
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに

 

全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

「売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！」。

肢！？ネットを活用した趣味起業活用術

    

あなたは学生時代、進路に悩まれたことはありませんか？学校を卒業した後の選択肢とし

て、一般的には就職するか、あるいはさらに勉学の道に進むか、はたまた家業を継ぐか

には少数派ながら起業の道を選ぶ、といった

これからその「選択」の時がやって

 

「趣味起業」という新しい選択肢

    

以前、私があるビジネスセミナーに参加したときのことです。セミナー後の懇親会の席で隣

に座られたのが某高等学校の先生だったのです。

「学校の先生がビジネスセミナーとは珍しいですね」とお聞きすると「はい、見聞を広げなけ

ればと実感した出来事がありまして」と

 

具体的には

したい」と言った女子生徒に対して「アパレルはしんどいぞ」と答えてしまったことがあるのだそ

うです。ここで明確に言えるのは、先生も生徒もアパレルの仕事は未体

んどい」に根拠はないということ。完全なイメージの世界です。さらに、先生も生徒も頭の中に

は「アパレルの仕事
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はじめに 

全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

「売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！」。

肢！？ネットを活用した趣味起業活用術

あなたは学生時代、進路に悩まれたことはありませんか？学校を卒業した後の選択肢とし

て、一般的には就職するか、あるいはさらに勉学の道に進むか、はたまた家業を継ぐか

には少数派ながら起業の道を選ぶ、といった

これからその「選択」の時がやって

「趣味起業」という新しい選択肢

以前、私があるビジネスセミナーに参加したときのことです。セミナー後の懇親会の席で隣

に座られたのが某高等学校の先生だったのです。

「学校の先生がビジネスセミナーとは珍しいですね」とお聞きすると「はい、見聞を広げなけ

ればと実感した出来事がありまして」と

具体的には、卒業を控えた生徒さんの進路相談に

したい」と言った女子生徒に対して「アパレルはしんどいぞ」と答えてしまったことがあるのだそ

うです。ここで明確に言えるのは、先生も生徒もアパレルの仕事は未体

んどい」に根拠はないということ。完全なイメージの世界です。さらに、先生も生徒も頭の中に

は「アパレルの仕事
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    回回回回

全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

「売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！」。

肢！？ネットを活用した趣味起業活用術

あなたは学生時代、進路に悩まれたことはありませんか？学校を卒業した後の選択肢とし

て、一般的には就職するか、あるいはさらに勉学の道に進むか、はたまた家業を継ぐか

には少数派ながら起業の道を選ぶ、といった

これからその「選択」の時がやって

「趣味起業」という新しい選択肢

以前、私があるビジネスセミナーに参加したときのことです。セミナー後の懇親会の席で隣

に座られたのが某高等学校の先生だったのです。

「学校の先生がビジネスセミナーとは珍しいですね」とお聞きすると「はい、見聞を広げなけ

ればと実感した出来事がありまして」と

卒業を控えた生徒さんの進路相談に

したい」と言った女子生徒に対して「アパレルはしんどいぞ」と答えてしまったことがあるのだそ

うです。ここで明確に言えるのは、先生も生徒もアパレルの仕事は未体

んどい」に根拠はないということ。完全なイメージの世界です。さらに、先生も生徒も頭の中に

は「アパレルの仕事＝ショップ
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売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！

全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

「売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！」。

肢！？ネットを活用した趣味起業活用術

あなたは学生時代、進路に悩まれたことはありませんか？学校を卒業した後の選択肢とし

て、一般的には就職するか、あるいはさらに勉学の道に進むか、はたまた家業を継ぐか

には少数派ながら起業の道を選ぶ、といった

これからその「選択」の時がやってくるわけです

「趣味起業」という新しい選択肢 

以前、私があるビジネスセミナーに参加したときのことです。セミナー後の懇親会の席で隣

に座られたのが某高等学校の先生だったのです。

「学校の先生がビジネスセミナーとは珍しいですね」とお聞きすると「はい、見聞を広げなけ

ればと実感した出来事がありまして」とその先生は

卒業を控えた生徒さんの進路相談に

したい」と言った女子生徒に対して「アパレルはしんどいぞ」と答えてしまったことがあるのだそ

うです。ここで明確に言えるのは、先生も生徒もアパレルの仕事は未体

んどい」に根拠はないということ。完全なイメージの世界です。さらに、先生も生徒も頭の中に

＝ショップの店員またはメーカーの社員」の２択しかなかったというのです。
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売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！

