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杉山 歩（以下杉山） ぼくたちがプロ

グラムでやりたいこと、ＶＵＣＡ時代

を自由に生き抜くスキルと自活力とは、

ある意味一緒な気もするんですね。こ

れからどういった教育プログラムを作

っていったらいいのか、一つは学生向

け、一つは社会人向けに学びを提供す

る。特に社会変革を求める層に対して

も教育プログラムをつくっていきたい

と思ってはいるんですが、小川さん、教

育で社会変革に貢献できることはある

んでしょうか。 

小川 晋平（以下、小川） プログラム

というのは社会での実践でもあるけど、

実践の前でも

あると考えた

ら、失敗できる

場として使え

たら有意義じ

ゃないかと思

います。たとえば、本当にその事業、プ

ロジェクトで失敗したら損失が出る、

下手をしたら会社がなくなってしまう

事態と考えると、失敗ができるという

プログラムなら意味があるのかな、と。 

杉山 すごく良いお話、ありがとうご

ざいます。ＣＯＣ＋のサブコーディネ

ーターをしていた時に教育プログラム

の視察でデンマークに行き、１回社会

経験を積んだ人たちに実践的な学びを

提供するスクールを視察しました。そ

こでは絶対に失敗するプログラムを学

ばせる。なぜ失敗したか、を学ぶ。失敗

から学ぶことはたくさんあると思う。

学生に失敗させるのも一つの学びのポ

イントかなと思いました。実際、柳ヶ瀬

でもなにか失敗はあったのですか。 

大前 何をもって失敗というか、難し

いところもあるんですが、定期マーケ

ットをやる前に単発のイベントをたく

さんやっていて、イベントってすごい

達成感があって盛り上がるのですが、

持続する仕組みが伴わない。２回目は

無理やりやっても３回目は断られる。

そういうのがいくつかある。持続する

やり方をつくろうというところにたど

り着いた。 

杉山 持続性ってすごい問題になるじ

ゃないですか。持続性にとって何が一

番のポイントなのでしょうか。 

 

