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１ はじめに 

子どもたちは、義務教育を終えると厳しい社会の現実に立ち向かわなければならない。しかし，中

学校における子どもたちの現状は、未だすねたり怒ったりすれば、周りの大人が何とかしてくれると

いう甘えの構造から脱却できず、係の仕事や学習に前向きに取り組めない子どもたちも少なくない。

そんな子どもたちに、社会・経済に対して興味・関心を広げさせ、学びの意味や働くことの意義を考

えさせることを通じて、自らの興味や資質に応じた進路選択の可能性を拓くことが大切である。 

本校では、総合的な学習の時間を、平成２３年度より「自立」という名称に変更した。これは本校

の教育目標が「共生・自立」であり、すべての教育活動を通して、自立した人になって欲しいという

願いが込められている。そして、総合的な学習の時間において，めざす姿を「社会の激しい変化に流

されることなく、その本質に目を向けて、各々が直面する様々な課題に対して、教科、道徳、特別活

動を通して身につけた力を、具体的な活動場面で主体的に発揮しながら、仲間とともに柔軟かつたく

ましく解決し、自立した自分の生き方を創りだしていく姿」とした。 

 

２ 起業体験プログラム 

教室から飛び出す体験型プログラムである起業体験プログラムを平成２２年度から２・３年生で取

り入れた。当初２年間はプログラム開発企業の指導下で，学習活動を展開したが，平成２４年度から

は，サポート企業から自立し，独自の取り組みとなった。起業体験プログラムでは以下の３つのこと

をねらいとして取り組んでいる。 

①一つの目的に向かって、仲間と活動したり、商品の販売活動を組織的に行ったりする活動を通し  

 て、人間関係形成能力や意思決定能力を高める。 

②商品評価会に向けてのプレゼンテーションづくりや市場調査、商品発注の業者選定などの活動を

通して、情報活用能力を高める。 

③販売に至るまでの役割分担や計画づくりを行う活動を通して、将来設計能力を高める。 

仕組みは、保護者からの出資をもとに模擬株式会社を立ち上げ、商品開発や商品販売等を行い、最

終的に「株主に利益を配当する」ということを目指す。その活動は、「必要な情報を収集し、分析して

ニーズを把握する（市場調査）」「分析結果からお客様のニーズを知り、ターゲットを見据えた商品開

発を行う（地場産業を用いた商品開発）」「地域の協力企業より指導・評価を得て差別化した商品を一
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 「使う人の立場で商品開発をする。」、

に、商品開発では第１次～第３次まで、市場調査と商品評価会を挟んで、３回の改良を加えるととも

会社設立

市場調査

商品検討・デザイン作成

・配当金は

・得られた利益については、生徒に購入希望を聞き、指

揮台、玄関マット、掃除用具などを購入した。

・昨年度は株券１株５００

円で約８００株の購入

があった。

・出資金は

 

般消費者に販売する（商品評価会・販売活動）」である。

商品開発は学級の生活班が中心となって活動するが、商品販売準備は学級を解体したそれぞれのチ

ーム（部署、事業所）で行う。それぞれの活動で

等と連携した

２年生では、教師の

て自分たちの力で活動を進めていく。

                                                                                                                                            

「使う人の立場で商品開発をする。」、

商品開発では第１次～第３次まで、市場調査と商品評価会を挟んで、３回の改良を加えるととも

会社設立 

市場調査 

商品検討・デザイン作成

商品・デザイン

商品・デザイン

・配当金は 1 株につき、

・得られた利益については、生徒に購入希望を聞き、指

揮台、玄関マット、掃除用具などを購入した。

・昨年度は株券１株５００

円で約８００株の購入

があった。 

・出資金は４０万円。

販売する（商品評価会・販売活動）」である。

は学級の生活班が中心となって活動するが、商品販売準備は学級を解体したそれぞれのチ

ーム（部署、事業所）で行う。それぞれの活動で

と連携したデザインの

教師の指導のもと

の力で活動を進めていく。

                                                                                                                                            

