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東北における起業教育（アントレプレナーシップ教育）について

現在の日本は、開業率が廃業率を下回る状況にあり、未だ有望ベンチャー企業や新規事業が

続々と生み出されてくるような社会風土・環境が醸成されているとは言えません。チャレンジ

精神あふれ新たな価値を創造する起業家（＝アントレプレナー）的人材を国家戦略的に輩出し

ていく必要があります。

また、少子高齢化社会の到来、産業・経済の構造的変化や雇用の多様化・流動化等を背景と

して、それぞれが直面するであろう様々な課題に柔軟に対応し、社会人・職業人として自立し

。 、 、 、た人材を育てていく必要があります このため 児童・生徒の発達段階に応じ 若者の勤労観

職業観を健全に育成する、組織的、系統的なキャリア教育が求められています。

「起業家精神」と「起業家的資質・能力」は、経営者・創業者だけに必要な特殊なものでは

なく、ビジネスマンや公務員といった組織人にも、あるいは地域に貢献するＮＰＯ等を担う人

材にも、新たな価値を自立的に生み出す資質として求められています。

は、既成の概念にとらわれない新しい物の見方や考え方ができる創造力や判断力、起業教育

人を説得し周りを巻き込んでいくコミュニケーション力、そして新しいアイディアを実行する

ために必要なチャレンジ精神や決断力などの、まさに「自ら学び自ら考える力などの『生きる

力』をはぐくむ （現行の学習指導要領の基本的方針）ための教育といえます。」

起業家精神 起業家的資質・能力 起 業 教 育

・ﾁｬﾚﾝｼﾞ精神 ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力

・創造性 ・ﾁｰﾑﾜｰｸ力 「起業家精神」と「起業家的資質・＋ ＝

・自信 ・地域理解・郷土愛 能力」は誰にも必要かつ有益

・積極性 ・情報収集力・分析力 ↓

・探究心 ・実行力・判断力 学習指導要領の基本的方針や「総合

・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 的な学習の時間」ねらいを実現する

・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ力 ためにまさに最適な教育

・問題解決力

地域を考える際、東北地域に生きる一員として地域理解と郷土愛を有し、東北地域の将来を

担う人材を育成していかなければなりません。

東北地域では 「起業家的資質・能力」の中に「地域理解・郷土愛」を含める点を特徴にモデ、

ルカリキュラムの提案を行っています。

東北における起業教育は “起業家的人材を育てる教育”であり 「起業家」を育てる教育で、 、

はないことが大きな特徴です。
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＜東北における実践のあらまし＞

【起業教育】

・当局では、 ３年間、起業家を小中高等学校に派遣する事業や、小中高等学校の教員に企平成11年度から

業で研修いただく事業を実施しました。

・ 、仙台市立柳生小学校が、１年間、土曜日の放課後の時間を使って希望者を対象とする独自平成13年度

の起業教育「 」を実践されました。柳生小バーチャルカンパニー

当局は、全国の起業教育・起業家教育の実践事例を調査・分析し、この柳生小バーチャルカンパニーを

、 、 、 、ベースとして ・東北における起業教育とは何か ・導入するには何が課題になるのか を検討すると共に

を構築しました。起業教育プログラム「東北モデル」

・ は、学校教育（正課）あるいは課外活動（地域における商工会等の活動）の実践を通して、平成14年度

あらためて起業教育を導入・実践する場合の課題は何か、それらを克服するにはどうすれば良いのかを検

討すると共に、今後の普及を促進するために、初めて起業教育を導入される方にも使いやすい、起業教育

プログラム を構築しました。「東北モデル」のモデルカリキュラム

・学校教育における実践については、 、拡大に重点を置き 「東北モデル」に取り組んでい平成15年度以降 、

ます。

発明王コンテスト ト会社作りを商品から競う １日のイベントとして起業教育導入のきっかけを担う「 」、 「

」、 「 」レーディング・ゲーム コーポレート・チャレンジ・プロジェクト高校生によるお題解決プロジェクト

と、延べにしておよそ60の小中高等学校から3000名の児童・生徒が参加しています。

・課外活動としては、商工会・商工会議所等における子ども達に商業等を体験させる事業が各地域で取り

組まれております。これらも事例の紹介や情報交換など積極的な支援を行ってまいります。
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＜これまでの取組（年表）＞
：学校教育（正課）での実践

：学校教育以外の活動での実践

：当局モニタリング事例

当局の取り組み 東北地域の動き
起業家教育交流促進事業H11年度

起業家を小中高等学校に派遣・

教員を企業に派遣して研修・

H12年度 H12年 *起業家教育交流促進事業 山形県新庄市新庄TCM㈱

起業家を小中高等学校に派遣 7-8月 ・ﾜｾﾀﾞ・ ﾍﾞﾝﾁｬｰ・ ｷｯｽﾞin新庄・

教員を企業に派遣して研修・

会津若松商工会議所（青年部）H12年

8-9月 ・第1回ｼﾞｭﾆｱ･ｴｺﾉﾐｰ･ｶﾚｯｼﾞ

山形県鶴岡市青年会議所H13年

H13年度 2-10月 ・2001鶴岡ｼﾞｭﾆｱﾍﾞﾝﾁｬｰｶﾚｯｼﾞ起業家教育交流促進事業

起業家を小中高等学校に派遣・

教員を企業に派遣して研修・

宮城県仙台市立柳生小学校・柳生小ﾊﾞｰﾁｬﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ H13年度