全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

「売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！」。

肢！？ネットを活用した趣味起業活用術』をお届けします。

あなたは学生時代、進路に悩まれたことはありませんか？学校を卒業した後の選択肢とし

て、一般的には就職するか、あるいはさらに勉学の道に進むか、はたまた家業を継ぐか

には少数派ながら起業の道を選ぶ、といった選択肢があります

くるわけです。 

以前、私があるビジネスセミナーに参加したときのことです。セミナー後の懇親会の席で隣

に座られたのが某高等学校の先生だったのです。

「学校の先生がビジネスセミナーとは珍しいですね」とお聞きすると「はい、見聞を広げなけ

その先生は

卒業を控えた生徒さんの進路相談に

したい」と言った女子生徒に対して「アパレルはしんどいぞ」と答えてしまったことがあるのだそ

うです。ここで明確に言えるのは、先生も生徒もアパレルの仕事は未体

んどい」に根拠はないということ。完全なイメージの世界です。さらに、先生も生徒も頭の中に

の店員またはメーカーの社員」の２択しかなかったというのです。

起業家応援マガジンＶＯＬ．１０６（２０１９年４月２４
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全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

「売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！」。シリーズ第４

をお届けします。 

あなたは学生時代、進路に悩まれたことはありませんか？学校を卒業した後の選択肢とし

て、一般的には就職するか、あるいはさらに勉学の道に進むか、はたまた家業を継ぐか

選択肢があります

 

以前、私があるビジネスセミナーに参加したときのことです。セミナー後の懇親会の席で隣

に座られたのが某高等学校の先生だったのです。 

「学校の先生がビジネスセミナーとは珍しいですね」とお聞きすると「はい、見聞を広げなけ

その先生はおっしゃいました

卒業を控えた生徒さんの進路相談にのっていた時、「アパレル関係の仕事を

したい」と言った女子生徒に対して「アパレルはしんどいぞ」と答えてしまったことがあるのだそ

うです。ここで明確に言えるのは、先生も生徒もアパレルの仕事は未体

んどい」に根拠はないということ。完全なイメージの世界です。さらに、先生も生徒も頭の中に

の店員またはメーカーの社員」の２択しかなかったというのです。
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売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！

（社）全日本趣味起業協会

全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

シリーズ第４回は、

あなたは学生時代、進路に悩まれたことはありませんか？学校を卒業した後の選択肢とし

て、一般的には就職するか、あるいはさらに勉学の道に進むか、はたまた家業を継ぐか

選択肢があります。学生のみなさんにとっては、

以前、私があるビジネスセミナーに参加したときのことです。セミナー後の懇親会の席で隣

「学校の先生がビジネスセミナーとは珍しいですね」とお聞きすると「はい、見聞を広げなけ

いました。 

いた時、「アパレル関係の仕事を

したい」と言った女子生徒に対して「アパレルはしんどいぞ」と答えてしまったことがあるのだそ

うです。ここで明確に言えるのは、先生も生徒もアパレルの仕事は未体験であるため、その「し

んどい」に根拠はないということ。完全なイメージの世界です。さらに、先生も生徒も頭の中に

の店員またはメーカーの社員」の２択しかなかったというのです。
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売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！

（社）全日本趣味起業協会

全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

は、『新卒の新しい選択

あなたは学生時代、進路に悩まれたことはありませんか？学校を卒業した後の選択肢とし

て、一般的には就職するか、あるいはさらに勉学の道に進むか、はたまた家業を継ぐか

学生のみなさんにとっては、

以前、私があるビジネスセミナーに参加したときのことです。セミナー後の懇親会の席で隣

「学校の先生がビジネスセミナーとは珍しいですね」とお聞きすると「はい、見聞を広げなけ

いた時、「アパレル関係の仕事を

したい」と言った女子生徒に対して「アパレルはしんどいぞ」と答えてしまったことがあるのだそ

験であるため、その「し

んどい」に根拠はないということ。完全なイメージの世界です。さらに、先生も生徒も頭の中に

の店員またはメーカーの社員」の２択しかなかったというのです。
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売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！    

