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地域連携による継続的な起業家教育を実践する際の意義と課題 

―「西千葉子ども起業塾」の学生スタッフへの調査から― 

太田	 貴之  
千葉大学大学院教育学研究科修士課程  

 
 

	 2010 年度から、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の連携事業である「西千葉子ども
起業塾」が実施されている。毎年プログラムを改善し、2013年度で 4回目が開催された。本研究では、学生ス
タッフに焦点をあて、初年度のプログラム開発に携わっていない学生が、本プログラムの企画・運営について、

どのような意義や課題を感じているかを調査する。調査の結果、子どもと関わることや学校教育への応用の可能

性について意義を感じていることが明らかになった。一方で、プログラムの目標が明確でないこと、プログラム

の準備が円滑に進んでいないこと、プログラムに対する理念やプログラム内容の再検討、プログラム開発を行う

演習カリキュラムの改善といった課題を抱いていることが明らかになった。 
	 キーワード：起業家教育、キャリア教育、地域連携、社会教育、大学教育、プログラム改善 

 
	 

1.	 はじめに	 

 
千葉市では 2009年度より、キッズ・アントレプレナ

ーシップ教育（起業家教育）1の推進に取り組んでいる。

これは、小・中学生を対象にし、起業家精神を喚起・涵

養し、将来の産業振興を担う人材を育成することを目的

としている。 
その一環として、2010 年度より、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2（担当教員：

藤川大祐）の連携事業「西千葉子ども起業塾」を毎年 8
月に実施し、2013年度までに 4回開催してきた3。年に

よって細かい違いはあるが、これまでの西千葉子ども起

業塾の概要を表 1に示す。 
「西千葉子ども起業塾」は、夏休みの 3 日間にかけ

て行われる社会教育プログラムである。「第三土曜市」

に関する課題を見つけ、解決できるような事業を考え、

グループで会社を設立し、契約をもとに事業を行う。 
以下に、「西千葉子ども起業塾」の特徴を簡単にまと

める。主に、4点あげられる4。 
	 1点目に、地域と連携したプログラムということであ
る。「西千葉子ども起業塾」は西千葉駅近くのゆりの木

商店街や、商店街で行われている「第三土曜市」を舞台

に実施している。プログラムの中で、ゆりの木商店街を

中心とした地域の人々と関わることになる。 

	 ゆりの木商店街は、「ピーナッツ」と呼ばれる地域通

貨を導入したり、「西千葉子ども起業塾」の舞台ともな

る「第三土曜市」を開催したりするなど、積極的に地域

づくりを行っている。授業実践開発研究室では以前、ゆ

りの木商店街と連携して授業実践をしたことがあり5、

「西千葉子ども起業塾」においても連携して実施するこ

ととなった。 
	 2点目に、BtoB型（Business to Business）のビジ
ネス形態を取り入れていることである。従来の起業家教

育では、子どもたちが作った食べ物や物品の販売をする	 	 	 

ことが多かった。このような出店・販売型プログラムは、 
 

表 1	 「西千葉子ども起業塾」概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takayuki OHTA：Significance and Problems  of the 
Continual Entrepreneurship Education in Partnership 
with Local Community  
-From Investigation for the Student Staff Members of 
“Nishi-Chiba Entrepreneur  School”- 
Graduate School of Education, Chiba University 

日程 8月の連続した 3日間（木曜～土曜） 
各日 9:00～17:00 

場所 千葉大学西千葉キャンパス、 
ゆりの木商店街等 

参加者 千葉市在住の小学校 4 年生～6 年生を対
象に募集。募集人員は 20名。 

内容 ○ 社会起業の体験を行う。 
1．ゆりの木商店街で開催されている「第
三土曜市」の課題を見つける。 

2．課題を克服するような事業を考える。 
3．「第三土曜市」の責任者と契約を行う。 
4．事業の準備を行う。 
5．「第三土曜市」にて事業を実施する。 

備考 第 3回（2012年度）からは、7月の第三
土曜日に「プレ起業塾」を開催 
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店舗に来た客と契約し、販売するため BtoC 型

（Business to Consumer/Customer）のビジネス形態
となる。BtoC型プログラムでは、大人が「子どもが作
っているものだから買ってあげよう」と甘い評価を下し

たり、販売によって発生する利益が最大の関心ごととな

ったりするという課題が考えられる6。 
そこで本プログラムでは、プログラムの内容を理解し

て厳しく事業を評価する事業者と契約を行い、事業を遂

行する BtoB 型のプログラムに取り入れることにした。
なお、契約を結ぶ事業者として、実際に「第三土曜市」

を運営している株式会社プロシードジャパンの吉川亮

氏に協力を得ている。 
	 3点目に、問題解決型の起業を行うことである。起業
には大きく分けて 2つある。1つは、自分がやりたいこ
とをやるという新規提案型の起業である。もう一つは、

問題を解決しようとする問題解決型の起業である。 
	 「西千葉子ども起業塾」では、参加者を 4～5人程度
のグループに分けて、グループごとに起業を行う。複数

の子どもが共同して取り組むには、ある場所に存在する

課題を発見し、解決するための事業を考える問題解決型

の起業の方が取り組みやすいと思われる。 
そこで本プログラムでは「第三土曜市」という場所に

ある課題を発見し、課題を解決するという問題解決型の

起業を取り入れることにした。また、本プログラムは、

問題解決型の起業の中でも、社会に存在する問題を事業

によって解決するため、社会起業に含まれることになる。 
	 4点目に、体験的な起業家教育を行うために、多くの
社会人が関わっていることである。前述のゆりの木商店

街の関係者や吉川氏の他にも、千葉大学経済人倶楽部

「絆」7の会員、山梨の起業家である戸田達昭氏8、千葉

銀行職員、千葉市職員、その他社会人ボランティアなど、

多くの社会人が子どもたちの起業体験をサポートして

いる。 
この他にも、2012年度（第 3回）からは、7月の「第

三土曜市」にて「プレ起業塾」を開催している。これは、

本プログラムの参加者に、事前に「第三土曜市」の取り

組みやその雰囲気を知ってもらうために、7月の「第三
土曜市」にて簡単な活動を行ってもらうものである。 
なお、本プログラムのスタッフは、千葉大学教育学部

の授業「授業実践開発演習（キャリア教育演習）」9（担

当教員：藤川大祐）の受講生である。「キャリア教育演

習」は、千葉大学教育学部で学部 2年生～4年生に開講
されている半期（4 月～7 月）の授業である10。必修授

業でなく選択授業であるので、受講生は自ら希望して履

修していることになる11。本授業は、キャリア教育につ

いて実践的に学習し、キャリア教育を実践する力量の形

成を目指すことを目的としている。そして、2010年度
からは、キャリア教育の一環としての起業家教育という

視点から「西千葉子ども起業塾」の企画、運営を行って

いる。今年度の受講生は、起業や地域づくりについて学

び、プログラムの準備、当日の運営を行った。2013年
度の授業の概要については 4章で詳しく記述する。 
 

2.	 プログラム初年度における研究	 

	 