大前 お金は

やはり大事な

ポイントだっ

たのですが、

お金が回るからといっていい形で継続

するわけではなくて、お金とマインド

のバランスじゃないですかね。お金が

あっても続かないとか、マインドがあ

ってもお金がないと続かない。お金と

マインドの両立、バランスですかね。 

杉山 小川さんに広島の例を詳しく聞

きたいのですが。続かなかったのはど

ういった点でしょう。 

小川 続かなかった理由は明確で、自

分事（じぶんごと）になる重要性ですね。

広島の家具のメーカーさんが助成金を

使い切るまでの期間はがんばる、とい

うことで、自分事としてちゃんとやっ

てなかった。助成金がなくても、産業を

振興したい、身銭を切ってでもやっぱ

り、この街で生まれ育って働く、この街

の子どもたちのことを本当に思ってい

たら、もっともっとちゃんとやったん

では、と思います。 

杉山 柳ヶ瀬の活動では関わりを持っ

てやっている学生さんはいるんですか。 

大前 学生の関わり方を模索していて、

もうちょっと長期的に学生が関わる入

口をつくって運営だけでない街の何か

への、関わり方を考えています。学校が

中心市街地から離れてしまっていて、

ぼくらも一緒に活動している岐阜大の

先生が街の中に新しい場所をつくろう

ということをしています。 

杉山 どうやって学生を街に出すのか。

体験学習など外へ出すプログラムをた

くさんつくっていますが、学生のモチ

ベーションをどうつくっていますか。 

大前 専門領域でいろいろあるのでは。

私が非常勤講師をしている建築系の学

生なんかは、割とはっきりしていて、形

になるものとか、アイデアを出したり、

とか自分の学びの領域に直結するもの

は、割と積極的だったり、地域系という

か手作り系の学生は、お店に直接コン

タクトをとりにいったりとか、より街

の中に近いところにいくほど乗ってく

るとか。その子の目指しているものに

よって幅があって、なかなか一様にこ

うだよとは言いにくいところがありま

すね。 

杉山 青木さん、学生との繋がりは。 

青木  杉山先

生が学生を飲

みにつれてい

ってくれて、ざ

っくばらんに

話す機会をつくってくれるのをよく見

かけています。飲みの場とか食事をす

る場でざっくばらんたわいもない話が

できて、こんな生き方をしている社会

人がいるんだ、とか学生の時に知った

ら、その学生にとっていいじゃないで

すか。 

杉山 学生教育と社会の関わり方って

いうのを、どういう教育プログラムを、

これから社会に出る学生たちに対して

大学はやるべきなのか。ぼくたちたち

は、COC＋で企業と学生が今年度も２５

個くらいのプロジェクトをやっていて、

来年度も４月から新しく２５個くらい

やろうとしています。今回は、学生と社

会人を一緒に学ばせようと思います。

今はどちらかというと、学生が社会に

学びに出ていますが、今度は社会人と

学生を一緒に学びをさせたいな、と思

っています。こんな学びをしたらいい

ってものがありますか。 

 