「使う人の立場で商品開発をする。」、

商品開発では第１次～第３次まで、市場調査と商品評価会を挟んで、３回の改良を加えるととも

商品検討・デザイン作成 

商品・デザイン評価会

商品・デザイン

出資金集め

ニーズを探るためのアンケートを考え、市場調査に出かける。

自分の得意をいかせる仕事を考える。

株につき、20 円となった。

・得られた利益については、生徒に購入希望を聞き、指

揮台、玄関マット、掃除用具などを購入した。

・昨年度は株券１株５００

円で約８００株の購入

。 

販売活動の様子

販売する（商品評価会・販売活動）」である。

は学級の生活班が中心となって活動するが、商品販売準備は学級を解体したそれぞれのチ

ーム（部署、事業所）で行う。それぞれの活動で

デザインの商品を販売する。

指導のもと起業家体験プログラム

の力で活動を進めていく。本プログラムの大きな流れは以下のようになる。

                                                                                                                                            

「使う人の立場で商品開発をする。」、「お金をいただいて物を売る

商品開発では第１次～第３次まで、市場調査と商品評価会を挟んで、３回の改良を加えるととも

評価会 

商品・デザイン修正 

出資金集め 

デザイン決定

見積・発注業者選定

ニーズを探るためのアンケートを考え、市場調査に出かける。

自分の得意をいかせる仕事を考える。

・地域の方や外部の方を招いて商品評価会を開催する。

・学級の生活班で一丸となってプレゼンを行う。

市場調査での結果をもとに、商品のデザインを

考え学級の生活班で話し合い、一つに絞る。

 

円となった。 

・得られた利益については、生徒に購入希望を聞き、指

揮台、玄関マット、掃除用具などを購入した。

販売活動の様子 

販売する（商品評価会・販売活動）」である。

は学級の生活班が中心となって活動するが、商品販売準備は学級を解体したそれぞれのチ

ーム（部署、事業所）で行う。それぞれの活動で相談したり

商品を販売する。 

体験プログラム

本プログラムの大きな流れは以下のようになる。

                                                                                                                                            

「お金をいただいて物を売る

商品開発では第１次～第３次まで、市場調査と商品評価会を挟んで、３回の改良を加えるととも

 

デザイン決定 

見積・発注業者選定

発注・価格決定

販売準備・広報活動

ニーズを探るためのアンケートを考え、市場調査に出かける。

自分の得意をいかせる仕事を考える。

・地域の方や外部の方を招いて商品評価会を開催する。

・学級の生活班で一丸となってプレゼンを行う。

市場調査での結果をもとに、商品のデザインを

考え学級の生活班で話し合い、一つに絞る。

 

 

・得られた利益については、生徒に購入希望を聞き、指

揮台、玄関マット、掃除用具などを購入した。 

販売する（商品評価会・販売活動）」である。 

は学級の生活班が中心となって活動するが、商品販売準備は学級を解体したそれぞれのチ

相談したり、失敗した時にも支え合ったりしながら

体験プログラムを学び、３年生

本プログラムの大きな流れは以下のようになる。

                                                                                                                                            

「お金をいただいて物を売る

商品開発では第１次～第３次まで、市場調査と商品評価会を挟んで、３回の改良を加えるととも

見積・発注業者選定 

発注・価格決定 

販売準備・広報活動 

販売

ニーズを探るためのアンケートを考え、市場調査に出かける。

自分の得意をいかせる仕事を考える。 

・地域の方や外部の方を招いて商品評価会を開催する。

・学級の生活班で一丸となってプレゼンを行う。

市場調査での結果をもとに、商品のデザインを

考え学級の生活班で話し合い、一つに絞る。

 

・得られた利益については、生徒に購入希望を聞き、指

社長が評価会について説明している様子

は学級の生活班が中心となって活動するが、商品販売準備は学級を解体したそれぞれのチ

失敗した時にも支え合ったりしながら

３年生では、

本プログラムの大きな流れは以下のようになる。

                                                                                                                                            

「お金をいただいて物を売る。」ことに、責任をもたせるため

商品開発では第１次～第３次まで、市場調査と商品評価会を挟んで、３回の改良を加えるととも

 