「西千葉子ども起業塾」の初年度における開発過程や

実際の様子、学生や起業家にとっての意義や課題に関す

る研究は既に行われている。阿部（2011）は、学生ス
タッフと起業家に調査を行い、本プログラムの構造と意

義について研究した12。 
成果としては、「西千葉子ども起業塾」の起業概念の

重層的構造について明らかにしている。ここでは、「素

朴には起業体験をしているのは子どもたちだと捉えら

れるが、実際は、大学生も起業体験と呼べるような活動

を行っていた」と述べ、学生スタッフが一般的な授業づ

くりとは異なるプログラム開発に、困難や不安を抱えな

がらも、授業づくりのあり方や教師を志す自らのあり方

を捉え直すきっかけになったとしている。 
また、本プログラムは、「子どもにとっても、学生に

とっても、地域等にとっても意義のあるもの」と述べて

いる。 
課題としては、2点述べている。一つ目は、プログラ

ム内容の細部を検討する必要があることである。二つ目

は、学生スタッフの起業の構造が 2 回目以降に変化し
てしまうことである。二つ目に関して、阿部は以下のよ

うに述べている。 
 
もし、今回のような、大学生にとっての起業家教育

としての意義を見出そうとするならば、塾の経営に

革命を起こすような、斬新な発想あるいはそうした

発想を持つリーダーが必要になる。ただし、プログ

ラムの完成度を追求するのであれば、今回のプログ

ラムを微修正するにとどめるのが無難である。 
 
	 上記より、2年目以降の学生は、初年度のプログラム
を斬新な発想で大幅に変更するか、プログラムの微修正

にとどめ、より完成度の高いものを目指すのかを選択す

ることになることが読み取れる。 
 

3.	 研究の目的と方法	 

 
阿部の言うとおり、初年度の学生は、プログラムの理

念や実施体制、参加児童の募集方法、3日間のスケジュ
ールなど様々な事柄を自分たちで考え、起業体験に似た

活動を行った。そして、本プログラムは継続的に実施さ

れ、2013年度で 4回目を迎えた。 
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阿部は、2年目以降の学生に、初年度のプログラムを
大幅に改善するか、プログラムの微修正にとどめるか、

という 2つの選択肢を示した。実際には、2年目以降は、
「プレ起業塾」を導入したり、細かな部分を改善したり

したものの、第三土曜市の課題を見つけ、解決を目指す

ために起業を行うという中心部分の活動は継続されて

おり、初年度のプログラムを微修正して実施していると

いえる。したがって、起業体験に似た活動を学生が行っ

ているとは言い難い。 
ただ、2年目以降の学生は、プログラムを一から作っ

たわけではないが、それぞれの学生が「西千葉子ども起

業塾」に出会い、スタッフとして参加することを希望し、

プログラムに関わっている。初年度から参加している学

生は既にいないが、それぞれの学生が、初年度のプログ

ラムを引き継ぎ、改善しながらプログラムの実施に携わ

っている。 
そこでは、初年度の学生とは異なる思いだろうが、彼

らなりの思いを持って活動していることが考えられる。

現在プログラムを実践している学生は、どのような思い

を持って「西千葉子ども起業塾」の企画・運営をしてい

るのだろうか。 
そこで、本研究では、2013 年度の「西千葉子ども起

業塾」のスタッフを務めていた学生（「キャリア教育演

習」の受講生）に、アンケート調査とインタビュー調査

を行う。そして、調査から、今年度の学生スタッフにと

っての意義と課題を明らかにする。また、意義と課題を

もとに、次年度以降の「西千葉子ども起業塾」の改善の

提案を行う。 
	 

4.	 本年度の「キャリア教育演習」	 

 
	 本章では、学生スタッフへの調査の前段階として、学

生が「キャリア教育演習」の授業において、どのように

本年度のプログラムを改善し、実施にまで運んだのかを

記述する。 
なお、今年度の受講生は、23名であった。内訳は、2

年生 4名、3年生 12名、4年生 3名、専攻生 1名、他
大学生 1名、委託研究生（現職中学校教員）1名、大学
院生（現職小学校教員）1名であった。なお、学部生は、
教員を目指すコースである小学校教員養成課程、中学校

教員養成課程の学生と、教員免許取得が義務付けられて

いない生涯教育課程の学生が受講していた。 
	 ここで、2013年度の「キャリア教育演習」の実際の
授業内容を表 2 に示す。なお、当初の計画と多少異な
る部分もあったが、実際の授業で行われた内容を記すこ

とにする。 
表が示す通り、本授業は毎週の 15 回の授業の他に、

「第三土曜市」の見学、山梨への訪問、当日のプログラ

ム実施など授業時間外の活動が多いことが特徴である。

表に示した以外にも、受講生は空いた時間を使い、話し

合いを行ったり、準備物を作成したりするなど学生の負

担は他の授業に比べると多い。年度によって授業内容も

多少異なるが、カリキュラムは大きく分けて前半と後半

に分けられる。基本的に前半の 5 月ごろまでは「地域
づくり」や「起業」について学生たちが学ぶ。後半は、

学んだ内容をもとにして、プログラムの具体的な内容を

検討し、準備をする。 
今年度の前半では、学生たちに 4 人程度のグループ

に分かれてもらい、「地域づくりの専門家」「地域づくり

の実践者」「起業家」のうち一人に取材を行う活動を取

り入れた。グループごとに空いた時間で関係者に直接取

材を行い、授業で発表した。プログラム初年度である

2010年度にも起業家教育を行っている企業や団体に取
材を行う活動があったが、その時は授業者側から取材先

が指定されていた。しかし、今年度は取材先を選定する

ところからグループに委ねることにした。実際に、自分

たちが関心を持った人物や団体に話を伺い、プログラム

について検討することで、プログラムの内容がより充実

すると考えたためである。 
また、地域づくりや起業についての素養を高めるため

に、講話を 2つ設定した。1つ目として、千葉市経済企
画課の職員が、千葉市における地域経済活性化戦略の概

要や子どもたちの地域づくり活動について話した。この

話の中で、アントレプレナーシップ教育（起業家教育）

の重要性、「西千葉子ども起業塾」のねらいなどが学生

たちに話された。 
2 つ目として、「やまなしの翼プロジェクト」という

山梨における地域づくりの活動の代表を務めており、起

業家でもある戸田達昭氏が、山梨での地域づくりの活動

について話した。なお、甲府では 2013 年 2 月に、「西
千葉子ども起業塾」の要素を取り入れた起業家教育プロ

グラム「キッズベンチャースクール」を実施し、この内

容について詳しく話を伺った。 
また、山梨地区における地域づくりの実際を見たり、

「キッズベンチャースクール」を実践した山梨の学生と

の交流をしたりするために、6月 30日に山梨県甲府市
を訪問した。 
	 取材や講話等で地域づくりや起業について、学生たち

が素養を高めたところで、「西千葉子ども起業塾」当日

や「プレ起業塾」の具体的な内容の検討や準備に移った。

ここからが、カリキュラムの後半ということになる。な

お、前半の授業内容は担当教員である藤川を中心に事前

に細かく決めていたが、後半の授業内容は時期に応じて、

「プレ起業塾の準備」、「グループ活動」など大まかな内

容は決まっておいたものの細かくまでは決められてい

なかった。後半の授業内容は、実際にプログラムの中心 
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メンバーとなる塾長14や秘書15を中心に考えてもらうこ

とを想定していたからである。 
	 6月 4日には、今年度のプログラムについて、学生た
ちがどのような内容を盛り込みたいかについて共有し

た。その翌週には、学生たちが当日の役割を担うことに

なるグループ分けを行った。以後は、このグループを中

心に学生たちは活動を進めることになる。 
	 グループは、塾長（1 名）、3 日間班16（4 名）、広報
班17（3名）、物品班18（4名）、プレ起業塾班19（3名）、
銀行班20（4名）、班付き班21（4名）である。なお、秘
書はグループとは別に設けられ、3日間班とプレ起業塾
班からそれぞれ 1名が担当した。 
	 グループ分けの後、授業では主に全体に関わる内容に

