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未来をつくる、ジブンがつくる。

いま鳥取県江府町をはじめ、日本の各地において人口減
少の時代に突入しています。人口増加が当たり前だった
これまでと違い、限られた資源の中で考えなくてはならな
い時代。これまでの常識が通用しなくなる時代。誰も経験
したことのないそんな時代において、私たちに必要な力
こそが「アントレプレナーシップ」です。

「アントレプレナーシップ」という言葉から、会社をつくる
（起業する）というイメージをもつ人も少なくありません。し
かしながら、広義には起業することに限らず、「限られた資
源や、これまでの常識を乗り越え、チャンスをつかむ力」と
いえます。

アントレプレナーシップ・スクール、通称「アントレスクー
ル」は、地元を舞台に、限られた資源やこれまでの常識を
乗り越え、イノベーション（＝未来をつくるアイデアを出す
こと）に挑戦する学校です。

2019年、江府中学校の3年生を対象にアントレスクール
が開校されました。江府町の中学生らは、地元のどのよう
な未来をつくるアイデアを考え、成長したのか。プログラ
ムを通じて身に付けたアントレプレナーシップによって、
地域の未来が切り拓かれることが期待されます。



PROGRAM

本プログラムでは、以下の3つのテーマに分かれてアイデア創造に取り組みました。

プログラム概要

5限目 ： テーマの探究から「起こしたい
（人々の価値観・行動・習慣）の変化」
「アイデア」を考えることに挑んだ。
6限目 ： メンターとのメンタリングによ
り、起こしたい変化・アイデアを深めなが
ら、アイデアの「評価」も学習した。

3限目 ： イメージをつかんだところで、
未来をつくるアイデアを出すための「手
順」を他地域のアイデアを事例に学習。
4限目 ： 町内の魅力や課題を探究し、テ
ーマである江府町の「まち」「ひと」「しご
と」についての理解を深めた。

1限目 ： プログラムの説明、メンターの
自己紹介のあと、ワークショップ時に守
るべき「原則」をワークを通して学習。
2限目 ： 未来をつくるアイデアのイメー
ジをつかむために、他地域のアイデアを
スキット（寸劇）で表現した。

5限目 ： 成果発表会では、シート・スキッ
トを活用しながら、テーマにおける未来
をつくるアイデアを全体に発表した。
6限目 ： メンターからのアドバイスを受
け、中学生議会に向けて磨き上げること
をまとめて、ワークショップを終えた。

3限目 ： 聞き手に伝わる内容・表現にな
っているか、再びメンタリングを受けな
がら、アイデアを磨き上げた。
4限目 ： すべてのシートを完成させ、発
表の練習をするなど、成果発表会に向
けての準備を行った。

1限目 ： 成果発表会でのプレゼン形式
の説明を受け、そのプレゼンに向けて良
いプレゼンとはどういうものかを探究。
2限目 ： アイデアによる変化の場面のス
キットを作成。対象者を演じ、つくりたい
未来がイメージできるかを確認した。

「江府町のまち・ひと・しごとの未来をつくるアイデアを考えよ」

メンタリング①イントロ 事例探究①
（変化の場面）

事例探究②
（アイデア発想）

テーマ探究 起こしたい変化
アイデア

DAY
1

限目 限目 限目 限目 限目 限目2 3 4 5 6１

DAY
2

限目 限目 限目 限目 限目 限目2 3 4 5 6１
事例探究③
（プレゼン）

変化の場面 メンタリング② 発表練習 成果発表会 ふりかえり

まち 

*だれか＝町外の人

しごと 

*だれか＝町内・町外の人

ひと 

*だれか＝町内の人

だれかがまちに来たくなる
アイデアを考えよ

だれかがまちで安心して暮らせる
アイデアを考えよ

だれかがまちのなにかにお金を
使いたくなるアイデアを考えよ

テーマ 2 テーマ 3テーマ 1

事前学習 中学生議会ワークショップ町内フィールドワーク

8月7月 11月9月7/16
夏休み

8/27・28 11/20

文化祭
（プレ発表）

11/2

江府町の「まち」「ひと」「しごと」のそれぞれのテーマでチームに分かれ、事前学習を行い、夏休み中に町内
で各自がテーマに関わるフィールドワークを実施。8月に開催された2日間のワークショップは総合的な学
習の時間（計12コマ）で実施しました。

ワークショップの流れ
8/27・28

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
成
果
物
・
教
育
効
果
は
こ
ち
ら
か
ら
！

THEME
テーマ



 つくりたい未来  アイデアの概要アイコンの説明IDEA
未来をつくるアイデア

enjoy!!!
田舎体験大作戦
by team アイデアメーカーズ

　 これからは、町内の人々が地元のエミーズカフェで
人付き合いの幅を広げている未来

　 これからは、町外の人々が江府町の生活を楽しめ
ている未来

　 観光客に対して、空き家を活用した田舎体験プログ
ラムを提供する。プログラムを通じて、観光だけでは触
れることが難しい、江府町におけるリアルな生活に触
れてもらい、移住などの検討につなげる。

ブルーベリーベリー
BIGマウンテンパフェ
by team 我らenjoy friends!

