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取 組 の 概 要 

社会的弱者のニーズに敏感な福祉マインド、社会問題解決の企画力、

起業のための人的ネットワーク形成力・資金調達力、ＩＣＴ及びコ

ミュニケーション能力等から構成される社会起業能力を、基礎－専

門－実践教育からなる教育課程に応用教育「起業プラクティス」を

加えて提供することにより、社会の中で実際に活用できるレベルに

高め、自由な発想で質の高い社会貢献活動を継続的に行える人材を

養成する。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

平成 21 年 12 月～平成 24 年３月の間、取組推進拠点として、「社会起業サポートセン

ター」（ＳＳＣ）を整備し、教員や社会起業フレンズ（社会起業の実務家・研究者な

どで構成されるサポート・ネットワーク）とのミーティングスペースの確保や、学生

への機器備品貸出とともに、専従スタッフ（事務補佐は平成 21 年 12 月より、助教は

平成 22 年４月より平成 24 年３月まで）の常駐により、実践教育及び応用教育を中心

とした教育プログラムのコーディネート及びサポートを効果的に行うことができた。

取組推進の主たる財源は大学改革等推進補助金であるが、平成 23 年度については補

助額の減額に伴い、大学が事業総額 18,474 千円のうち 2,474 千円を負担した。 

(２)取組の実施内容について 

取組に参加した教職員数は狭義では 14 名、広義では約 60 名、社会起業フレンズは

18 団体 20 名、人間福祉学部社会起業学科の学生数（平成 20 年度開設学部のため学

年進行とともに増加）は、平成 21 年度は 158 名、平成 22 年度は 234 名、平成 23 年

度は 312 名であった。 

1)基礎教育 

・平成 21 年度は９名、平成 22 年度は 11 名、平成 23 年度は 19 名の学生が英語短期

留学（３ヶ月間のカナダでの英語研修プログラム）に参加した。留学中は英語の

学習のみならず、各自が社会起業に関する機関を訪問し、視察・ヒアリングを行

った。 

2)専門教育・実践教育 

・平成 22 年度・23 年度ともに、多文化共生論等の授業の枠組みを活用しながら、連

続公開講座として、社会起業家をゲスト・スピーカーとして招聘し、学生に第一

線で活躍する社会起業家の話を直接聞く機会を提供した。  
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・平成 21 年度より「国内・海外インターンシップ」及び「海外フィールドワーク」