ついて検討した。例えば、プログラム当日に着用する T
シャツのデザイン、当日 3 日間のプログラム内容、プ
ログラムにおけるルールの検討、プレ起業塾に欠席した

児童への対応などである。各グループにおける検討は、

授業においても多少の時間を設けたが、授業外で学生が

集まり話し合うことが多かった22。 
	 「キャリア教育演習」の 15回の授業終了後も、学生
たちは夏休みの期間を使い、内容の検討や作業物の準備

等を行った。そして、プログラム前日である 8月 21日
に最終の打合せを行い、8月 22日からの 3日間でプロ
グラムを実施した。 
 

5.	 学生スタッフへの調査と考察	 

 
	 では、「キャリア教育演習」の授業や「西千葉子ども

起業塾」の企画、運営を通して学生はどのような思いを

抱いていたのだろうか。学生へのアンケート調査とイン

タビュー調査の結果をまとめる。また、調査全体を考察

し、来年度以降のプログラムへの提案を行う。 
 
5.1.	 アンケート調査と考察	 

	 学生スタッフには、プログラム終了後に以下の項目に

ついて、Web 上にて無記名でアンケートに答えてもら

表 2	 「キャリア教育演習」の実際の授業内容（2013年度） 
回 実施日 内	 容 
1 4月 16日 オリエンテーション（起業家教育についての基本的な説明、「西千葉子ども起業塾」の説明、 

吉川からの第三土曜市の説明） 
－ 4月 20日 第三土曜市 見学 
2 4月 23日 第三土曜市見学の振り返り、取材・インタビューの方法、取材の班分け 
3 4月 30日 千葉市における地域づくり活動の事業について（ゲスト：千葉市経済企画課職員） 
4 5月 7日 4月 30日の講話の振り返り 
5 5月 14日 山梨の地域活性化プロジェクトについて（ゲスト：シナプテック株式会社社長 戸田達昭氏） 
－ 5月 18日 第三土曜市 見学 
6 5月 21日 5月 14日の講話の振り返り 
7 5月 28日 地域づくりや起業について班ごとに取材したことの発表 
8 6月 4日 今年度のプログラムについて全体で検討、本番の会場についての決定 
9 6月 11日 受講生のグループ決め、グループごとの打合せ 
－ 6月 15日 第三土曜市 見学 
10 6月 18日 昨年度のプログラムについての確認、プレ起業塾についての検討 
11 6月 25日 中学生 OBの役割についての検討13、プレ起業塾についての検討 
－ 6月 30日 山梨・戸田達昭氏への訪問（地域づくりプログラムについての交流） 
12 7月 2日 山梨訪問の報告、プレ起業塾の内容・児童に送る招待状の検討、当日の役割の検討 
13 7月 9日 Tシャツのデザインについての検討、プレ起業塾の準備 
－ 7月 20日 プレ起業塾開催（第三土曜市にて） 
14 7月 23日 プレ起業塾の振り返り、Tシャツ・ガイドブック・修了証などの印刷物の検討 

当日 3日間の検討、プログラムのルールの検討、プレ起業塾に欠席した児童への対応 
15 7月 30日 プログラム本番に向けての準備 
－ 8月 21日 最終確認の打合せ 
－ 8月 22日 「西千葉子ども起業塾」1日目 
－ 8月 23日 「西千葉子ども起業塾」2日目 
－ 8月 24日 「西千葉子ども起業塾」3日目 
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った。ただし、自身が所属したグループについては回答

してもらった23。なお、回答は 7名からあった（回答率
30.4%）。回答率は低いが、参考となる回答も見られる
ので、本研究に使用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
項目 1、2は本プログラムの企画・運営に関する意義