販売 

出資金・配当返金

ニーズを探るためのアンケートを考え、市場調査に出かける。

・地域の方や外部の方を招いて商品評価会を開催する。

・学級の生活班で一丸となってプレゼンを行う。

プログラムを終えて

市場調査での結果をもとに、商品のデザインを

考え学級の生活班で話し合い、一つに絞る。

・ポスター、チラシを作る。

店舗設計を行う。

・商品のラッピング等を行う。

社長が評価会について説明している様子

は学級の生活班が中心となって活動するが、商品販売準備は学級を解体したそれぞれのチ

失敗した時にも支え合ったりしながら

、前年度の体験を生かし

本プログラムの大きな流れは以下のようになる。 

                                                                                                                                            【起業体験プログラム】【起業体験プログラム】【起業体験プログラム】【起業体験プログラム】

」ことに、責任をもたせるため

商品開発では第１次～第３次まで、市場調査と商品評価会を挟んで、３回の改良を加えるととも

出資金・配当返金 

ニーズを探るためのアンケートを考え、市場調査に出かける。 

・地域の方や外部の方を招いて商品評価会を開催する。

・学級の生活班で一丸となってプレゼンを行う。

プログラムを終えて

市場調査での結果をもとに、商品のデザインを

考え学級の生活班で話し合い、一つに絞る。 
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・商品のラッピング等を行う。 
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３ 起業体験プログラム模擬株式会社の組織

 組織づくりでは、各学級

より部長を選出し、その中

から社長を１名選ぶ。

の生活班で

ンを描き、評価会に向

プレゼンテーション

や発表準備

 その後、

自分の得意を生かすこと

や挑戦したい課に所属し、

販売準備を行う。

販売活動

と呼び込み担当に分か

に、より本物に近い形で提示

させる。また、評価会では、
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ンテーションを行うことで、

全員が話す機会をもち、お互

いに聞き合う時間も確保して

                               

販売活動や準備の取り組みは充実してきているが

導が必要である。最終的な収支において赤字を出さないために

損益分岐点の計算

義の在り方や会社の仕組みを深く理解できるようにさせていきたい。

デザイン評価会で認められた作品は

なったものとして、

成２４年度のぎふ清流国体・清流大会

【【【【

体験プログラム模擬株式会社の組織

組織づくりでは、各学級

部長を選出し、その中

から社長を１名選ぶ。

生活班では、商品デザ

、評価会に向

テーションの制作

や発表準備を進める。

その後、学級を解体し、

自分の得意を生かすこと

や挑戦したい課に所属し、

を行う。 

活動では、販売

と呼び込み担当に分か

に、より本物に近い形で提示

させる。また、評価会では、

６つの班が教室の中でプレゼ

ンテーションを行うことで、

全員が話す機会をもち、お互

いに聞き合う時間も確保して
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。最終的な収支において赤字を出さないために

損益分岐点の計算、販売数量

義の在り方や会社の仕組みを深く理解できるようにさせていきたい。

デザイン評価会で認められた作品は

ものとして、一例であるが

ぎふ清流国体・清流大会

【【【【オリジナルなデザインを考えオリジナルなデザインを考えオリジナルなデザインを考えオリジナルなデザインを考え

体験プログラム模擬株式会社の組織

組織づくりでは、各学級 

部長を選出し、その中 

から社長を１名選ぶ。学級 

、商品デザイ 

、評価会に向けて 

の制作 

を進める。 

学級を解体し、 

自分の得意を生かすこと 

や挑戦したい課に所属し、 

販売担当 

と呼び込み担当に分かれ、商品の販売を行う。

【販売】会計責任者・レジ係・記録係・販売責任者・商品用意係

【呼び込み】近距離担当・中距離担当・遠距離担当

 

【学級の生活班】

                               【適正価格を決定する

販売活動や準備の取り組みは充実してきているが

。最終的な収支において赤字を出さないために

販売数量、発行株数など

義の在り方や会社の仕組みを深く理解できるようにさせていきたい。

デザイン評価会で認められた作品は、複数の業者に見積もりを取り

一例であるが岐阜や瑞穂市の特産品をデザインした

ぎふ清流国体・清流大会とコラボしたＴシャツ

オリジナルなデザインを考えオリジナルなデザインを考えオリジナルなデザインを考えオリジナルなデザインを考え

体験プログラム模擬株式会社の組織

れ、商品の販売を行う。

【販売】会計責任者・レジ係・記録係・販売責任者・商品用意係

【呼び込み】近距離担当・中距離担当・遠距離担当
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【学級の生活班】

