がある。そのことは、

大学生スタッフにとっては、プログラムの目的を確認す

る契機となる点ではメリットであると考えられる。 
 

表 5 第 8回の「子ども会社」の事業内容 

見

学

会 

会

社

名 

おもてなし・工夫 お土産 

午

前

の

部 

ハ
"
ピ
$
西
千
葉
会
社 

（1）工場見学中の暑さ対策
として、見学中にクールスカ

ーフを配布した。お好みで香

りをつけることができると

いう企画も行い、好評を得て

いた。 
（2）見学後に配布する缶飲
料は、JFEスチールで作られ
た鉄を使った缶を使用して

いる。このことをアピールす

るため、JFEスチールのロゴ
マークを入れたシールを貼

った。 

西千葉子ども

起業塾のキャ

ラ ク タ ー と

JFE スチール
の鉄を用いた

鉄製品とのコ

ラボレーショ

ンデザインの

ハンドタオル。 
お土産を手に

取って、見学会

のことを思い

出してもらい

たいとの想い

から実用性の

高いハンドタ

オルを採用し

た。 

午

後

の

部 

K
S
J
会

社 

（1）工場見学中の暑さ対策
として、スーパークールタオ

ルを見学者に配布した。冷却

効果の他に、手についた汚れ

をふき取ることもでき、見学

者から好評を得ていた。 
（2）JFE スチールを連想さ
せるゆるキャラを考案した。 
（3）JFE スチールのロゴと
西千葉子ども起業塾のキャ

ラクターがコラボレーショ

ンしたデザインの T シャツ
を作成し、見学会当日に着用

した。 

鉄ができるま

での一連の工

程をデザイン

したクリアフ

ァイルを作成。 
日常生活の中

で使う機会の

多いクリアフ

ァイルをお土

産にすること

で、工場見学会

で学んだこと

を思い出して

もらいたいと

いう想いから

考案された。 
（千葉市 2018より筆者作成） 

 
西千葉子ども起業塾では、申請した子ども宛にどんな

ことに取り組むのかを説明したガイドブックを事前に

送付している。第 10回のガイドブックは、37ページに

まで充実した量となっている。第 4 回の時点では、マ

ニュアルの必要性が大学生スタッフから述べられてい

るが（太田 2014、p.64）、ガイドブックが充実してきた

ことから、マニュアルの機能を果たしていると考えられ

る。記述上はプログラムの目的や行程を理解することが

できるようになっている一方、実際のプログラム中は、

第 1 回でも挙げられている不安（子どもとの接し方や

各役割の担い方）が第 10回でも聞かれた。 
以上、「第三土曜市」における地域活性化を事業とす

る時期、JFE スチール株式会社の工場見学に関する事

業、JFE スチール株式会社の提示する様々な事業の時

期を概観してきた。取り組みの内容には変化が見られる

が、各段階で注目されている課題には共通点がある。そ

の点は後述するように、大学生スタッフのプログラムに

対する考え方や取り組み方に見られる。ただ、大学生ス

タッフにとっての学習機会という意味では、積極的に引

き受けていくことが望ましい課題とも考えられる。 
 

4. 考察 

 
4.1. 広義のキャリア教育としての西千葉子ども起業塾 

最後に、プログラムの理念と照らし合わせて、この

10 年間の取り組みがキャリア教育としてどのように解

釈できるのか考察する。序盤に挙げた 3 つの検討事項

に沿って確認すると、「人に求められる仕事、喜ばれる

仕事をすることの重要性」を小学校の段階で理解してい

くことを重視する利益のあり方、利害関係者に限らない

「多くの人に喜ばれるような事業の重要性」を子どもた

ちが理解する CSR の発想、働き方ややりがいを重視し

て「労働環境に配慮するという制約の下で事業を進める

という困難を知ること」は、10 年間を通して維持され

てきたと考えられる。契約先が JFE スチール株式会社