と課題を聞くことにした。様々な立場の学生スタッフが

いるため、「あなたが感じた」意義と課題について聞い

た。項目 3～5は「キャリア教育演習」のカリキュラム
に関する質問である。学生スタッフは、演習内でプログ

ラムの企画・準備の多くを行っている。そこで、演習の

進め方に関する項目を設定した。 
様々な回答があったが、項目ごとに得られた回答を示

し、いくつかの回答を取り上げ考察する24。なお、各項

目において、同じ丸数字の回答は同一人物を表す。各回

答者の所属グループは、①は 3 日間班、②銀行班、③
は物品班、④は班付き班、⑤は 3日間班、⑥は物品班、
⑦は 3日間班である。 
 
(1) 学生が感じた意義	 
まず、項目 1の回答を表 3に示す。 
項目 1 は、学生が授業、プログラムを通して感じた

意義についての設問である。回答からいくつかを取り上

げ、考察を行う。 
	 まず、②、⑤、⑥の回答からは、児童と触れられたこ

と、児童の成長や喜びに立ち会えたことが記述されてい

る。本演習は、大学教育でも数少ない実際の子どもと関

わることができる授業である。教員を目指す教育学部生

の中にも、教育実習以外で実際に子どもと関わることな

く、学校現場に就職する人もいる。本プログラムで児童

と関わるという経験は学生にとって非常に貴重なもの

となると思われる。また、本プログラムは問題解決型の

プログラムであるため、課題を解決するときの児童の 

表 3	 項目 1の回答 

 
喜びに立ち会えることも学生にとっての意義であるこ

とが分かる。 
③、④、⑥の回答を見ると、コミュニケーション、信

頼関係、自発性、問題解決、チームワークなどを学生が

学んだことが分かる。これらは、起業家精神に含まれる

ものである。「キャリア教育演習」の授業やプログラム

の実施を通して、運営する学生にも起業家精神が一定程

度養われたことが分かる。特に、④を見ると、起業家教

育が現代社会において必要なものであり、教育に取り入

れることの意義を感じていることが分かる。 
 
(2)	 学生が感じた課題	 

	 次に、項目 2の回答を表 4に示す。 
項目 2 の考察を行う。まず、②、③の回答から、班

員の予定が合わず、うまく事前段階で準備ができなかっ

たことが分かる。本授業では、前述のとおりグループ活

動は、授業外で各グループに委ねられていることが多い。

だが、各グループは 4人程度で構成されているものの、
全員が集まれる時間はなかなか揃わないのかもしれな

い。もう少し、授業内でグループ活動の時間を多めにと

った方がグループごとの検討がスムーズに進んでいた

可能性が考えられる。次年度以降は、授業内での話し合

いの場や情報共有の場を多めに設定する必要があるだ

ろう。 
	 次に⑤、⑥、⑦の回答について。まず、受講生の中に

は、昨年度までの経験がなく、何をやればよいのか役割

が明確でなかったと感じている人がいることがわかる。 

1．今年度の「キャリア教育演習」の授業、当日のプログラム
の企画・運営について、あなたが感じた意義は何ですか？ 

①中心となって、3 日間の全容を理解している人は小数（2 人
くらい）でよい。そのため、事前にある程度役割を伝えてお

くことが大切。 
②子どもたちと触れ合えたこと。子どもたちの柔軟な考え方に

驚かされ、子どもたちの反応をイメージする重要さを学ん

だ。 
③コミュニケーション問題、コミットメント、信頼関係構築、

問題解決などのチームビルディングアクティビティを学べ

た。 
④起業家教育は、教育にもっとも大切なことなのではないかと

感じた。今の社会に対して、自分にあう社会の形態がないな

ら、自分でつくるという考え方があることを学んだ。アント

プレナーシップは自発的に学ぶための大切な精神なのだと

感じた。 
⑤子どもが成長し、課題をクリアできる姿を間近で見ることが

出来たこと。 
⑥適材適所とチームワークの大切さを最も学んだ。 
子どもたちの満足度が高く得られたことで、やってよかった

なぁと自分なりに満足が得られました。 
⑦起業することの意義がわかった。学生と協力して、企画、準

備、運営ができた。地域の方々と交流ができた。土曜市のこ

とを学ぶことができた。 

1．今年度の「キャリア教育演習」の授業、当日のプロ
グラムの企画・運営について、あなたが感じた意義

は何ですか？ 
2．今年度の「キャリア教育演習」の授業、当日のプロ
グラムの企画・運営について、あなたが感じた課題

は何ですか？ 
3．今年度の「キャリア教育演習」を受講してみて、カ
リキュラムのよい点はなんだと思いますか？	 ま

た、その理由を教えてください。 
4．今年度の「キャリア教育演習」を受講してみて、カ
リキュラムの改善すべき点はなんだと思いますか？	 

また、その理由を教えてください。 
5．来年度「西千葉子ども起業塾」を運営するとしたら、
「キャリア教育演習」の授業のカリキュラムに入れ

てほしい内容は何ですか？ 
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表 4	 項目 2の回答 

2．今年度の「キャリア教育演習」の授業、当日のプログラム
の企画・運営について、あなたが感じた課題は何ですか？ 

①班付きに、何をすべきか連絡しきれていなかったように感じ

た。子どもと悩みながら一緒に作っていくという面では、そ

れでも良かったのかもしれない。 
②班員の予定があわず、なかなか授業外で集まれる時間が無か

ったため、誰かがたくさんの仕事を抱え、誰かは当日参加す

るだけであまり協力的でない、という状況があった。個々の

負担の大きさが違いすぎる。 
③店番担当、物品購入、運営に関わる事が把握しきれなかった。

コミュニケーション不足だった。過去の記録や人数体制、当

日の物品以外の役割等、もっと事前に段階を踏みたかった。 
④ベアという仮想通貨25だったため、リアル感に欠けていた気

がする。また、物品を大量購入して、景品としてプレゼント

したことが、（道徳的に？）ひっかかる。モノではなくサー

ビルをリアルにお金に換算できるようなシステムであると

いいかもしれない。 
⑤事前の準備や当日の動きなど、授業と並行して準備するに

は、例年の実践における経験が必要だと感じた。 
⑥役割分担、仕事の明確化。何が大変で、どのような準備が必

要か不明だった。 
⑦受講者の当事者意識が低い。一部の人への負担が大きかっ

た。昨年からの引継ぎがうまく行われていないことから、や

る気のある人もその力を発揮することが難しく、とてももっ

たいなく感じた。引継ぎ不足もまた、一部の人への負担が大

きくなる要因と考えられる。 
 
これは、今までのプログラムを知らず、今年度からプロ

グラムに関わった学生特有の課題である。何をやればよ

いのか分からず、動きたくても動けなかったのかもしれ

ない。それが、⑦のいう当事者意識の低さへとつながっ

てしまった可能性がある。 
また、⑦は引継ぎについて指摘している。引継ぎがう

まく行われていたら、やることも明確になり、多くの人

が自分の担当を理解し、きちんと動けていただろう。や

ることが分からなかったために、一部の人だけに負担が

かかることにつながってしまったとも考えられる。「西

千葉子ども起業塾」のような継続的なプログラムは、次

年度以降は、引継ぎを行い、各担当の行うことを明確に

する必要があるといえる。 
	 ①、④の指摘事項は、プログラムの中身に関わる内容

である。特に、仮想通貨の使用の問題や班付きの子ども

たちへの関わり方の問題は、毎年議論となっている内容

である。どうすればいいのか、次年度以降も議論を重ね

ていく必要があるだろう。 
 
(3)	 「キャリア教育演習」のカリキュラムについて	 

	 次の項目 3～5は「キャリア教育演習」のカリキュラ
ムに関する項目である。それぞれの項目の回答で関係す

るものも含まれるので、項目 3～5の回答を先に示し（表
5～7）、後からまとめて考察を行う。 
 

表 5	 項目 3の回答 
3．今年度の「キャリア教育演習」を受講してみて、カリキュ
ラムのよい点はなんだと思いますか？	 また、その理由を教

えてください。 
①１つの事業を作っていくこと。事前、当日、事後の課題など

を、体験することで知ることができる。 
②地域づくりや起業に関して事前に学べるのは、起業塾に活か

せるため良いと思う。ただ、取材内容が直接つながってはい

ないように思える点もあったので、起業塾に活かすというこ

とを意識しながら取り組めたらより良いものになると思う。 
③山梨の戸田社長の話を聴けたことで、同じ起業塾の活動の異

なる方法を学べた。プレ起業塾にて、ARを使用したことで26、

本番までのモチベーションが継続的に意識出来たこと。 
④本プログラムが、多くの地域の方々に支えられていること、

その方たちの協力のもとに成り立っている素晴らしい活動

だと感じた。地域、子ども、千葉大生が win winの関係でい
られるといい。山梨の学生や企業ともつながり、当日も来て

いただいたり、スカイプでつながったりと地域同士の交流も

魅力だった。 
⑤授業のなかで、山梨に行くことができ、同じような取り組み

を行う異なる地域の実態を知ることができたこと。 
⑥地域づくりや起業の取材は勉強になったが、それよりも昨年

度の様子を学び、今年度の準備を早めに行った方が良かっ

た。 
⑦活動班に早くから分かれていたのは、チームにわかれて話し

合いができたのでよかったと思います。 
 

表 6	 項目 4の回答 
4．今年度の「キャリア教育演習」を受講してみて、カリキュ
ラムの改善すべき点はなんだと思いますか？	 また、その理

由を教えてください。 
①塾長は運営すべての進行具合の把握や、外部との関係を TA
と共に行う方がいいと感じました。 

②お世話になる千葉大学経済人倶楽部「絆」の方に、事前にお

会いできなかったのは残念だった。ぜひ授業のゲストとして

来ていただき、お話をうかがいたかった。なるべく当日協力

していただける方とは事前にお会いした方が、いい雰囲気作

りができると思う。 
③グループ決めと活動が比較的行動に移るまで遅かったよう

に感じた。 
④授業としてすべてやるにはやはり厳しい面があると思う。 
⑤授業として学ぶ期間と、実際に準備しなければいけない期間

が異なり、授業期間だけでは準備時間が足りず、自分の時間

を使うことになった。 
⑥プレ起業塾と起業塾があるのだが、役割や仕事の内容、準備

すること等がよくわからなかったので、昨年度の内容や資料

等の引継ぎがあるとよかった。 
⑦地域づくりや起業に関する取材についてはなんともいえな

い感じだった。それで起業塾のイメージが変わったかといわ

れれば、そうでもないという感じだし、アントレプレナーシ

ップについての理解が深まったような感じもさほどなかっ

た。 
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表 7	 項目 5の回答 
5．来年度「西千葉子ども起業塾」を運営するとしたら、「キ
ャリア教育演習」の授業のカリキュラムに入れてほしい内容