　 これからは、町外の人々が江府町のブルーベリーの
商品を買っている未来

　 江府町には特産品であるブルーベリーの商品が数
多くある。それらの商品をふんだんに使った巨大パフ
ェを道の駅で個数限定で提供し、PRすることで、お土
産として買ってもらう。

　 町内の空き家を改装したイノシシ料理専門店「イノ
シシ堂」。そこで、江府町で獲れたイノシシと、江府町産
のお米や野菜を使ったジビエカレーを観光客に提供
する。

イノシシカレー

by team CIRCLE

観光客 × 町民
ふれあい大作戦

　 これからは、町外の人々が町民と深く交流できてい
る未来

　 古民家を改装した観光客と町民が交流できる飲食
店兼宿をつくる。観光客にとっては町民と深く交流でき
る数少ない場であり、町民にとっても町外の人と楽しく
交流できるWin-winの場。

by team ダイヤモンドスマイル

　 町民にとってあまり馴染みがなかった地元の福祉
施設内のカフェ「エミーズカフェ」。そのカフェのパン職
人が、地域の人々の人付き合いの幅を広げる場を目的
としたパン作り教室を開催する。

　厳選された江府町のお米が数種類その場で食べ比
べられ、購入もできるイベントを開催する。イベントの参
加者には、自分のイチオシの江府町のお米をみつけて
もらい、そのファンになってもらう。

江府のお米
セレクトプロジェクト

　これからは、町内外の人々が江府町のお米のイチ
オシをもっている未来

by team すまいるメーカー

01 まち

0２ まち

03 まち

パン作りで交流を

by team ベリーベリーフレンズ

04 ひと

05 ひと

0６ しごと

　 これからは、町外の人々が江府町の自然を食べる
ことを目的に観光にきている未来

1. 発表したアイデアで
　 まちの未来はつくれる

2. 発表したアイデアに
　 ワクワクする

3. 発表したアイデアを
　 実現させることに挑みたい

チームのアイデアについて

32% 27% 

41% 
36% 

14% 

50% 

41% 

9% 

41% 
9% 

非常にそう思う 

そう思う 

どちらともいえない

そう思わない 

全くそう思わない 

プログラム終了後、それぞれ
のチームが考えたアイデアに
ついて聞きました。
回答率：100% (22名/22名)



未来をつくるアイデアを出すことは大切だ

未来をつくるアイデアを出すことが好きだ

未来をつくるアイデアを出すことに自信がある

1-1

1-2

1-3

未来をつくるアイデアを出すことは、
学ぶことで上達できる

1-4

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後
未来をつくるアイデアを出すことに、
日々挑戦したい

1-5

非常にそう思う そう思う どちらともいえない そう思わない 全くそう思わない

回答率：95% (21名/22名)

Q. あなたにとってアントレスクールとは
A. 私にとってアントレスクールとは、
江府町がもっと好きになったきっかけ
です。その理由は、アントレスクールで
江府町について知り、考えていくたび
に江府町はとてもすごいところだと感
じ、誇りに思ったからです。（3年 女子）

A. 僕にとってアントレスクールとは、
アイデアを出すことを楽しむ、です。そ
の理由は、アイデアをたくさん出して楽
しめたからです。（3年 男子）

A. 私にとってアントレスクールとは、
新しいことを知れる場所です。その理
由は、江府町についての私の知らなか
ったことや、仲間から出される新しい
アイデアを知ることができたからです。
（3年 女子）

Q. アントレスクールを受ける前後でど
のような変化がありましたか？
A. 私がアントレスクールを通して学ん
だことは、考え、発見することはとても
楽しいということです。アントレスクー
ルをする前は自分でアイデアを出す

地元の未来をつくるためにアイデアを出したい

地元が好きだ

将来（社会人になって）地元に住みたい

+48%

+76%

+52%

2-3

2-4

2-5

+86%

+57%

地元の魅力的な大人とつながっている2-2

地元の魅力をみつけられる2-1 +81%

+62%

+62%

+52%

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後
+10%
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EDUCATIONAL EFFECT
教育効果

1. 未来をつくるアイデアについて

2. 地元（地域）について

プログラム終了後のアンケートでは、プログラム前後での意識の変化に
ついて調査。各項目は受講前後を並べて示しています。また、プログラム
前後の「非常にそう思う・そう思う」と答えた人の割合の増加をグラフ右
に（+○○%）で表しています。

なんて難しいし、私にはできないと思
っていました。ですがアントレスクール
をしていくうちに、地元なのに知らなか
ったことを知ったり、町外の人に江府
町を知ってもらうにはどうしたらいい
のだろうかと、視点を変えて考えてみ
たりしていると、だんだんと自分にもで
きるのではないかと自信がついてきま
した。また自分が考えたアイデアを班
のみんなで話し合い意見を交換する
ことも、新しい発見が次々とあがって
きてとても楽しかったです。（3年 女子）

?

