
第
二
部
―
―

新
た
な

キ
ャ
リ
ア
教
育
の

実
践
に
向
け
て

（１）地域連携学校教育による子どもの起業家教育
関　隆晴（大阪教育大学教職教育研究開発センター　教授）

（２）学びから始めるキャリア教育
～プロジェクト・ベース学習（ＰＢＬ）の適用～

上杉賢士（千葉大学大学院教育学研究科　教授）

（３）産業社会からの要請の変化と対応
小杉礼子（独立行政法人　労働政策研究・研修機構　研究員）



　平成１８年度、文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」（現代ＧＰ）

が募集され、大阪教育大学では、テーマ①「地域活性化への貢献」というプログ

ラムに応募しました。現在、競争的な環境の中で大学の教育改革が進んでおり、

本学も教育改革に取り組んでいます。その１つとして、学生の教育改革に資する取

り組みということで、本学としましては、「地域連携学校教育のできる教員養成─

地域に愛着を持ち地域に根ざした子どもを育成できる教員養成プロジェクト─」

と題して申請し、採択されました。

　この内容には、「森林体験学習」「キッズ・ベンチャー」「スタディー・アフター・

スクール」と３つあげてあります。これらは学校を舞台にして、地域人材と大学の

教員、学生が参加して、学校で行う授業です。これを地域連携学校教育と名付け

ました。地域連携学校教育という言葉から分かるように、地域と連携して行う学

校での教育を意味しているわけで、別に他にもいろいろな取り組みがあり得ると

思います。とりあえず、今はこの３つに取り組んでいるところです。

　本学では、「プレゼンテーション能力」「コミュニケーション能力」「課題解決

力」「実践的教育指導能力」など、いろいろな能力を持った学生を養成しようとし

ています。学生がこの地域連携学校教育の場に参加することによって、さらに「子

ども理解力」「コーディネート力」

といったものを身に付けて、地域連

携学校教育のできる教員を養成し

ていこう、そういうシステムをつく

ろう、そして地域連携学校教育を確

立する、ということが目標のプロ

ジェクトです。

　このプロジェクトの１つ、キッズ・

ベンチャーは、キャリア教育の一環

として取り組んでいるものです。こ
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（１）地域連携学校教育による子どもの起業家教育

関　隆晴
（大阪教育大学教職教育研究開発センター　教授）

れは２００１年、柏原市教育委員会と産

業振興課に提案して、一緒に始める

ことになった活動です。２００２年、あ

る小学校で、それまで実施されてい

たキッズ・マートという活動にもの

づくりを取り入れた活動を試行しま

した。そして２００３年、起業家教育を

行う（株）セルフウイングの協力を

得て、実際にキッズ・ベンチャーと

いうものを柏原小学校４年生１００人

近くを対象に始めました。２００４年、

同じ小学校で２年目の活動を行い、

いよいよ本学の学生、院生、教員を

中心に、キッズ・ベンチャーを始め

ました。

　２００５年には、大学院生、本学教員

による実施に加え、地域のボラン

ティア、このときは３チームに協力

してもらえるようになりまして、い

わゆる地域と連携した学校教育とい

う形でのキッズ・ベンチャーの全貌

が見え始ました。そして２００６年、現

代ＧＰに採択されました。柏原市の対

応としては、それまでは産業振興課

との連携が窓口だったのですが、教

育委員会が窓口となって進めるとい

う形になりました。２００７年も、５年目

の取り組みとして、同じ小学校で実

施しています。

　キッズ・ベンチャーとはどういう

ものか、昨年度の活動をＤＶＤに収め

てありますので、そのＤＶＤの内容を
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ご覧いただけたらと思います。

　（記録映像ＤＶＤ上映・活動内容に

ついては次頁参照）

　このプログラムがキャリア教育と

どのように関連しているかというこ

とについては、図表５―１の対応表を

参照ください。これは、大阪教育大

学教育学部・野田文子教授が国立教

育政策研究所の研究会で発表したも

のです。そして、キッズ・ベンチャー

の指導の方法として特徴的なところ

を野田教授があげています（図表５―

２）。ひとつ面白いのは、「（１）葛藤

場面の創出」です。簡単に言うなら

ば、あえていろいろな問題、意見が

合わない場をつくり出すということです。特に役職を選ぶときに誰が社長になる

かというところでは、大体よくもめたりします。

　私としては、毎年、子どもの感想文を見るのが非常に楽しみになっていて、こ

れを続けていける大きなモチベーションの１つになっています。こうした取り組

みを５年続けていますが、次に、このキッズ・ベンチャーにはどういった意味、

位置づけがあるか、簡単に話したいと思います。

　私は、日本の大きな教育改革の流

れの中にキャリア教育もあると思っ

ています。

　生涯学習の流れは、１９６５年ぐらい

から世界で議論されるようになりま

した。１９７０年代になるとそれは日本

にも入り、８０年代には臨時教育審議

会で議論されるようになりました。
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■キッズ・ベンチャーの活動内容（平成18年度柏原市立K 小学校）