は何ですか？ 
①実際に受講者で出店してみる（第三土曜市でない祭りで）。 
②協力者とお話する機会がほしい。また、地域づくり、起業に

関して取材するのもいいが、目的が見えなくなりそうだった

ので、ゲストとしてお呼びする形がいいと感じた。 
③銀行の仕組み（お金の貸し借り、手数料、金利など）、物品

販売（仕入れ・利益率、手数料、販売コミュニケーション、

回転率など）、会社について（会社の内部組織、役割分担、

運営に関すること等）学ぶ機会。 
④地域の方の関わり方。リピーターで来る子どもの西千葉子ど

も起業塾への思い（何がよくて、自分を成長させてくれたの

か） 
⑤キャリア教育演習としては、別のことを学び、集中講義のよ

うな形で、起業塾の準備や運営を行ってほしい。 
⑥昨年度の様子や仕事の内容を早めに伝え、どんな仕事がある

のか。内容や工夫してほしいこと、準備しなければいけない

こと、役割分担を早めに行うと良いのではないでしょうか。 
⑦受講生どうしでアントレプレナーシップとは何かというこ

とや、どうしたら子どもたちにそうした内容を学ばせること

ができるかを話し合う機会。 
 
項目 3～5は、3つの観点から考察する。 
1つ目に、地域づくりや起業に関する取材を取り入れ

たことについてである。回答を見ると、取材自体は勉強

になったが、それがプログラムの準備や運営に生かされ

ていないことが分かる。取材ではなく、ゲストとして講

話をしてもらった方がいいという意見もある。演習で学

んだことが、プログラムの運営で生かされるように内容

や方法を検討する余地があることが示唆される。 
2つ目に、山梨地区との交流を行ったことについてで

ある。演習では戸田氏に講話をしていただいた。また、

希望者で山梨を訪問し、地域づくりの実際を見たり、学

生どうしの交流を行ったりした。回答からは、「同じよ

うな取り組みを行う異なる地域の実態を知ることがで

きた」とあり、他地域の同じような取り組みを知ること

は、プログラム運営に関するモチベーションアップにつ

ながったと思われる。 
3つ目に、演習の内容と進め方についてである。回答

からは、演習の内容と進め方について、学生が様々なこ

とを指摘していることが分かる。例えば、「活動班に早

くから分かれていたのは、チームにわかれて話し合いが

できたのでよかった」「グループ決めと活動が比較的行

動に移るまで遅かったように感じた」「授業としてすべ

てやるにはやはり厳しい」などである。グループ決めの

時期など、同じようなことでも、反対のことを指摘して

いる学生もおり、感じ方は様々であるが、次年度以降の

カリキュラムに関して、改善の余地があることが分かる。 
また、「協力者とお話する機会がほしい」「地域の方の

関わり方。リピーターで来る子どもの西千葉子ども起業

塾への思い」「受講生どうしでアントレプレナーシップ

とは何かということや、どうしたら子どもたちにそうし

た内容を学ばせることができるかを話し合う機会」など、

カリキュラムに取り入れてほしいことがあることも分

かり、カリキュラムを再構成する必要があると思われる。

特に、プログラム当日では多くの社会人に協力を得るが、

学生は当日までなかなか社会人と出会って、話をする機

会がない。演習を通して、社会人の方と交流する機会を

設けることも一つの策であると考えられる。 
 
5.2.	 インタビュー調査と考察	 

	 次に、学生スタッフ 4 名に対して実施したインタビ
ュー調査の結果から考察を行う。インタビュー調査に協

力した 4名のプロフィールを表 8に示す。 
 
表 8 インタビュー調査を実施した学生のプロフィール 
学生 A ・男性 

・スタッフ 1年目 
・班付き班 
・来年度のプログラムの中心メンバー 
・自身が起業を目指している 

学生 B ・女性 
・スタッフ 2年目 
・3日間班 
・今年度および来年度のプログラムの中

心メンバー 
学生 C ・女性 

・スタッフ 1年目 
・物品班 
・大学で研修中の現職教員 

学生 D ・女性 
・スタッフ 1年目 
・銀行班 

 
	 上から、インタビューを行った順である。なお、イン

タビューを実施した学生は、班の偏りがないこと、昨年

度もスタッフとして参加した学生が入っていること、来

年度もスタッフとして参加する学生が入っていること

27を考慮して選定した。 
 
(1) 学生 Aへのインタビュー	 
	 まず、学生 A に実施したインタビューの回答を以下
にまとめ、考察を行う。 
1．教育現場に様々な大人が関わっていることを知ることがで
きてよかった。 

2．カリキュラム前半で話を聞く機会を少なくして、早くから
プログラムの中身を検討していった方がよかった。話を聞

く機会よりも、中身を検討する時間を多くとった方がいい

と思った。その方がアイディアも多く出たのではないか。 
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3．一部に負担が多い学生もいたが、その状況が伝わってこな
かった。状況が伝わったり、頼まれたりしたら手伝うこと

ができた。 
4．子どもとの接し方に関する内容を演習のカリキュラムに入
れてほしかった。教職を取っていないので知りたかった。 

5．来年度の演習は、地域づくりや起業に関する話などはオリ
エンテーションで触れるだけにして、具体的な中身の検討

を中心に構成する予定である。 
6．学生は、子どもと一緒に起業について学ぶスタンスでいい
のではないか。起業は話を聞いただけでは分からない。学

生が起業についての知識を身につけて、無理して子どもに

教える必要はないのではないか。 
7．起業家精神はプログラムに来ている大人から吸収し、学生
は大人と子どものパイプ役を担えればいい。学生があえて

起業家精神を持たなくてもいい。 
8．ベンチャービジネスの起業では、社会貢献は後回しで、自
分のやりたいことをして利益を出すことが最優先だと思っ

ている。そのことをプログラムで伝えたい。 
9．起業においては、赤字は一番ダメである。「赤字でもいい」
という考え方はよくない。赤字にならないためにどうリス

クを分散させるかまで子どもに考えさせたい。 
10．（銀行班が行っていた）融資28のシステムも現代の起業に

あっていないのではないか。利益を生み出している企業は

融資を受けていない。 
 
	 Aは、今年度はスタッフ初年度であり、プログラムに
対してあまり積極的に関わっていたわけではなかった

が、自身が起業を目指しているということもあり、来年

度のプログラムに中心的に関わることになっている。 
	 Aは、起業家教育に関する理念の部分やプログラム内
容、学生の役割について、大きく変える必要があると感

じている。例えば、「西千葉子ども起業塾」では、社会

に存在する問題を解決するという問題解決型の起業体

験を行うことになっている。だが、Aは、新規提案型の
プログラムを行い、第一に利益を追求することが大切で

はないかと考えている。 
関連して、Aはプログラムにおいて赤字が出てはいけ

ないと考えている。赤字については、これまでも「赤字

になるのは仕方がない」「赤字は出してはいけない」と

議論がなされてきた。2012年度は、赤字の会社が実際
に出たことで、どのようにフォローを行うべきか話し合

った。だが、Aは赤字にならないように事前にリスクの
分散を考えることが必要だと感じている。さらに、融資

システムの必要性についても疑問を持っていることが

分かる。 
	 また、学生は演習内で地域づくりや起業についての素

養を高めてきた。だが、起業についての話を聞いても、

起業について十分な理解をすることはできないと考え

ている。それよりも、起業家である大人と子どもの橋渡

し役を担ってもらう。そのために、子どもとの関わり方

を学ぶ機会を演習のカリキュラム取り入れたいと考え

ていることが分かる。 
	 これらのことは、これまでの「西千葉子ども起業塾」

の考え方とは異なる部分である。これまでの「西千葉子

ども起業塾」も、主に初年度において、どのような考え

方を取り入れたプログラムにするかは検討されてきた。

だが、実際に起業を目指している A とは考え方が異な
る部分があることが分かった。上記で記述した、模擬通

貨の使用や班付きの子どもとの関わり方も含め、来年度

以降のプログラムにおいて、どのような考え方を取り入

れるか、今後議論していく必要があるだろう。 
 
(2) 学生 Bへのインタビュー	 
	 次に、学生 B に実施したインタビューの回答を以下
にまとめ、考察を行う。 
1．昨年、班付きだったが不完全燃焼に終わってしまったこと
と、昨年の起業塾がとても面白かったことで今年も参加す