（いずれも平成 22 年度より開講）の実施先開拓を行った。平成 21 及び 22 年度秋

学期には「インターンシップ演習」「海外インターンシップ演習」を開講し、この

演習受講学生のうち、平成 22 年度は国内インターンシップに 13 名、海外インター

ンシップに８名が参加した。平成 23 年度は国内インターンシップに３名、海外イ

ンターンシップに７名が参加した。また、平成 22 及び 23 年度春学期には、海外フ

ィールドワークの事前学習授業（演習）を開催した。この演習受講学生のうち、平

成 22 年度は９名、平成 23 年度は 14 名がカンボジアへのフィールドワークに参加

した。 

3)応用教育 

・平成 22 年２月～３月に、起業プラクティスの核の一つである実験店舗の開店準備

を行い、平成 22 年４月～平成 24 年１月に、学生の自主運営により『フェアトレー

ドショップＣＯＣＯＣＨＩ』の営業を行った。 

・平成 22 年度より、学生による社会貢献事業のためのプロジェクト・チームに関し、

ＳＳＣが活動内容を精査の上、本取組の趣旨に合致するものを「起業プラクティス」

の活動として選定し、各チームに担当の専任教員及びプロジェクトアドバイザーを

配属した。学生の参加実績は、平成 22 年度は、春学期 14 プロジェクト 87 名、秋

学期 12 プロジェクト 79 名、平成 23 年度は通年で 13 プロジェクト 101 名。 

4)評価指標開発 

・ＳＳＣと社会起業フレンズから選任されたメンバーで構成される「社会起業教育プ

ログラム評価委員会」のもとに開催された「社会起業能力評価指標開発研究会」に

おいて、教育効果評価とプロジェクト成果評価の指標の作成を進めた。具体的には

平成 21 年度に３カ年の研究会の運営計画を立て、平成 22 年度に「教育効果評価」

の評価指標の項目化案を作成するためのデータ収集や先行研究・実践事例の検討を

行い、「社会起業能力評価表」の項目試案を作成した。平成 23 年度には、前出の案

を完成させた。また、プロジェクト評価についても、参加型評価で行う方法論を開

発した。 

(３)社会への情報提供活動について 

本取組の内容・経過・成果及び教育プログラムの成果としての社会貢献活動を社会に

対して発信する手段として、平成 21 年度にホームページを立ち上げた。また、学生

－ＳＳＣ－社会起業フレンズ間のコミュニケーションの円滑化や起業プラクティス

における学生の活動支援のネットワークの強化や情報交換の手段として、ＳＮＳ及び

ブログを立ち上げ、ホームページとリンクさせた。これらの効果もあり、起業プラク

ティス、講演会、社会起業フォーラム等の内容や実施に至った経緯や実績が高く評価

され、メディア等でも頻繁に取り上げられた。例えば、取組期間中 14 回にわたり本

取組に係る記事が新聞に掲載された。 

 また、起業プラクティスを中心とする社会起業活動・社会貢献活動は、学内外のビ

ジネスプランコンテストや社会貢献活動コンテストに出場することにより、その活動

内容を社会に発信するのみならず、優秀な成績を修めている。具体的には、取組期間

中５度の受賞があった。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

1)社会起業能力の向上 

・「英語短期留学」の実施により、国際的な社会貢献活動に不可欠な英語コミュニケ

ーション能力及び異文化理解・適応能力を高めることができた。留学後の TOEIC ス

コアは、平均で留学前より約 140 点上がった。 

・低年次より世界各地で第一線で活躍する社会起業家の話を直接聞くことにより、社

会起業・社会貢献活動への動機付けを行うことができた。また、直接のディスカッ

ションを通じて、自分達が考えるプランがグローバルスタンダードでどのように評

価されるかを考えるきっかけとなり、プランの深化につながった。 

・国内外のフィールドワークやインターンシップを通して教室の中だけでは学べない

社会問題の現実に直面し、それを解決するための社会起業の組織運営の方法やファ

ンドレイジングの方法などを身につけることができた。 

・起業プラクティスにおけるプロジェクト運営や、社会起業フォーラムの企画・運営

に関する助言を通して、多角的な視点で事象を捉えることが可能となり、企画立案

力・実行力等の社会起業能力を状況に応じて活用する力が飛躍的に高まった。例え

ば、実験店舗運営では、販促から経理に至るまで様々な課題を解決していく中で、

授業で学んだ専門知識を「実社会で実際に使える」レベルまで高めることができた。

・学生のプロジェクト及び本取組全体の効果の評価指標を完成した。その指標を今後

の学科の教育に活用するとともに、「応用教育プログラムの評価モデル」として社

会に還元することができた。 

2)教育内容の質保証の強化 

本取組の効果と実績に鑑み、平成 24 年度よりカリキュラムを改正した。具体的には、

従来正課外プログラムとして実施してきた「起業プラクティス」を、正課科目「社会

起業プラクティス」に、「土曜講座」など正課外国内フィールドワークを、正課科目

「社会起業フィールドワーク（国内）」とした。「社会起業インターンシップ（海外）」

では、実施国を増やし、学生が選択の幅を増やした。また、社会起業に不可欠なビジ

ネス・経営・法務系の科目を新設したり各科目の履修基準年度も見直した。 

3)取組の成果 

・国内フィールドワークは、平成 22 年度は 62 名、平成 23 年度は 31 名が参加した。

・海外フィールドワークは、平成 22 年度は９名、平成 23 年度は 14 名が参加した。

・インターンシップは、平成 22 年度は国内に 13 名、海外に８名が参加した。平成

23 年度は国内に３名、海外に７名が参加した。 