になった以降も社会起業が BtoB 型の契約を結ぶこと

は変わっていない。 
次に、ゲーミフィケーションの 4 要素から確認して

いく。西千葉子ども起業塾において、①ゴールと④自発

的な参加には大きな変化はなかったと考えられる。②ル

ールと③フィードバックシステムについては、回を追う

ごとに充実していったことが確認できる。プログラム内

で提出する書類は、第 10回には、会社組織図、帳簿シ

ート、融資申込書、企画書、発注書、税金報告書、決算

報告書の 7 種類に及んでいる。プログラムの期間が長

期化したこともあり、ルールは充実していくことになっ

た。 
それにともない、起業塾に関わる主体の多様化も進ん

だ。新たな契約先である JFE スチール株式会社や、実

際にある千葉銀行や千葉東税務署などの職員が、「西千
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葉銀行」「西千葉税務署」の職員として参画している。

ガイドブックの充実化10もこうしたことと関連してお

り、フィードバックシステムの充実化も進んだ。 
 先に全期間を通しての課題として挙げた、大学生スタ

ッフのあり方については、プログラムの特性上、解消さ

れずに維持される要素があると考えられる。それを阿部

（2011）は「決めないプログラム」を決めるという問

題を解決する仕方」と表現した。学校教育における指導

案のように、教えるべき内容を明確に決めるわけではな

いことは、むしろ実社会のあり方（会社での働き方や新

事業と向き合うことなど）に即していると考えられる。

大学生にとっての教育や学習に対する思いや考え方を

相対化する良い機会と考えられる。それにともなう不安

や違和感を個人の課題とするのか、プログラムの課題と

するのかはプログラムの中で議論し続けることであろ

う。そうすることは、大学生スタッフにとっての起業家

教育としての機能が活性化すると考えられる。 
以上より、西千葉子ども起業塾は、応募した小学生に

とっての広義のキャリア教育となっているだけでなく、

大学生にとってのキャリア教育ともなっている。ここで

のキャリア教育は、「望ましい職業観・勤労観及び職業

に関する知識や技能」とは何かを考え続け、「自己の個

性」に気付き、「主体的に進路を選択する能力・態度」

とは何かを検討し続けることであるだろう。 
 
4.2. 狭義のキャリア教育への示唆 

西千葉子ども起業塾は起業家教育を念頭に置いた社

会教育プログラムであるため、学校教育におけるキャリ

ア教育へそのまま適用できるわけではない。ただ、西千

葉子ども起業塾の要素は活用できるとの指摘がある11

（鬼澤 2014）。 
この点について、まず、学校教育におけるキャリア教

育にはどのような要素が求められているのか確認して

おきたい。序盤に示したが、小学校におけるキャリア教

育は、「人間関係形成力」「情報活用能力」「将来設計能

力」「意思決定能力」の育成が中心となるとされている。

そこで意味していることは、職業の準備教育や夢へ一直

線に進むことではない。主体的に職業生活や自分の人生

を歩むための基礎づくりだとされている（渡辺 2008、
p.84）。 
こうした小学校におけるキャリア教育の要素につい

て、諸富（2007）はよる授業実践に沿った 4 つのモデ

ルと 7 つの力で説明している（後述の一覧）。諸富によ

ると、小学校では、基礎的な能力育成モデルが中心にな

るとしており、出会いの場セッティングモデルは小学校

中学年から、後の２つのモデルは小学校高学年からはじ

まることを示している（同上、p.34）。 
 

出会いの場セッティングモデル 
・出会いに生き方を学ぶ力 
内省による夢づくり（自分づくり）モデル 
・夢見る力 
・自分を見つめ、選択する力 
基礎的な能力育成モデル 
・コミュニケーション能力 
・達成する力 
・七転び八起きの力 