ることにした。子どもに「ありがとう」と言われたのが嬉

しかった。今年も子どもたちが充実した表情で帰ったこと

が何よりよかった。 
2．今年は全体を見る立場だったので、学生全体を見ること、
先を見通すことの大切さを知ることができた点、また、プ

ログラムに関わっている大人の方の思いを知ることができ

た点がやりがいとなった。昨年とは異なる点で成長するこ

とができた。 
3．運営をする上で昨年度の引継ぎができていなかったので、
後々負担になってしまった。 

4．いつまでに何をするというスケジュールが共有されるべき
だった。そのようなファイルはあったのかもしれないが、

きちんと整理されていなかった。何をやるのかを明確にし

ておけば楽に進められた。 
5．グループ分けについて。演習開始直後にグループ分けを行
った方がよかった。そのグループに合った取材ができるし、

中身についても早くから検討できるので。 
6．授業内で昨年スタッフを務めた人から、グループごとの活
動内容の話を聞く時間があればよかった。 

7．準備の時間が想像以上に足りなかった。プレ起業塾と本番
3日間の準備を同時に進めなければならなかった。 

8．グループ内での役割分担ができていなかった。他のグルー
プの仕事内容の把握もできておらず、うまく、仕事の分担

ができなかった。 
9．グループごとの仕事内容のマニュアルといつまでに何をや
るのかというスケジュールがあればよかった。 

10．子どもたちにどのような力をつけさせたいのかという目
標を考えないまま、活動内容を考えていたので、早い段階

で目標を考えておくべきだった。 
11．演習が終了して、プログラム本番までに 1 か月空くのが
よくない。演習内で準備が終わるようにしないと、メンバ

ーの予定が合わなくなる。 
 
	 Bは、昨年度から班付きとしてスタッフに参加し、今
年度は中心メンバーとなった。来年度も中心メンバーで

活動する予定である。 
	 発言からは、準備段階において苦労していたことが分

かる。特に、引継ぎ不足、スケジュールの共有不足、役

割分担の不十分さ、仕事内容に関するマニュアルがない

ことから、負担が増したようである。 
引継ぎに関しては、「授業内で昨年スタッフを務めた
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人から、グループごとの活動内容の話を聞く時間があれ

ばよかった」と述べており、文書での引継ぎだけでなく、

直接話を伺う機会があるとよいことも分かる。 
引継ぎ、スケジュール共有、役割分担、マニュアル作

成などが行われていたら、プログラムの準備もスムーズ

に行われ、するべきことが明確になり、一部の学生に負

担がかかることもなくなるであろう。次年度以降の改善

が望まれる。 
また、「子どもたちにどのような力をつけさせたいの

かという目標を考えないまま、活動内容を考えていたの

で、早い段階で目標を考えておくべきだった」と述べて

いる。特に毎年、スタッフ初年度の学生も数多くいるこ

とから、プログラムでの目標を早い段階で共有しておく

ことの必要があると思われる。 
	 さらに、グループ分けは演習開始直後に行った方がい

いと述べている。早めに学生の役割を明確にしておくこ

とで、それぞれの立場にあった情報収集ができると思わ

れる。 
	 一方で、子どもの成長に立ち会えたことや全体見る立

場において自分を成長させることができた点に意義を

感じていることが分かる。 
 
(3) 学生 Cへのインタビュー	 
	 つづいて、学生 C に実施したインタビューの回答を
以下にまとめ、考察を行う。 
1．学部生と交流できたこと、今まで知らなかった地域につい
て知ることができたこと、プレ起業塾での経験29が全体を通

してよかった。 
2．「西千葉子ども起業塾」の活動は、総合的な学習の時間の
地域学習など学校での学習につながるのではないかと思っ

た。 
3．取材の発表で一段落し、プレ起業塾でも一段落してしまっ
たので、本番に向けてのモチベーションが高まらなかった。

プログラム本番という目標に向けて活動を行うという意識

を持続できるようにすべき。 
4．人の集まりが悪く、参加した人だけが仕事を割り当てられ
るという不公平感があった。 

5．演習の最初の段階で、各人が何をやるのかという役割（グ
ループ）を明確にしておいた方が、立場がはっきりとし、

やる気が持続したと思う。そうすれば、人によって負担が

異なることも防げる。 
6．また、最初にグループ分けをしていれば、取材や講話のと
きに自分の立場で話を聞くことができた。 

7．4 月の段階で、昨年度のメンバーからの引継ぎの時間があ
ればよかった。 

8．教育実習で休む人などは、予めスケジュールが分かってい
るだろうから、4月の段階でいつ誰がいて、いつ誰がいない
のかが分かるスケジュール表をつくった方がいい。 

 
	 Cは現職の教員で、今年度大学に研修に来ている学生
である。まず、2の回答からは、「西千葉子ども起業塾」
が、学校教育における総合的な学習の時間などの地域の

学習に応用できることが示唆される。本プログラムは毎

年、千葉市の小学生 20名に対してしか、実施すること
ができない。だが、本プログラムを学校教育に応用でき

れば、数多くの子どもを対象に起業家教育を実施できる

ことになる。本プログラムを応用した、学校教育におけ

る起業家教育の開発は今後の課題となろう。 
	 また、Cは「取材の発表で一段落し、プレ起業塾でも
一段落してしまったので、本番に向けてのモチベーショ

ンが高まらなかった。プログラム本番という目標に向け

て活動を行うという意識を持続できるようにすべき」と

述べている。これは演習のカリキュラム関する課題であ

る。今年度の演習では、前半で学生が地域づくりや企業

についての素養を高めた。後半では、プログラム内容の

準備を行い、プレ起業塾とプログラム本番を実施した。

C の回答からは、前半の活動とプレ起業塾までの活動、
プログラム本番までの活動に一貫性がなく、モチベーシ

ョンが保てなかったことが分かる。最終的なゴールであ

るプログラム本番に向けてのモチベーションが保てる

ように演習のカリキュラムを改善する必要があると思

われる。 
	 なお、C も B と同じように引継ぎ、スケジュール共
有、早期のグループ分けについて指摘している。 
 
(4) 学生 Dへのインタビュー	 
	 最後に、学生 D に実施したインタビューの回答を以
下にまとめる。 
1．千葉銀行の職員などから経済の仕組みが学べたこと、子ども
と関われたことがよかった。経済の仕組みが学べたことは今

後の就職活動に役立つだろうし、子どもと関われたことは教

育実習に役立った。 
2．もっと計画的に早くからできることがあったのではないか。 
3．誰が何を、どこまでやるべきかを明確にしてほしかった。自
分がするべきかどうか迷ったことがあった。 

4．一部の人に負担がかかっていたことは申し訳ないが、指示し
てくれていれば、もっと動けたと思う。 

5．演習のはじめのほうで、プログラムのイメージがふくらむよ
うに具体的な説明が欲しかった。 

6．第三土曜市はプログラム当日まで行ったことがなかった。み
んなで第三土曜市に行く機会があったら行きやすかった。 

7．夏休み前までに準備をできるだけ終わらせるべきだった。そ
うすれば、夏休み中に負担が大きくなることも少なくなった。 

8．銀行班はメンバーで統一した動きができたのでよかった。 
 
	 D はスタッフ初年度の学生で、プログラム当日は銀
行班を務めていた。 
	 Dは、「誰が何を、どこまでやるべきかを明確にして
ほしかった。自分がするべきかどうか迷ったことがあっ

た」、また「一部の人に負担がかかっていたことは申し

訳ないが、指示してくれていれば、もっと動けたと思う」

と述べている。Dは仕事内容が明確でなかったために、
自分がどこまですればいいのか、あるいは、これはやっ
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ていいことなのかどうかを迷っていたようである。やは