　１）活動経過

  　①キッズ・ベンチャーを始めよう：概要説明と動機付け（1時間）　②作ってみよう：ものづくり体験（６）

③どんな商品があるかな：商品見本展示（１）④グループ分け（担任）⑤新聞記者になろう：新聞の作り

方、インタビューの仕方（1）⑥地域のお店を調べてみよう：商店街の紹介と商店街調査、商店街新聞の

作り方（１）⑦どんな商品を作ろうかな：商品開発、知財教育（３）⑧夏休みの宿題：商店街調査、商店街

新聞作り、商品開発　⑨お店新聞コンクール：児童による1次選考会（１）教諭、大学教員で2次選考会

を行い、JAバンクと郵便局で展示　⑩会社をつくろう：会社名、理念、商標、役職の決定、知財教育（１）

⑪どんな商品をいくつ売ろうかな：商品と売り上げ目標の決定（１）⑫必要なお金はいくらかな：原材料

費と経費の計算（１）⑬銀行でお金を借りよう：銀行の役割を学び、お店作りに必要なお金を借りる（２）

⑭材料を仕入れよう：事業計画に基づく仕入れ（１）⑮製造工場で働こう：商品作成（８）⑯宣伝をしよ

う：看板、のぼり、ポスター、チラシづくり、知財教育（２）⑰売り方を考えよう：商店主から話を聞き、

挨拶の仕方を学ぶ（１）⑱販売準備をしよう：商品のチェック、値札付け、お釣りの準備（１）⑲わくわく

キッズ・マート：陳列、販売活動（４）⑳いくら儲かったかな：収支決算、銀行に返済（２）澡活動を振り

返ってみよう：振り返り（１）澤新商品を開発しよう：知財教育（１）澹利益の使い道について考えよう

（担任）

　２）出店会社名と商品

　