10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000 [%]



OUTPUT / 中学生議会

一般社団法人 i.club
i.club（アイクラブ）は、「だれもが未来をつくるアイデアを出せる世の中へ」に向けて、中学生・高校生が未来をつく
るアイデアを出すことに挑む教育プログラム（イノベーション教育）を提供しています。現在、全国で学校・地域に合
わせた教育プログラムを開発・提供。また、教育プログラムから生まれたアイデアの実現化のプロデュースも行って
います。  http://innovationclub.jp/

アントレプレナーシップ・スクール＠江府町 2019
実施日 ： 2019年8月27日-28日 （ワークショップ）、2019年11月2日 （文化祭）、2019年11月20日 （中学生議会）　
参加者 ： 江府町立江府中学校 第3学年 22名
メンター ： 遠藤 絵美 （江府町役場 総務課）、 中川 敦紀 （江府町役場 建設課）、 藤原 奏 （江府町教育委員会）、
小川 悠、 神田 大樹、 岡村 麻美 （一般社団法人i.club）、 野地 裕太 （The University of Minnesota）、
コーディネート ： 山本 育朗 （江府町教育委員会）
主催 ： 江府町　プログラム開発・提供 ： 一般社団法人 i.club

鳥取県江府町アントレプレナーシップ教育事業 2019年度 プログラム・レポート

DATA / プログラム・データ

2020年1月 作成 ： 一般社団法人i.club

MEDIA / メディア掲載

日本海テレビ  19.08.12 
日本海新聞  19.08.12

山陰中央新報  19.08.14
日本海新聞  19.09.04

山陰中央新報  19.09.04
日本海新聞  19.12.06

VOICE / プログラムを終えて

２日間のワークショップ、文化祭でのプ
レ発表を経て、最終ゴールの中学生議
会では堂々と提案や再質問をする生徒
の姿に、大きな成長と可能性を感じま
した。事前課題として、夏休み中に地域
の方から直にお話を聞いたことで、町
民の方の思いや町の課題を身近に感
じ、「自分ごと」として捉え考えることが
できたのもその理由の一つだと考えま
す。
次年度もこの取組をさらに充実させて
いくことで、ふるさと江府町に愛着を持
ち、未来を担う人材を育成していきた
いと思います。

江府中学校 
竹内 貴美 校長

江府町 
白石 祐治 町長

食べ物の話と、空き家の活用の話が多
かった気がしました。それだけ身近で、
何とかしたいという思いが強かったの
かなと思います。
また、地元のものを使うこと、地元の人
と町外の人との交流、実現に向けての
意気込みなど、生徒たちの思いがしっ
かりと伝わってきました。具体的に内容
がイメージできるので、町内の関係者と
つなげることで実現可能性も高まりま
す。せっかくのアイデアです。町として前
向きに検討して、一つでも実現できるよ
う努めたいと思います。

江府町では、ワークショップを通じて各チー
ムが考えた江府町の「まち」「ひと」「しごと」
の未来をつくるアイデアを、模擬議会（中学
生議会）で発表しました。議会と同じ議場と
いう場に加え、町長や議長をはじめ、議会と
同じ顔ぶれが揃う中での発表は、ワークショ
ップにおける成果発表会とはまた異なる雰
囲気となりました。
各チームの代表生徒が提案を行った後に、
そのチーム全員で行うスキットを入れるとい
う中学生議会ならではの部分も。ただし、生
徒の質問（提案）に対しては、町長が答弁をし、
さらにその答弁に対しての再質問を、別室で
のメンターとの作戦会議で考えた後に行うと
いった本格的な部分も残しています。各提案
に対して、真剣に答弁する町長と耳を傾ける
大人たちの姿は、中学生議会に参加した中
学生らにとって、江府町の未来への期待につ
ながったのではないでしょうか。

昨年度のアントレスクールの修了生
が考えた、江府町の魅力である奥大
山の水を使った「奥大山天然かき氷」。
高校に進学後も、課外活動としてミー

ティングやアイデアの試作を重ね、商
品としてテスト販売を道の駅にて実施。
自分たちが考えたアイデアを実際に
形にする苦労や喜びを味わいました。

TOPIC / 修了生がアイデアの実現化に挑みました！

◀テスト販売の様子。
江府町では、アントレス
クール修了後も、こうし
たアイデアを実現化さ
せるサポートをしていき
ます。


