
起業体験
プログラム

質問内容
1 今回社長に立候補した理由
2 社長になって大変だったこと・楽しかっ

たこと
3 自分の会社の強み、来場者にひとこと
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Challenge	Based	Learning

CBL と は、 身 近 な
課題を見つけ、その
課題について調査･
分析し、解決策を考
え行動する、課題発

見・課題解決型の学習です。
品川女子学院では、高等部の家庭基礎の
授業で実施しています。CBLでは、調
査・解決策ともに自分たち自身で行動し
てみることを重視しており、生徒たちは
この活動の中でさまざまなchallengeを
します。

Challenge
 Based
 Learning

CBLとは?

▲クラス代表生徒による校内プレゼン

今年度の文化祭では、C棟２〜４階廊下にて、
各グループがこれまでの活動についてまとめた
ポスターの掲示と一部グループのプレゼンテー
ションを行っています。見応えある内容となっ
ていますので、是非ご覧ください!

ポスターセッションについて

▲一昨年度ポスターセッションの様子

CBLは上記4つのプロセスで進めていきます。各クラスでプレゼンテー
ションを実施し、クラス代表に選ばれると学年代表プレゼンテーションに進
み、学年代表を決定。代表班は交流校にてプレゼンテーションを行います。

STEP 1
原因の仮説を
立てて検証し
課題を設定する

STEP 2 STEP 3 STEP 4
見つけた

問題について
深く調べる

解決法を策定し
実行する

解決策の
効果を検証する

1		 品女ならではの起業体験は、社会について学ぶ上
でとても貴重な体験なのでそこに多く携わる社長に
なりたいと思ったからです。

2		 事業計画書などの提出物を早く正確なもので提出
しなくてはならないのでそこが大変でした。みんな
で協力して終わったあとの達成感はすごかったです。

3		 子供から大人まで、無いと生きていけない睡眠。
私たちの会社はみなさんに明日元気な自分になって
もらう為に頑張りました。是非お越しください。

3年A組

㈱ ねるもん。

1		 中等部1、2年生の時に文化祭クラス責任者を務
めさせて頂き、やりがいを感じました。この経験を
活かしたいと思い社長に立候補しました。

2		 みんなの意見を聞き、まとめることです。今年は
クラスの人数が43人となり多く、その分色々な意
見が生まれます。なるべくみんなの意見を反映する
には、どうすれば最善を尽くせるかというのが大変
でした。それでも、販売商品が決まった時は嬉し
かったです。

3		 私たちのクラスは、社員みんなが協力的でアット
ホームな雰囲気です。雨の日の不快さを解決する機
会を提供します！	是非rainy。にお越しください！

3年C組

㈱ rainy。

1		 行事が大好きで、全力でやりたい‼ と思ったら
やはり社長になって頑張ろうと思ったからです！

2		 取締役をはじめとする３Ｂはみんなやる気がある
からこそ意見がぶつかる時もあり、全部いい意見だ
からまとめるのも大変でした。また部活や勉強など
との両立も難しく、常に忙しかったです笑。でもそ
れがなんだかんだ楽しかったです‼

3		 みんなやる気のある自慢の会社です！「非常食か
らぬくもりを届ける」がテーマになっているので是
非是非お越しください！ ご来場お待ちしています！

3年B組

㈱ ひだまり

1		 中学1、2年生で文化祭責任者を経験して学んだ
ことを活かしたいと思い、立候補しました。

2		 初めての起業体験だったため、全員をまとめるの
が大変でしたが、徐々にみんなの心が一つになり達
成感を感じることができました。

3		 私たちは団結力が高く、多くの意見を交換しなが
ら活動してきました！ 身近な涼しさにエコをプラ
スしてみませんか？

3年E組

㈱ ECOOL

1		 先輩方が楽しそうに起業体験に取り組んでいる姿
を見て私もやりたいなと考えておりました。大役で
すが、チャレンジしてみたかったからです！

2		 サポート委員の方々との相談会の際に、色々な物
の見方を学ぶことができて、楽しかったです。貴重
な経験でした。

3		 社員それぞれが違う意見を持っていて、面白いク
ラスです！我が社では様々な癒しを知り、持ち帰る
事ができます！是非お越しください‼

3年D組

㈱ Sunday
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1		 起業に興味があり、品女でしかできない起業体験
でたくさん学んで良い思い出を作って将来に活かし
ていきたいと思ったからです。

2		 みんなの意見を一つにすること、情報共有をする
ことが難しかったです。でも社員みんなが団結して
いると感じるときはとても楽しいです！

3		 私たちの会社は社員が多くみんな個性が溢れてい
ます！ 東京圏に住んでいるからこそ「地方」と繋
がってみませんか？

5年

㈱ 翠葉

1		 みんなをまとめる立場に興味はありながらも今ま
で1度もやったことがなかったのですが、今年から
高校生なので「挑戦してみたい」と思ったからです。

2		 社員全員の意見を取り入れながらまとめていくの
が大変でしたが、努力した分だけ結果につながるこ
とが楽しかったです。

3		 私たちは痴漢被害者の立場に立ち、より良い解決
策を探求し続けてきました！ みなさんも私たちと
一緒に痴漢によって傷つく人を減らすアクションを
起こしませんか？ ぜひ「HearTrain」にお越しく
ださい！