■柏原市におけるキッズ・ベンチャーの歩み

    2001年、キッズ・ベンチャーを発案し、柏原市市民部産業振興課と柏原市教育委員会に提案。2002

年、「キッズ・マートからキッズ・ベンチャーへ」として柏原市立A小学校で5年生2クラスを対象に試

行。柏原市産業振興課と商工会の協力により、キッズ・マートを開催。2003 年、柏原市立 K 小学校に

おいて 4 年生 3 クラスを対象に、㈱セルフウイングの支援を受け、柏原市産業振興課、商工会の協力に

よりキッズ・ベンチャーを実施。児童と教諭によるテーマソングの作成、養護学級からの出店と近隣幼稚

園からのお買いもの学習も参加。2004年、大学教員、大学院生、学部生を中心にキッズ・ベンチャーの

指導案とワークシートを整備、柏原市産業振興課、商工会、教育委員会、小学校校長、教諭、大学教員、

大学院生、学部生等からなるキッズ・ベンチャー研究会で運営。子どもの商品開発に校長、担任教諭、大

学教職員・院生・学部生の他、福井大学教員、2企業の協力あり。2005年、子どもの商品開発に退職校

長、担任教諭、大学教職員・院生・学部生の他、地域ボランティア（3チーム）の参画があり、キッズ・

ベンチャーの全貌がみえはじめる。キッズ・ベンチャーのパンフレット作成。2006年、現代GPに採択

される。柏原市の対応窓口が産業振興課から教育委員会に替わる。ワークシートをワークブックとしてま

とめる。地域ボランティア4チームで5店舗出店。2007年、柏原市立K小学校での5年目の取り組み

を実施中。毎年子どもたちの感想文は、楽しい活動と学びと将来の夢を生き生きと表現しており、子ども

も保護者も4年生でのキッズ・ベンチャーを自然に受け入れているが、担任教諭の希望により今年度は時

間数を削減。

    今年度より新たに柏原市立T中学校で選択科目を使い、3年生20名を対象にキッズ・ベンチャーの試

行を始めた。

サポーター児童数取　扱　商　品会　社　名
学生・退職教員11栽培した瓢箪の加工商品ひょうたんＤＸ

学生・大学教員11
葡萄の蔓のリース・木の実の加工商
品

ウインターナチュラルショップ

学生・大学教員10手作り粘土の焼き物商品スーパー・ザ・ねん土ロー
学生・地域ボランティア10自然素材による木工細工マルタ君の木工細工屋
学生・大学教員10木材を使った加工商品 木工細君
学生・地域ボランティア9ボタンを使った壁飾り他ボタンのベストベンチャー
学生・地域ボランティア9廃油石けん等リサイクル商品ごみパワーアップ会社
学生・大学教員9タマネギや藍で染めた布商品そめもの畑
学生・地域ボランティア10メモ帳、猫の写真入りカレンダーオリジナルノート店

学生・地域ボランティア10
マフラー、手鏡、コサージュ等の手芸
品

手作り手芸店

学生・大学教員10
カラーワイヤー加工品、キャンドル、
地元野菜 

トリプルラッキー店
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（平成１４年国立教育政策研究所）（平成１７年大阪教育大学モデル「キッズ・ベンチャー」） 

 
・会社の経済活動全体（共通の目的を達
成することを通じての集団作り） 

・活動の振り返り（サポーター、指導者、家
族の励ましへの感謝、生活の実感） 
 
 
・学習過程における発表活動 
・新聞コンクールや商品決定時の自己主張
と相互批判 
・会社での利益創出に向けての協力体制
の確立 
 
 
・商店街調査（商店街・お客・家族からのイ
ンタビュー） 
・商品開発（素材・作り方・道具の調べ学習） 
 
 
・創作活動（商品製造、ポスター、看板など） 
・販売当日の活動（挨拶、呼び込み、接客、
金銭管理、商品管理） 
・商店街調査（働く人々への視点の獲得） 
 
 
・役職の設定（社長、会計係、販売係、技術
係など） 
・導入（生活とお金をもうけること、自分の夢） 
 
 
・事業計画の作成・販売の準備・商品製作
手順の作成 
 
 
・商品開発（他者を意識した製品作り） 
・利益と使い道（儲けの使い道と社会貢献） 
・会社の目的達成（相互協力の必要性） 
 
 
・新聞コンクールへの参加（それぞれの商店
街新聞の作成） 
・役職による役割分担（各係りによる製造・
宣伝・販売の活動の責任） 

・社長としての集団の統率、意思決定の責
任 
・商品開発（新たな商品の考案、製作上の
課題） 

 

・自分のよいところを見つける。 
・自分のよいところを認め、励ましあう。 
・自分の生活を支えている人に感謝する。 
 
 
 

・自分の意見や気持ちを分かりやすく表現
する。 
・友達の気持ちや考えを理解しようとする。 
・友達と協力して、学習や活動に取り組む。 
 
 
 
・いろいろな職業や生き方があることがわかる。 
・わからないことを図鑑などで調べたり、質問
したりする。 
 
 
 
・係りや当番活動に積極的にかかわる。 
・働くことの楽しさが分かる。 
 
 
 
・互いの役割や役割分担の必要性が分かる。 
・日常の生活や学習と将来の生き方との関
係に気付く。 
 
・将来の夢や希望をもつ。 
・計画作りの必要性に気付き、作業の手順
が分かる。 
・学習等の計画を立てる。 
 
・自分のやりたいこと、よいと思うことなどを
考え、進んで取り組む。 
・してはいけないことが分かり、自制する。 
 
 
 
 
・自分の仕事に対して責任を感じ、最後まで
やり通そうとする。 
・自分の力で課題を解決しようと努力する。 

自他の理解能力 

職業的（進路）発達に 
かかわる能力 小学校中学年の達成目標の例 小学校４年生 

「キッズ・ベンチャー」の活動場面 

コミュニケーション
能力 

情報収集・探索能力 

職業理解能力 

役割把握・認識能力 

選択能力 

課題解決能力 

計画実行能力 

人
間
関
係
形
成
能
力 

情
報
活
用
能
力 

将
来
設
計
能
力 

意
思
決
定
能
力 

図表５―１　育成するべき能力と「キッズ・ベンチャー」における能力形成の場面 
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（１）葛藤場面の創出 

 　・ものづくりでの作りたいもの、作る方法、作りたい数などの初期イメージに基づく現実矛盾 
 　・商品の決定や儲けの活用などの意思決定時における個の主張と会社（集団）の目的との葛藤 
 　・他者による能力の評価と自己イメージのギャップ 
 