商品デザイン制作・

【適正価格を決定する

販売活動や準備の取り組みは充実してきているが、「適正価格」を決める場面では

。最終的な収支において赤字を出さないために

発行株数など、教師の支援で決め

義の在り方や会社の仕組みを深く理解できるようにさせていきたい。

複数の業者に見積もりを取り

岐阜や瑞穂市の特産品をデザインした

とコラボしたＴシャツ

オリジナルなデザインを考えオリジナルなデザインを考えオリジナルなデザインを考えオリジナルなデザインを考え商品開発したもの商品開発したもの商品開発したもの商品開発したもの

体験プログラム模擬株式会社の組織図 

れ、商品の販売を行う。      

【販売】会計責任者・レジ係・記録係・販売責任者・商品用意係

【呼び込み】近距離担当・中距離担当・遠距離担当
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【学級の生活班】 

商品デザイン制作・プレゼン制作と評価会でのプレゼン発表

部

社

【適正価格を決定するための

「適正価格」を決める場面では

。最終的な収支において赤字を出さないために、必

教師の支援で決め

義の在り方や会社の仕組みを深く理解できるようにさせていきたい。

複数の業者に見積もりを取り

岐阜や瑞穂市の特産品をデザインした

とコラボしたＴシャツやバック

商品開発したもの商品開発したもの商品開発したもの商品開発したもの
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４ 起業体験プログラムによる生徒の感想 

一人一人が起業体験プログラムを通して、どんな力を付けたいのか、どんな目標をもって臨むのか、

などを明確するために自分が担当する係を通して「めざす自分」を設定して、取り組むことにした。   

Ａさんは、販売責任者を希望し、次のような「めざす自分」を設定した。「先日、学校で高校の先生

方の話を聞く進路を考える会がありました。高校の先生方は社会に出て必要な力はコミュニケーショ

ン能力と言っていました。だから、今年の販売活動では、コミュニケーション能力が高められるよう

に、販売責任者として、販売活動では声をしっかり出して、笑顔でお客様に商品をアピールができる

ようにしたい。」 

次にプログラム体験後のＢさんの感想を紹介します。「私は、絵を描くのが得意なのでポスター部に

入りました。でも、ポスター部の仕事はただ絵を描けばいいというわけではなく、出来上がったポス

ターをどこに貼るのがよりよい宣伝になるのか考えたり、貼っていただけるか交渉に行ったりする営

業の仕事もありました。私は人数の関係で営業の仕事に回って、ポスター評価会の準備や、貼りに行

く場所などみんなといろいろなことを話し合って決めていきました。自分たちが考えたことをもとに、

みんなで協力して実際に動くのは楽しかったし、自分の描いたポスターではなかったけれど、お店に

貼ってあるのを見て、なんだか嬉しくなりました。」 

進路を決定していくうえで、憧れやイメージだけで選ぶのではなく、実体験から得意分野を探すこ

とができるというのは、進学後のギャップに悩む生徒を出来るだけ少なくすることになるのではない

だろうか。この活動を進めることにより、学級での活動においても、自治・自律的能力を引き出すこ

とも可能であると感じた。 

 

５ まとめ 

生徒の活動や学びから次のような成果と課題が明らかになった。 

○ 普段の授業で活躍できない生徒が、元気のよい接客ができるなど、学校生活では見られない持ち 

味が発見できた。  

○ 最高の笑顔のつもりで接客しても、断られることも多く、社会の厳しさを感じることができた。 

○ お年寄りや小さな子どもなどのお客様に合わせた言葉遣い、対応ができるなど、コミュニケーシ

ョン能力の向上を感じた。  

○ ２年生の時は、消費者のニーズよりも「かわいいデザイン」が評価されていたが、３年生になる

と、市場調査の結果から消費者のニーズを考え、実社会に対応した価値観の変容が見られた。  

▼ グループ内では、アイデアを出し合ったり、工夫するところを指摘し合ったりすることができる

ようになってきたが、一人で追究する姿勢には弱さが残っている。  

▼ 販売活動や準備の取り組みは充実してきているが、「適正価格」を決める場面では、教師の指導

が必要である。教師の支援を受けながらも、会社経営に必要なことを子どもたち自身が考えて活

動する場を仕組み、資本主義の在り方や会社の仕組みを深く理解できるようにさせていきたい。  