大前 社会に出てどんな仕事もそうな

んでしょうが、必要になってくるスキ

ルというのは変わってくると思うので

す。たとえば君は来月から海外に行っ

てくれと言われたら、まず語学が必要

で、その街のことを勉強したりするこ

とが必要で、学びというのは自分が表

現する中で何が必要となってくるとい

うことでは。 

小川 洋菓子のブランディングの仕事

が多いのですが、商品開発から関わら

せてもらっていて、パティシエさんと



の会話が非常に多い。お菓子の知識が

いるんですよ。そう意味で洋菓子学校

に行きたいとは思いませんが、洋菓子

の勉強はしたいです。 

大前 あらゆることに手を出し始めて

いて、例えばお店のデザインとかを考

えていくと、つくる人とコミュニケー

ションとったり、コンテンツのコアに

迫ったりするとかするんじゃないです

か。そうなったら自分でやったらいい

んじゃないか、と。その道の専門、プロ

フェッショナルの領域だから手を出し

たらいけない、みたいな先入観もあっ

たりするんですが、いやそうじゃない、

とにかくやってみたらいいんじゃない

か、と思ったりしたりします。 

小川 杉山さんに返したいのですが、

今、大前さんがおっしゃったように自

分でやる、というけど、実際には資金も

場所も、お金も時間も経験もいるわけ

ですし、学生や若い社会人の方に、じゃ

やってみようか、と思う方もたくさん

いるんですか。 

杉山  ぼく

らの頃に比

べたら増え

ているのは

間違いない。

今は先が読めないＶＵＣＡ時代で、大

企業に入ってもどうなるかわからない

ってこともあるので、割と学生たちに

新しいことにチャレンジしやすいマイ

ンドセットは多い気がする。でもやっ

ぱり、安定志向もいますし、いろいろい

ていいと思う。本来、学びの場というの

は、失敗しないように、そのために訓練

したり、知識をつけたりする機関です。

最初に言っていた失敗してもいいよう

な状況をつくれるか、というのは教育

のしがいがあると思いますね。最近、僕

はいろんなところでティール組織とい

うこと話をしている。従来の軍隊型で

はなく、成功している組織体はみんな

ティールであって、学生たちも求めて

いるのはティールとか家族的なもので

あって、軍隊的なところに入りたくな

い、という学生が増えている。学校の失

敗しないところだけじゃない教育にも

つながっていくと思う。この本、「ティ

ール組織－マネジメントの常識を覆す

次世代型組織の出現－次の組織モデル

はこれだ」。一番下がレッドで「オオカ

ミの群れ 力による支配」、アンバー

「軍隊 長期的展望 厳格な階級に基

づくヒエラルキー」、オレンジ「機械 

イノベーション、科学的マネジメント、

社長と従業員のヒエラルキー」、この下

の３つが、大前さんが言っていた学校

というところは失敗できないもの、と

いうのはこういう組織でうまくいく人

材ということでしょう。でもＶＵＣＡ

時代の今は、こういう組織がうまくい

っていない時代になっていて、に成功

しているのは上の２つのグリーンとテ

ィールで、グリーンは「家族 多様性の

尊重、ヒエラルキーは残すものの従業

員の呼称をメンバー、キャストへ」、テ

ィールは「生命体 信頼で結び付いて

いる、指示命令系統はなくて良い」。今、

たぶん成功しているのはティールに基

づいた組織と言われています。 

 
 

たぶんＶＵＣＡ時代というのは、こ

ういうフレキシビリティが必要なんだ

と思う。ぼくは今、３つのＴで山梨県を

捉え直したい。科学技術の利用と価値

共創という「クリエイティブ資本論」と

いうことで、リチャード・フロリダ先生

が都市の創造性、発展する都市はどう

いう都市なのか、この３つのＴがある

都市。柳ヶ瀬がどうなのか、京都はどう

なのか、寛容さがないという話もあり

ましたが、３つのＴとは 

「Talent」の“T” ” 人材 

「Technology」の“T” 技術 

「Tolerance」の“T” 寛容性 

実は「Talent」というのは、メーカー

ズムーブメントによって地方に面白い

人 が 流 れ て き て い ま す 。 次 は

「Tolerance」、寛容さですが、共存にと

って一番重要ということで多様性、Ｌ

ＧＢＴに限らず多様性がある土地は大

切です。最後の「Technology」ですが、

大学に限らず、地方のテクノロジーは

企業や各分野の専門家がたくさん持っ

ているので大学が地方にとって特に重

要とも思わないのですが、この３つの

Ｔを山梨や柳ヶ瀬、京都でどう実現す

るか。「Talent」については地方にいっ

ぱい流れてきている。たまたま今日来

ていただいた３人が２０１０年代に都

心から地方に流れた。今、地方がフィー

ルドとしてすごく面白い時代になって

いる。どうやって大学が社会と、面白い

社会人と、きょうの３人みたいな人と

つながっていけばいいのか。 

大前 いろんな属性の人が混ざり合う

ところがどんどん減ってきている。だ

からこそ、何かの変化とかが大事にな

ってきている。人がフラットに出会え

る場が街の中にできればいいな、と思

う。 

杉山 いろんな人たちと会わせるとい

うのは今回のプログラムのひとつのテ

ーマです。もう一つは大学にいろんな

社会人が講師じゃなくても来られるこ

とが大切なのかな。小川さんからみて

学生たちがどうやって社会人と会うの

がいいのでしょうか。 

小川 パッケージにすると知りたいこ

とが、きれいに整ってしまうのでは。リ

アルを知るということが若い人や学生

に重要ではないか。それにはゼミでは

なくて食事に行った時のほうが素が出

る、とか。互いに本音で話せたり事実を

語ったりすることができます。 

杉山 これまで話してきたことで失敗

する経験が大切、つくりこまないこと

も大切だということに共感しました。

最後に、青木さんに、どのようなプログ

ラムにしてどんなことを伝えたいと思

いますか。 

青木 特に山梨は中小企業が非常に多

いこともあって、企業が何をしている

のか、学生たちはまったくわからない

で悩んでいます。企業側も人材が足り

ないと悩んでいます。実際に企業に行

って体験できるプログラムがあったら

いいな、と思います。 

杉山 伝えるだけでなく、なにか学生

と本音で語りあう場が必要と思います。

そういうことをしないと社会変革につ

ながるような場にはつながらないと思

います。これをご縁に、きょうの皆さん

には、これからもプログラムへのアド

バイスをいただけたら、と思います。き

ょうはありがとうございました。 

 

 

左から杉山歩、青木はるひ氏、小川晋

平氏、大前貴裕氏 

 