キャリア疑似体験モデル 
・社会や人に貢献することに喜びを感じる力 

（諸富 2007、p.97より） 

 
以上のことを踏まえて、西千葉子ども起業塾は、キャ

リア教育としてどのように解釈できるか考えていく。西

千葉子ども起業塾は小学校 4 年生以上を対象としてお

り、基礎的な能力育成モデルを中心としつつも、他の 3
つのモデルの始まりの時期にあたる。ただ、教育プログ

ラムとしては、キャリア疑似体験モデルを中心とした、

社会や人に貢献することに喜びを感じる力の育成を担

うものと考えられる。その中で、大学生や企業人として

の大人、行政関係者としての大人など多様な人との出会

いの場ともなっている。また、塾生は、自分たちの会社

経営を通して、経営の選択をすることを求められる。い

わば、「人間関係形成力」「情報活用能力」「将来設計能

力」「意思決定能力」をミックスした状態をつくり出し

ているのが西千葉子ども起業塾と考えられる。そこでは、

教育プログラムの受講者に限らず、運営側も含めて課題

を設定し、検討し続けることが求められている。狭義の

キャリア教育の中で、「人間関係形成力」「情報活用能力」

「将来設計能力」「意思決定能力」をミックスする場面

をつくり出すことができれば、主体的に職業生活や自分

の人生を歩むための基礎づくりをしていくことにつな

がっていくと考えられる。 
 

5. おわりに 

 
第 10 回は、大学生スタッフの募集を千葉経済大学、

敬愛大学でも行い、5 人のスタッフが参画するに至った。

これまでの西千葉子ども起業塾の系譜を引き継ぎつつ、

千葉市の複数の大学や企業が参画する新たな組織体の

構想が求められている時期に来ていると考えられる。今

後の展開を追いつつ、次稿の準備を行いたい。 

 
 

1 学校外で行う正課ではない教育であるため、教育プログラム

の中でも、社会教育のプログラムにあたる。 
2 2010 年度は、千葉市と千葉大学教育学部藤川研究室の大学

等共同研究事業となっている（千葉市 2019）。「キッズ・アン
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トレプレナーシップ教育について研究」し、西千葉子ども起業

塾の考案に至った。 
3 ここでは、子どもの取り組みに貢献しようと、自身のニーズ

に関係なく、子どもの販売するものや提供するものを購入した

り楽しんでいるふりをしたりすることを指す。こうした行為は、

寄付に近いと指摘されている（藤川 2011、p.5）。 
4 「前例のないプログラムの実施にあたっては地域との密接な

連携が欠かせない」と考えて、協力者や地域を選定した（藤川・

阿部・川瀬 2011、p.49）。 
5 株式会社プロシードジャパンは、「エクスターンシップ」と

いう人材育成プログラムを軸に事業展開をしている。詳細は、

会社公式サイト http://psd-japan.com/ を参照のこと。 
6 プレ起業塾は、従来の 1日目のフィールドワークより前に、

現場を知っておくために企画されたものである（千葉市 2012）。
第 3 回は、第三土曜市の視察として、「指令状」に基づいて、

商店街の人たちに話を伺いつつ、クロスワードを完成させる内

容であった。 
7 塾長は、起業塾のトップ役で、塾の各回のはじめと終わりの

挨拶、子ども会社への塾としての出資者、子ども会社からの塾

運営に関わる要望などを受け付ける。秘書は塾長を補佐し、書

記などを担当する。3日間班は、3日間のプログラム全体を通

した内容を担当する。広報班は、公式サイトや twitter などを

管理し、塾の活動を発信する。物品班は、子ども会社が必要と

する物品（電子機器や筆記用具など）を管理し、追加で必要に

なったものは買い出しや作成をする。プレ起業塾班は、プレ起

業塾を運営する。銀行班は、出資や融資、給与などによる仮想

通貨の流通を管理する。班付き班は、子ども会社 1社ごとに付

き、様子を見守る。子ども会社内で何かあれば、塾長や教員に

報告・相談する。 
8 コアスタッフは、多くの場合、起業塾運営を複数年経験した

人を指す。ミーティングの場を準備しまとめる。 
9 2015 年度から、常ナツコースは、月イチコースへ統合され

た。 
10 著作権のことや納品までのルートについては、株式会社コ

ムズの協力による。 
11 プレ起業塾に関わった鬼澤によれば、小学校の委員会活動

やクラブ活動に起業家教育の主体的に行動する要素が取り入

れられるのではないかと考えている（鬼澤 2014、p.30）。 
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