4年

㈱ HearTrain

1		 元々人の前に立ったり、何か発表をしたりするの
が苦手なのですが品女ならではの思い出や経験を作
りたいと思ったからです。

2		 私自身とても頼りないので取締役や社員の子には
沢山迷惑をかけてきましたが、それでも投げ出さず
一生懸命サポートしてくれる事が何よりも嬉しかっ
たです。

3		 私たちの会社は一人一人が自分の意見を持ち、最
後まで粘り続ける強さがあります。私たちと一緒に
フラワーロスを解決しませんか？
是非Flowerescueにお越しください！

4年

㈱ Flowerescue

1		 献血を広めたい！ という気持ちが強く、品女の
文化祭ならやりたい事を形に出来ると思い立候補し
ました！

2		 締切に追われることが大変でした。また、生物部
の部長もしているため、毎日時間が足りませんでし
たが、仲間に恵まれたおかげで楽しかったです！

3		 社員が思った意見をすぐに伝えてくれて、良い方
向に進める点です！	高校生の私たちだからこその
視点で献血への第一歩を支えます！是非、お越しく
ださい！

5年

㈱ Inote

1		 自身の過去の経験を他人にして欲しくないという
思いから、自らが社長となり起業体験を通じて活動
ができればと考え、挑戦してみようと思ったからで
す。

2		 企業の方との交渉など時間がかかる作業が多い上、
すぐ次の作業に移らなくてはならない事が多いため
締切に追われる日々でしたが、一つ一つやりたい事
が形になっていく実感が持ててとても楽しかったで
す！

3		 化粧品関連の販売や展示が中心となっているため、
いろんな方に楽しんでいただけると思います！ ぜひ
お越しください！

5年

㈱ fulfill

1		 ずっと憧れていたからです。昨年広報長を務めた
経験と自分への挑戦も込めて立候補しました。

2		 社員の意欲が凄すぎて困ってます（笑）	率先して
仕事を引き受けてくれたり、積極的に発言してくれ
たりしたので楽しく円滑に進めることができました。
本当に助かりました！ 常に提出物があり、スケ
ジュール管理に苦労しました。部活も勉強も疎かに
したくなかったので本当に大変でした。

3		 社員の個性が豊かで団結力と意欲が人一倍強いで
す！ 是非manashiruにお越しください！

4年

㈱ manashiru

1		 憧れていたことや、自分に似合い充分に魅せるこ
とが出来るマスクを見つけるサポートをしたいと思
い立候補しました。

2		 締切に追われること、社員48名の意見をまとめ
て情報共有をすることが大変でしたが、みんなの意
見が一つにまとまり形になっていく実感があり楽し
かったです！

3		 パーソナルカラー診断を通してお客様に一人一人
に寄り添いながら、自分をより良く魅せることがで
きるマスクを一緒に探します。ぜひFit	Meにお越
しください！

4年

㈱ Fit Me

1		 中等部の頃からずっと文化祭が大好きで社長にな
ろうと思っていたので立候補しました。

2		 文化祭の仕事と勉強の両立が大変でした。やりた
かったことが実現出来ることです。

3		 弊社の強みは理論的な話し合いができることです。
ゴミ問題に対しての行動策を具体的にかつ、楽しめ
る形で提案します！ ぜひA	Öko!にお越しくださ
い！

5年

㈱ A Öko!

1		 去年、部長として取締役の頑張りを近くで見てい
るうちに、企業のために全力で取り組みたいと考え
るようになり、社長に立候補しました。

2		 司会進行の方法を検索したり、OGの先輩方のア
ドバイスを参考にしたりして、毎回の話し合いで結
論が出るように心がけました。

3		 いろいろな意見のいいところを採用しながら作り
上げる展示です。	様々な方法で昆虫食の魅力を紹
介します！ 迷っている方も、ぜひお越しください！

4年

㈱ パクbug

1		 再挑戦！ 昨年度社長を務めた時濃い夏を過ごし
最高な思い出となったため、今年も最高の思い出を
作りたいと思い立候補しました！

2		 会社全体での情報共有！ 私たちの会社は社員50
名超であるため、情報の行き違いが起き、会社全体
での意識の共有を図ることがとても難しかったです。

3		 50人の元気！ やる気！ 活気がつまってる！ 皆
さんが普段気にせず利用している「ファストファッ
ション」。そこにはさまざまな問題が隠れています。
服からサステナブルな社会を作り上げ、未来へ繋が
るサイクルを！ 是非fair-upへお越しください！
待ってまーす‼

4年

㈱ フク＋ブル

1		 品女での最後の文化祭、仲間と全力で取り組み、
達成感を充分に味わえるような青春を創って、終え
たいと思ったからです！

2		 多くの責任が伴う“社長”という役職に就いたこ
とで日々時間に追われ、大変な思いも沢山しました
が、社員や家族にいつも助けられながらやりきった
ことで達成感を味わうことができました！

3		 弊社の社員は各々が自分の得意分野で活躍する精	
鋭集団です！ 皆様も私達品女生が始めた支援の輪
を共に広げていきませんか？

5年

㈱ Piece of Peace

1		 昨年度広報長を経験し支えた文化祭を、違う立場
で支えよう、また昨年度の社長をみて私も挑戦して
みよう！ と思ったからです。

2		 いい意味でまとまりがない（笑）社員の意見をまと
め一つのものに仕上げるのが大変でした。ですが社
員全員に支えられて仲良く楽しくやっています！

3		 超個性的な社員と楽しくさまざまなことにチャレ
ンジしていきます！ ぜひお越しください！

5年

㈱ BEYOND²AYS
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