 
（２）達成感の体験 

 　・ものづくりやポスター・看板作りなどでの完成の喜び 
 　・会社の目標に向かって活動する自己に対する有用感 
 　・新聞コンクール、販売活動などの競争的環境における目標達成感 
 
 
（３）表現場面の設定 

 　・個人として、会社のメッセンジャーとしての多様な発表体験 
 　・適切な情報伝達の必要性への気付き 
  
 
（４）集団活動での適切な支援 

 　・子ども達の意思決定を軽視しない程度のサポーター・教員の支援 
 　・子どもの具体的で実際的な質問や要求への対応 

図表５―２　「キッズ・ベンチャー」の特徴的な指導の方法 



　その後、私が一番最初に驚いたの

は、１９９１年の中央教育審議会答申「新

しい時代に対応する教育制度の改革

について」でした。それまでの教育

を非常に深く反省して、そこから一

人ひとりの子どもに応じた平等と効

率ということを述べ、さらに驚いた

のが、「学校教育を生涯学習の一環と

してとらえる」でした。このことを、

このとき初めて知り、大変なことを

始めているなと感じました。そのこ

とが、その後「生きる力」と「ゆと

り」という方向に行ったと私は思っ

ています。それから次第に家庭、学

校、地域、開かれた学校づくりとい

うこと、そして経済界との協力とい

うことも述べられていきます。

　そして１９９７年、これは教員養成を

進める上での方策ですが、「２１世紀を

目前にひかえ、今日の社会はかつて

予想できなかったほど大きな変化に

直面している」、そういう認識に

立って、どういう教員を養成して

いったらいいか述べられた指針が、

「地球的視野に立って行動するため

の資質能力」を持った教員、「変化の

時代を生きる社会人に求められる資

質能力」を持った教員、そして当然

のことながら、「教員の職務から必然

的に求められる資質能力」を持った

教員を育てるということでした。こ

れはものすごいことで、大変なこと

だなというのが実感です。
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　１９９８年には、２００２年から「総合的

な学習の時間」が導入されることに

決まりました。このとき私は、「自ら

課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、

主体的に判断し、よりよく問題を解

決する資質や能力を育てること」と

いうのを見て、びっくりしました。

というのは、私が生物学を学んでい

た大学時代、学部のときは卒業研究

で研究とはどういうものかを学ぶ。

修士に入ったら先生から与えられた

課題を解決する。そして博士課程に

入って、自分で見つけた問題を自分

で解決する。これは博士課程の作業

だというふうに私は思っていました

ので、これを総合的な学習の中で

やっていこうというのは、本当に驚

いたわけです。生涯学習ということ

を考えると、われわれは一生を通し

てこういうことをやっていこうとい

うことととらえれば、理解できるか

なという気はしましたが、これは非

常に大きなショックでした。

　そして、そのとき「自己の生き方

についての自覚を深めること」とい

うことも書いてありました。

　「総合的な学習」が導入された当

時、テレビＣＭで「どうしてべんきょ

うしなければいけないんですか？」

という子どもの声が流れていたこと

を覚えておられる方もいるでしょ

う。私はまさにそれと同じで、「何で

勉強せなあかんのやろか」という思
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いがありました。

　その後、「総合的な学習」はなくな

るという声もありましたが、それに

対してまた、「総合的な学習を続けて

いく」という答申があり、そこで「確

かな学力」というものが示されて、

本当にやる気があるのだなと思いま

した。

　そんな流れの中でキャリア教育と

いうものがあって、これはまた国策

とも一致した流れになっているのだ

ろうと思います。

　キャリアとは何か、これは非常に

難しいことで、いろいろな考え方が

あります。「生涯を通しての人間の生

き方・表現である」という言い方を

した人もいます。私は、こういう簡

単な言い方のほうが分かりやすいと

思います。キャリアとは、自分がど

う生きるかという問題。それは自分

の問題であると同時に社会の中で生

きるということ。社会の中で集団と

して生きるから難しいのであって、

生涯を通しての、組織（集団）と個

の関係というのが、一番本質的な問

題ではないかと考えています。

　これからの未曾有の激しい変化の時代。これからは地球人類としての集団運営

が求められる、そういう大きい問題があって、その中で一人ひとりがどう生きて

いくかという問題。そういう問題に直面していくのが今の子どもたち。それがこ

れからのキャリア教育の一番大切な部分ではないかと考えております。
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