り、仕事内容を明確にしておく必要があることが分かる。

B が指摘するようにマニュアルの必要性も高いと思わ
れる。また、指示を与えてくれていれば、負担が大きい

人を手伝うこともできたと述べている。この点に関して

は、誰が手伝う余裕があるのかを知る必要があるため、

誰が何を担当しているのかをスタッフで共有する必要

があると思われる。仕事の分担が明確になっていれば、

誰が忙しく、誰が手の空いた人なのかが分かりやすく、

負担の重い人が軽い人に手伝いを要請できると思われ

る。 
	 また、「第三土曜市はプログラム当日まで行ったこと

がなかった。みんなで第三土曜市に行く機会があったら

行きやすかった」と述べている。カリキュラムでは、毎

月第三土曜市を訪問することになっていたが、実際には

一度も行かなかった人もいた。だが、少人数で初めての

場所には行きづらい可能性も考えられるため、できるだ

け大勢で訪問する機会を設ける必要性が示唆される。 
	 一方で、経済の仕組みを学べたことや子どもと関われ

たことは、自身の生活に役立ったと感じていることが分

かる。 
 
5.3.	 来年度以降への提案	 

	 調査結果を概観すると、それぞれの学生が本プログラ

ムに対して、多様な意見や考えを持っていることが分か

った。本節では、主に学生が感じている課題面に着目し

て、来年度以降のプログラムの企画・運営に関する提案

を 4つの観点から行う。 
	 第一に、演習の前半からプログラムの準備を取りかか

るようにすることである。現在は前期授業期間から 8
月中旬にかけて準備を行い、8月下旬に本番を迎える体
制になっている。この体制だと前期授業期間中は多くの

学生スタッフが集まることができるが、夏休みに入って

からは、他の用事が入っている者もおり、なかなか全員

が集まることができない。結果として、一部のスタッフ

に負担が集中することになってしまう。また、演習の前

半に取材や講話等の内容を入れているため、演習の前半

に具体的な準備ができていないことも夏休み以降に一

部のメンバーに負担が集中する要因になっていると考

えられる。負担が集中したメンバーは疲弊してしまい、

来年度以降のプログラム運営にやる気をなくしてしま

う可能性も否定できない。 
	 そこで、演習の前半からグループ分けを行い、プログ

ラムの具体的な準備に取りかかるようにする。そうすれ

ば、見通しをもって準備を行うことができ、負担も軽減

するだろう。なお、取材や講話等によって得られる知見

も大きいため、負担が大きくならない程度に、準備と並

行してそれらの内容も取り入れる必要があるだろう。 

	 また、学生の意見の中に「集中講義のような形で、起

業塾の準備や運営を行ってほしい」という意見があるよ

うに、週に 1 回の演習ではなく、集中講義形式にし、
必要なときに集まれるようにすることも考えられる。 
	 第二に、単位取得とは関係のないプロジェクトチーム

を形成することである。現在の学生は、当年度のプログ

ラムの成功に集中して活動を行っている。学生の中には

本プログラムに 1 年だけしか携わらない者も少なくな
い。例えば、「西千葉子ども起業塾を運営してみたいか

ら」という積極的な理由で受講しているのではなく、「数

種類の演習の中からいくつか受講しなければいけない

から」「単位のため」「ゼミ生だから」というプログラム

の運営に対して消極的な理由で受講している者もいる。

そのため、単位を取得するという義務感だけで活動をし

ている者もおり、次年度以降のプログラム運営を軽視し

た活動になってしまっていると考えられる。 
	 そこで、単位取得とは関係のないプロジェクトチーム

を作り、活動していくようにする。現在は、プログラム

運営に積極的な者と消極的な者が混ざって学生スタッ

フが形成されており、人により活動量や活動への意識の

差が見られる。しかし、プロジェクトチームを作ること

により、プログラムの成功という一つの目標に向かって

一致団結して活動を行うことができ、次年度以降にもつ

ながるような活動ができるのではないかと思われる。だ

が、プロジェクトチームはある程度人数がいないと、活

動が成り立たなくなるため、プロジェクトチーム募集の

広報も工夫して行う必要があるだろう。 
	 第三に、TAと学生スタッフの活動内容を分けないよ
うにすることである。現在、TAは主に予算の管理、保
険契約の締結、大学職員との連携、千葉市職員との連携、

社会人への連絡など事務的な作業を担っている。一方で

学生スタッフは、プログラム当日の流れ、準備物の作成、

子どもへの対応などプログラムの具体的な作業を担っ

ている。 
	 しかし、学生の意見の中に「協力者とお話する機会が

ほしい」「塾長は運営すべての進行具合の把握や、外部

との関係を TAと共に行う方がいいと感じました」とあ
る。TAは協力を得る社会人と打合せやメール等で日頃
から連絡を取っている。しかし、学生は当日のみ社会人

と関わることが多い。本プログラムは、学生と社会人が

協力して進める必要がある。そのためには、本番前に社

会人の方と連絡を取ったり、話したりする必要もあると

思われる。そこで、社会人と連絡を行う TAの業務も学
生が担い、必要に応じて演習や演習外で社会人と触れ合

う機会を設けることも有効であろう。 
	 第四に、起業やプログラム運営に関する理念について

徹底的に議論することである。学生 A は「学生は、子
どもと一緒に起業について学ぶスタンスでいいのでは



社会とつながる学校教育に関する研究(2) (2014) 

 65 

ないか」「学生があえて起業家精神を持たなくてもいい」

「社会貢献は後回しで、自分のやりたいことをして利益

を出すことが最優先」「赤字が一番ダメである」「融資の

システムも現代の起業にあっていない」など、現在のプ

ログラムの理念に疑問を投げかけている。 
	 世の中には、本プログラムで体験するような起業以外

にも多様な起業が存在する。その中で、どのような要素

を本プログラムの起業体験に取り入れるのかについて、

一度再確認する意味を込めて、徹底的に議論する必要が

あると思われる。 
また、学生 A は来年度の中心メンバーとなることが

決まっている。プログラムに疑問を持ったままでは、満

足のいくプログラム運営はできないだろう。そういった

意味も含めて、もう一度「西千葉子ども起業塾」のあり

方を考える必要があると思われる。 
 

6.	 研究のまとめ	 

 
	 アンケート調査とインタビュー調査から、演習やプロ

グラムの企画・運営を通して学生が感じている意義と課

題が明らかになった。 
	 まず、意義についてまとめる。意義に関しては、2年
目以降の学生だけでなく、初年度の学生も感じる可能性

があるものも含まれるかもしれないが、記述することに

する。大きく分けて 2つあげられる。 
1つ目に、子どもと関われることである。学生の中に

は、将来教員を目指している者や教育実習を行う者が多

くも多く、実際に子どもと関わった経験は今後につなが

ると考えられる。また、子どもの成長の場に立ち会えた

ことや子どもの満足な表情を見られることもやりがい

となっている。本演習やプログラムには課題も多いが、

子どもと実際に関われることがメリットの一つといえ

る。 
	 2つ目に、本プログラムを学校教育に応用できる意義
が示唆されたことである。現職教員でもある学生Cが、
総合的な学習の時間等で応用する可能性を指摘してい