・東北地域起業家教育交流促進事 ・柳生小ﾊﾞｰﾁｬﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ

業 ｾﾐﾅｰ（ H14年 2月）

会津若松商工会議所（青年部）↓ H13年

8-9月 ・第2回ｼﾞｭﾆｱ･ｴｺﾉﾐｰ･ｶﾚｯｼﾞ地域活性化推進委託費調査：

ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの普及に関

する東北的ﾓﾃﾞﾙ検討調査

東北における ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育の・

定義

教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 東北ﾓﾃﾞﾙ の構築 柳・ 「 」 （

生小ﾊﾞｰﾁｬﾙｶﾝﾊﾟﾆｰを ﾍﾞｰｽとして）

総合調査研究等委託費調査 宮城県仙台市立柳生小学校H14年度 H14年度

仙台市立荒巻小学校ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育 4校実践 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調

仙台市立郡山小学校査

高清水町立高清水小学校↓
地域活性化推進委託費調査

宮城県商工会連合会・角田市商工会ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育の普及促進による H14年

7-8月 ・第1回角田ｷｯｽﾞﾏｰﾄ未来の東北ﾘｰﾀﾞｰ育成実践調査

・ 東北ﾓﾃﾞﾙ」の実践・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ「

＊宮城県栗駒町商工会・ 東北ﾓﾃﾞﾙ」 ﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑの構築 H14年「

・ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育普及推進ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ 6-10月 ・栗駒ｷｯｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ

（ H ）ﾑ開催 年 月15 2
米沢市立南原中学校H14年度

・南原中ﾊﾞｰﾁｬﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ

知的財産権教育支援事業 青森県青森市立三内小学校H15年度 H15年度

岩手県北上市立更木小学校ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育東北型 ﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑ

北上市立二子小学校を活用した「小中学生発明王」事業

宮城県仙台市立荒巻小学校・小中学生発明王ｺﾝﾃｽﾄ実施

仙台市立岩切小学校・web上の（ｺﾝｿｰｼｱﾑ）公開

仙台市立太白小学校↑
（財）産業研究所調査 仙台市立柳生小学校

高清水町立高清水小学校東北地域における ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育

秋田県秋田市立明徳小学校推進に関する調査研究

山形県尾花沢市立鶴子小学校・web上におけるｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育 ｺﾝ

寒河江市立高松小学校ｿｰｼｱﾑの開設

高畠町立高畠小学校

米沢市立南原中学校
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福島県飯野町立飯野小学校

飯野町立飯野中学校

起業家教育促進事業 岩手県花巻市立湯口小学校H15年度

宮城県仙台市立袋原中学校・㈱ｳｨﾙｼｰﾄﾞによる「 」ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾑ

山形県米沢市立南原中学校実施

仙台市宮城野区市民協働企画事業H15年

5-H16･3月 ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ塾

角田市商工会H15年

7-8月 ・第2回角田ｷｯｽﾞﾏｰﾄ

会津若松商工会議所（青年部）H15年

8-9月 ・第3回ｼﾞｭﾆｱ･ｴｺﾉﾐｰ･ｶﾚｯｼﾞ

知的財産権教育支援事業 青森県青森市立三内小学校H16年度 H16年度

青森県立三沢商業高等学校ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育東北型 ﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑ

木造高校を活用した「ｽｸｰﾙ発明王」事業

青森工業高校・高校生、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝも対象に加える

五所川原高校・web上の（ｺﾝｿｰｼｱﾑ）公開

十和田工業高校

八戸工業大学第二高等学校

岩手県一関市立萩荘小学校

釜石市立釜石小学校

秋田県秋田市立明徳小学校

宮城県仙台市立荒巻小学校

仙台市立太白小学校

仙台市立柳生小学校

山形県米沢市立南原中学校

福島県会津若松市少年少女発明 ｸ

ﾗﾌﾞ（市内８小学校より参加）

起業家教育促進事業① 青森県青森市立三内小学校H16年度

岩手県北上市立和賀東小学校・㈱ｳｨﾙｼｰﾄﾞによる「 」ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｹﾞｰﾑ

北上中学校

＊市内10小学校参加で実施

花巻市立桜台小学校

湯口小学校

湯本小学校

宮野目中学校

矢沢中学校

湯本中学校

秋田県秋田市立明徳小学校

宮城県仙台市立太白小学校

鶴谷東小学校

八幡小学校

東宮城野小学校

東六番丁小学校

折立中学校

将監東中学校

中野中学校

袋原中学校

山形県米沢市立愛宕小学校

興譲小学校

第三中学校

南原中学校

福島県会津若松市立一箕小学校

行仁小学校

城北小学校



- 5 -

2005/7/7東北経済産業局

起業家教育促進事業② 宮城県立鹿島台商業高等学校H16年度

宮城県仙台市立女子商業高等学校・日本経済新聞社による「ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾁｬ

」ﾚﾝｼﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

創業意識喚起活動事業 青森県青森市立三内小学校H16年度

岩手県一関市立萩荘小学校ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育ﾓﾃﾞﾙ地域形成事業

釜石市立釜石小学校・ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ授業実施ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

秋田県秋田市立明徳小学校・ｾﾐﾅｰ開催

宮城県仙台市立荒巻小学校

太白小学校

柳生小学校

山形県米沢市立南原中学校

福島県西会津町立西会津中学校

仙台市宮城野区市民協働企画事業H16年

5-H17･3月 ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ塾

角田市商工会H16年

7-8月 ・第 回角田ｷｯｽﾞﾏｰﾄ3

全会津商工会・商工会議所青年部連H16年

合会9-10月

・第4回ｼﾞｭﾆｱ･ｴｺﾉﾐｰ･ｶﾚｯｼﾞ