・起業プラクティスは、平成 22 年度春学期は 14 プロジェクト 87 名、秋学期は 12

プロジェクト 79 名、平成 23 年度は通年で 13 プロジェクト 101 名の学生が参加し

た。 

4)本取組の活動が新聞に平成 21 年度は６件、平成 22 年度は５件、平成 23 年は３件

掲載された。 

5)コンテストにおいて、平成 21 年度に１件、平成 22 年度は１件、平成 23 年度は３

件の受賞があった。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

・ＳＳＣと社会起業フレンズから選任されたメンバーで構成される「社会起業教育プ

ログラム評価委員会（ＳＥＥＰＡＣ）が「社会起業能力指標開発委員会」を開催し、

「教育効果評価」「プロジェクト評価」「教育事業評価」の３つの観点から評価シス

テム構築を試みた。最終的に「社会起業能力評価表」を完成した。 

・自己評価及び学生を対象としたフォーカス・グループ・インタビューの結果を、平

成 24 年から開始する新カリキュラムに反映させた。例えば、起業の際求められる

税務・会計、財務、法務、マネジメント等ビジネスの視点にたった教育の強化が必

要との結論に達したので、カリキュラム改正により、「社会起業と会計・税務」「社

会起業と法律」といった科目を新たに開講した。海外におけるインターンシップに

ついては、実施国を限定しないこととした。また、第三者評価を受けた際、「起業

プラクティス」(正課外プログラム)と学生が実際に履修している授業科目との相関

性がわかりづらく、教育プログラムとしての体系化が必要であるとの指摘を受け、

「社会起業プラクティス」(正課科目)として、カリキュラムに組み込んだ。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

・人間福祉学部社会起業学科は平成 20 年度開設であったため、平成 23 年度まではカ

リキュラムを変更することができなかったが、この３年間（実質２年半）の取組の

実績や課題を踏まえ、平成 24 年度よりカリキュラムを大幅に改正した。具体的に

は、取組期間中正課外活動として実施してきたプログラムを正課の授業科目として

単位認定する仕組みを作った。同時に履修基準年度の見直しや、分野的にバランス

のとれた授業科目の配置を行った。 

・「社会起業プラクティス」（取組期間中は「起業プラクティス」）の実施（開講）に

は、社会起業フレンズ（実務家・実践家）の指導は不可欠である。よって当初計画

通り、平成 24 年度以降、社会起業フレンズを非常勤講師として任用し、取組期間

同様学生への指導・助言に当たらせる。このことにより教育の質の確保と同時にス

タッフ雇用に係る財源の確保が可能となる。 

・社会起業サポートセンターは取組期間終了とともに閉室し、専従スタッフがいなく

なったが、当初の計画通り取組内容の多くが正課科目に取り込まれたため、学部の

授業科目として、専任教員とともに、人間福祉学部実践教育支援室及びそこに所属

する人間福祉実習助手が、学生の指導にあたる。また、取組期間中に得た教材・資

料及び機器備品についても実践教育支援室により実践教育・応用教育で管理・活用

される。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本取組は、基礎－専門－実践教育<正課科目>にサービスラーニングを超えた応用教

育「起業プラクティス」<正課外科目>を加え、社会起業能力を高めるとともに、教

育プログラムを通して実際に社会貢献するものである。 

学生は、基礎－専門教育の段階において、基本的な知識や技術について学ぶ。そ

の中には異文化におけるコミュニケーション力や言語(英語)能力の強化が含まれ、

「英語短期留学」には、平成 21 年度は９名、平成 22 年度は 11 名、平成 23 年度は

19 名の学生が参加した。また、海外フィールドワーク（実施国：カンボジア）には、

平成 22 年度は９名、平成 23 年は 14 名が参加した。 

実践教育の段階では、インターンシップや起業演習（起業プランの作成）におい

て、実際に学んだ知識や技術を体験することによって、それを自由に使える能力に

近づけることを試みる。平成 22 年度は国内インターンシップに 13 名、海外インタ

ーンシップに８名が参加した。平成 23 年度は国内インターンシップに３名、海外

インターンシップに７名が参加した。 

しかし、社会の中で知識や技術を最大限に駆使して社会起業・社会貢献事業を行

うためには、プランの作成だけや、与えられた条件や期間の中で活動するだけでは

不十分である。そこで、「起業プラクティス」において、独自のプロジェクトを企

画・立案し、実社会で運営し、評価を通じて改善し継続性を持たせることによって、

真の意味で専門知識・技術を「使える知識・能力」へと高める。この「起業プラク

ティス」において、平成 22 年度春学期は 14 プロジェクト・87 名、秋学期は 12 プ

ロジェクト・79 名、平成 23 年度は通年で 13 プロジェクト・101 名の学生が様々な

活動に取り組んだ。 

 そして、本取組の中で実施した社会起業プログラム評価委員会が開発した「社会起

業能力評価表」や自己評価、学生を対象としたフォーカス・グループ・インタビュー

の結果を取り入れながら、「社会起業プラクティス」（旧：起業プラクティス）を正課

科目として単位化することを核に、大幅なカリキュラム改革を行い、平成 24 年度か

ら導入することとなった。取組の成果としてのカリキュラムフローは下図のとおりで

ある。 
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