た。もちろん、社会教育である本プログラムをそのまま

学校教育に取り入れることは難しい。例えば、地域との

連携、協力体制、スタッフの確保、時間数の確保など解

決すべき問題は多くある。だが、学校教育においても同

様のプログラムが実施できれば、より多くの子どもに対

して起業家精神を身につけることができるようになる。

学校教育における本プログラムの応用は、今後検討され

ることが望まれる。 
	 次に、本プログラムの課題についてである。課題につ

いては、大きく分けて 4つあげられる。 
	 1つ目は、プログラム本番における目標が明確でなく、
また共有されていなかったことである。本プログラムは

初年度に開発されたものを改善して実施している。その

際、プログラムの内容や方法に関する改善ばかりにとら

われてしまい、一番の目標の部分を軽視してしまってい

るのかもしれない。一番の大きな目標を見失ってしまっ

たり、人によって異なる目標を抱いてしまったりすれば、

プログラムに対する思いや仕事へのモチベーションも

当然変わってくることが予想される。まずは、毎年新し

いスタッフとともに、目標を共有することが必要となっ

てくる。 
	 2つ目として、プログラムの準備が円滑に進んでいな
いことである。この課題は、グループ分けのタイミング、

引継ぎ不足、スケジュールの共有不足、役割分担の不十

分さ、仕事内容の不明確さなどが原因で生じた。当然、

円滑に進まないことにより、チームワークが乱れること

も予想される。プログラム実施に向けて、団結して準備

を進めなければならないときに、チームワークが乱れる

ことはよくない。円滑に準備を進めるためにも、課題を

克服することが望まれる。特に、引継ぎを行うこと、仕

事内容の明確化などは、来年以降新しくスタッフに入る

学生にも大きく関わることであり、改善が必要である。 
	 3つ目として、起業家教育に対する理念やプログラム
に関する考え方の再検討の必要性である。本プログラム

は初年度において、起業家教育の理念を検討しており、

1 章で示したようにプログラム内容に一定程度の特徴
を有している。だが、学生 A が指摘したように、起業
には様々な形があり、当然、起業家教育に対する理念も

様々な可能性が考えられる。子どもたちの教育のために、

理念という根本的な部分から、もう一度再考する必要が

あると考えられる。また、理念が変わったら、同時にプ

ログラムの内容や方法を変更することになるであろう。 
	 4つ目として、演習のカリキュラムの改善である。カ
リキュラムの内容を変更する可能性はもちろんのこと、

学生がプログラムの運営のために一貫して学んでいる

ことを実感できるように、カリキュラムを構成していく

必要があるだろう。また、カリキュラムを計画する際、

上記に示したように、引継ぎやスケジュール等の課題を

解決するようにする必要があるだろう。 
	 「西千葉子ども起業塾」は千葉市における子どもたち

の起業家精神の涵養教育として、大きな役割を担ってい

る。今後も本プログラムの継続的な発展が望まれている

であろう。以上の内容を本研究のまとめとして、今後の

本プログラムの改善に生かされるきっかけとなっても

らいたい。 
 
                                                   
1 起業家教育とは、チャレンジ精神、想像力、創造力、課題発
見力などの起業家精神や起業家的能力を養う教育。 
2 以下、「授業実践開発研究室」と記述する。 
3 筆者は 4回とも「西千葉子ども起業塾」に関わっている。そ
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のうち、平成 23年度（第 2回）は塾長、平成 25年度（第 4
回）はティーチング・アシスタント（授業の補助）を担当した。 
4 特徴の設定過程については、「西千葉子ども起業塾」の初年
度に書かれた以下の論文が詳しい。本論文では、以下の論文の

内容をまとめて特徴を記述している。 
藤川大祐、阿部学、川瀬信一（2011）「地域連携による起業家
教育プログラムの開発」『千葉大学教育学部研究紀要 第 59巻』 
5 例えば、千葉大学教育学部附属小学校とゆりの木商店街が連
携して行った商店街のビデオ作品づくりの実践があげられる。 
テレビ朝日「はい！テレビ朝日です」2005年 2月 6日放送内
容 
http://www.tv-asahi.co.jp/hai/contents/100/071/index.html
（2014年 1月 18日確認） 
6 一方で B to C型プログラムは、店を運営する基本的な仕組
みを理解できたり、コミュニケーション能力が向上したりする

などのメリットもあげられる。 
7 千葉大学出身の産業経済界並びにその関連分野で 活躍する
経営者および管理職ならびにその勇退された方々から成って

いる同窓会。本プログラムには、2011年度から協力を得てい
る。プログラム当日にも会員が子どもたちにアドバイスを行う。 
8 シナプテック株式会社社長。大学生を中心とした地域活性化
の取り組みである「やまなしの翼プロジェクト」も運営してい

る。本プログラム初年度から協力をいただいている。 
9 以下、「キャリア教育演習」または単に「演習」と表記する。 
10 単位を取得できるのは学部 2年生～4年生までだが、単位取
得を目指さなければ、学部 1年生や大学院生等も受講できる。 
11 受講生の中には、藤川教授のゼミ生も多く、彼らの中には
受講を強く希望せず、担当教員の授業だからという理由で受講

している者もいる可能性がある。 
12 阿部学（2011）「地域連携による「社会起業家教育」の構造
と意義 ―教育学部生と起業家への事後調査から―」藤川大祐
編『起業家教育に関する実践的研究』人文社会科学研究科研究

プロジェクト報告書 第 237集 
13 過去の本プログラムの参加者のうち、中学校に進学した者
には、毎年招待を行っている。今年度、中学生 OBは銀行班の
メンバーと一緒に融資の役割を担った。 
14 プログラムにおける児童に対しての責任者。プログラム当
日の進行役を務めたり、子どもたちに事業の出資金を渡したり

するなど、プログラムにおける中心的な役割を担う。 
15 塾長を支える人物。塾長のプログラム進行を補助したり、
他のグループに指示を与えたりする。 
16 プログラム当日（3日間）の内容を中心になって考えるグル
ープ。 
17 Webサイト、ブログ、Facebook、Twitterなど、広報の担
当を行うグループ。 
18 プログラム当日に子どもたちから物品の注文を受けつける
「なんでも屋さん」を担当するグループ。当日までは、「なん

でも屋さん」の準備とプログラムで使用する物品の調達や作成

を担った。 
19 「プレ起業塾」の準備と運営を中心に担うグループ。「プレ
起業塾」実施後は、各グループの補助を行った。 
20 プログラムにおいて児童の会社に融資を行う銀行の役割を
担うグループ。プログラム当日までは、千葉銀行の職員と連携

して、銀行の担当業務を考えた。 
21 班付きは、「プレ起業塾」やプログラム当日の児童のグルー
プにつき、アドバイスを行うなど補助的な役割を担う。当日は

各グループに一名の班付きがついた。当日までは、班付きの役

割を考えた。 
22 なお、千葉市職員や千葉大学職員との連絡、参加者募集用
のポスター・チラシの入稿、プログラム当日に着用する Tシ
ャツデザインの入稿、保険の契約などの事務的な作業はティー

チング・アシスタントである筆者が行った。 
23 塾長と秘書は 3日間班として、回答してもらった。 
24 繰り返し表現があるなどの一部の回答は、意味の変わらな
い範囲で筆者が編集し載せている。 
25 本プログラムでは、子どもたちの事業に関わるお金は仮想

                                                                                 
通貨「ベア」を使用して行われる。1ベア＝1円である。 
26 「プレ起業塾」にて、子どもが 1グループで 1台、iPadの
AR（拡張現実）のアプリを使い、活動を行った。 
27 来年度の学生スタッフは、2014年 4月以降に募集するが、
中心メンバーは既に決まっている。 
28 各会社は、事業計画後、学生が運営する銀行から融資を受
けることができる。事業終了後に返済する。 
29 学生 Cはプレ起業塾班ではなかったが、プレ起業塾の活動
において、中心的な役割を担った。 
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