（社）全日本趣味起業協会

戸田 充広

  

お伝えする

新卒の新しい選択

あなたは学生時代、進路に悩まれたことはありませんか？学校を卒業した後の選択肢とし

て、一般的には就職するか、あるいはさらに勉学の道に進むか、はたまた家業を継ぐか・・・中

学生のみなさんにとっては、

以前、私があるビジネスセミナーに参加したときのことです。セミナー後の懇親会の席で隣

「学校の先生がビジネスセミナーとは珍しいですね」とお聞きすると「はい、見聞を広げなけ

いた時、「アパレル関係の仕事を

したい」と言った女子生徒に対して「アパレルはしんどいぞ」と答えてしまったことがあるのだそ

験であるため、その「し

んどい」に根拠はないということ。完全なイメージの世界です。さらに、先生も生徒も頭の中に

の店員またはメーカーの社員」の２択しかなかったというのです。
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（社）全日本趣味起業協会 

充広 

伝えする

新卒の新しい選択

あなたは学生時代、進路に悩まれたことはありませんか？学校を卒業した後の選択肢とし

中

学生のみなさんにとっては、

以前、私があるビジネスセミナーに参加したときのことです。セミナー後の懇親会の席で隣

「学校の先生がビジネスセミナーとは珍しいですね」とお聞きすると「はい、見聞を広げなけ

いた時、「アパレル関係の仕事を

したい」と言った女子生徒に対して「アパレルはしんどいぞ」と答えてしまったことがあるのだそ

験であるため、その「し

んどい」に根拠はないということ。完全なイメージの世界です。さらに、先生も生徒も頭の中に

の店員またはメーカーの社員」の２択しかなかったというのです。 
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２択しかない者同士がいくら話し合っても２択以外の選択肢は出ない、だから見聞を広げよ

うと思われたそうです。

確かに

 

そんな中、数年前に「就活自殺」という言葉が世間を騒がせたのを思い出しました。就職活

動を頑張るも、なかなか内定をもらえず、悩み抜いた末に自ら命を断ってしまうという学生さん

が増えたのです。警察庁の調べでは、２０１３年までの７年間で２１８人に上った、とされていま

す。 

近年は、景気の回復や人材不足などの影響もあって、就活の場は学生の売り手市場となっ

たため、「就活自殺」という言葉もあまり聞かなくなりましたが、それでも年間数十名の学生さ

んが亡くなっているといいます。

 

しかし、もし卒業後の人生に「趣味起業」という選択肢

らえないからと命を断つ人は減るのかもしれません。いえ、むしろ内定をもらえない人ほど

の人には真似できないある特定分野に関するスキルや知識を持ってい

業」に向いている可能性もあります。

 

私はそういう思いもあって、

しく小学校で講演をさせていただいた時のことです。テーマは「夢を叶えて大好きなことを仕事

をする」だったのですが、打ち合わせの際に、先生方から「既に６年生が安定した職業につき

たいと言っている

 

いずれにしても、

きいきと活躍してくれる人が増えていくだろうと考えています。

 

学生でも趣味起業が可能な時代

 

「趣味起業」の面

るところです。つまり、資金力のない学生さんでも、趣味起業は可能だということです。

 

例えば、「歴史が好き」なら「歴史」をネタに起業。事務所を構えたりしなくても、「講演会開催」

や「DVD

 

あるいは、「スポーツサークル」や「バーベキュー同好会」といったゆる

いつながりから趣味起業をスタートすることも可能です。イベントや大会な

どを仕切って参加費を頂いたり、会報誌の発行や情報提供で年会費を頂

いたり、といったことがキャシュポイント

２択しかない者同士がいくら話し合っても２択以外の選択肢は出ない、だから見聞を広げよ

うと思われたそうです。

確かに「就職」しか進路の前提にないなど、

そんな中、数年前に「就活自殺」という言葉が世間を騒がせたのを思い出しました。就職活

動を頑張るも、なかなか内定をもらえず、悩み抜いた末に自ら命を断ってしまうという学生さん
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