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はじめに

「毎日出社する」のは本当に必要？

新型コロナウイルスの流行で、学校に行けなくなった日のこ

とを覚えていますか？ 

2020 年、新型コロナウイルスという未知のウイルスによる

感染症が世界中に広がったことで、日本中の小・中学校が一斉

休校になりました。毎日行くのがあたりまえだった学校に行け

ない日が続き、ようやく学校が再開したあとも、運動会や文化

祭など多くの学校行事が中止や延期となりました。入学式や卒

業式もできず、夏休みや冬休みも短くなるなど、大変な一年だっ

たと思います。

もちろん、大人の世界にも大きな影響がありました。一番変

わったのは「人が集まってはいけない」という考え方が広まっ

たことです。多くの人が同じスペースに集まる「会社（オフィ

ス）」や、多くの人が同じ時間に移動する「通勤」は悪とされ、

これをなくそうとする動きが広がりました。

「起業」は現代の
必須科目

はじめに
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コロナ以前は、「毎日会社に出社する」というのがあたりまえ

でした。中には会社に行かなくても働ける「リモートワーク」

などの働き方を提案している会社もありましたが、それはごく

一部の限られた世界の話で、多くの人にとっては「自分には関

係ないこと」「まだ遠い未来の話」だったのです。

ところが、コロナの影響により、世界中の人々が家から出な

い「ステイホーム」が新しい常識といわれるまでになりました。

家で仕事ができる「在宅ワーク」が広がり、毎日出社しなくて

も仕事ができる人がとても増えました。

私は 20 代前半の頃に起業して以来、毎日出社するという働

き方をしたことがほとんどありません。毎日同じ場所に行くこ

とが中学生の頃から苦手ということもありますが、通勤時間も

通勤にかかるお金も無駄だと思っているからです。

それに、社員は社長がいないほうが成長しますが、社長であ

る私自身は、逆に会社に行くことで仕事をやった気になってし

まうのです。それが嫌で、本格的に起業してからも週 1 〜 2 回

ぐらいしか出社しませんでした。

では今どこで仕事しているかというと、取引先や関連企業で

仕事をしたり、毎回違うビジネスホテルを 1 日単位でレンタル

したり、車の中で仕事をしたりしています。

この仕事のやり方だと、自分の時間や家族との時間を犠牲に

する必要がありません。場所に縛られないだけでなく、通勤時

間をカットできます。そのうえ、いつも違う環境で仕事ができ
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はじめに

るので毎日が新鮮です。考えごとをしたい時は車で海まで行っ

て海を見ながら、集中したい時はホテルにこもって仕事をして

います。オフィスを借りるのと比べて、時間の効率化になるだ

けではなく金銭的なコストパフォーマンスもよくなります。ま

た今はどこにいようとネット環境さえあれば全世界の人たちと

リモート会議ができます。会社に行かなくても困ることは何も

ありません。当然、業種にもよると思いますが、このような無

駄を省いた働き方が近いうちに定着すると確信しています。

「大企業＝一生安
あ ん

泰
た い

」の時代ではない

今でも多くの人は、「毎日出社する」というのを、仕事のひと

つだと思っています。本当は会社に行かなくてもできる仕事な

のに、朝から満員電車に乗って「通勤」することに疑問を持た

ない人も多くいます。

さらに日本では、「一度会社に入れば、定年までずっと（同じ

会社で）働く」という考えをする人がたくさんいました。それ

は、日本の多くの会社で「終
しゅう

身
しん

雇
こ

用
よう

」というものが守られてい

たからです。

「終身雇用」というのは、「会社がつぶれない限り、定年まで

ずっと会社で雇い続けますよ」という約束です。日本の働き方

の特徴といわれ、「大企業」といわれるような大きな会社では、

この「終身雇用」があたりまえのルールとして守られてきまし

た。
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それに、日本には「年
ねん

功
こう

序
じょ

列
れつ

」という制度もありました。

「年功序列」とは、働いた年月や年齢に応じて役職やお給料が

上がっていく仕組みです。「勉強していい学校に行って、いい会

社に入れば、一生幸せ」と多くの人が信じていたのは、この「終

身雇用」と「年功序列」の制度があったからです。

しかし、高齢化・人口減少が進み、日本企業はこれまでと同

じやり方では成長できないということがわかってきました。何

年か前に、トヨタの豊
とよ

田
だ

章男社長が「終身雇用を守っていくと

いうのは難しい局面に入ってきた」と言ったときに、私は「やっ

と会社の概念が変わってきたな」と思ったのを覚えています。

日本を代表するトップ企業ですら「終身雇用は難しい」とい

う時代で、さらにコロナで働き方も大きく変わった今、「大企業

に入れば一生安泰」とはもう誰も思わないでしょう。

では「親や先生の言うことを聞いて勉強して、いい学校やい

い会社に入る」以外の生き方には、どんな選択があるのでしょ

うか。

私は、これからは「会社」や「肩書き」ではなく、自分自身

の力で生きていく時代だと考えています。そこで、「起業」とい

う選択肢があることを知ってほしいと思います。

小学生でも「起業」はできる

「起業」は文字通り、「業（なりわい・しごと）」を「起こす」
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はじめに

ことです。つまり、自分でビジネスや会社を創ってお金を稼ぐ、

という意味です。

そう書くと、「起業なんてそんなに簡単にできないよ」と思う

かもしれません。確かに、起業にはいくつかのハードルがあり

ます。でも起業には、特別な才能やお金、コネクションは必要

ありません。広い意味では、ルールさえ知っていれば、たとえ

小学生でも「起業」することができるのです。

会社の「創り方」から「拡げ方」、そして「売り方」までを 1

冊にまとめようと思ったのは、これからの時代を生きていくあ

なたにとって、「起業」の知識は必要不可欠だからです。

あなたのお父さんやお母さんが中学生の頃には、プログラミ

ングの授業も、S
エスディージーズ

D G s も、起業や株式について学ぶこともあ

りませんでした。しかも、スマホどころかインターネットすら

身近になかった時代です。

でもあなたは、パソコンやスマホを開けば、いつでも世界と

つながれることを知っています。プログラミングや SDGs、起

業や株式を勉強するのも、まわりの大人たちの言うことだけを

聞いて行動していたら社会から取り残されてしまうからです。

その「現実」にあなたは何となくでも気づいていると思います。

この本は、私が自分の子どもに伝えたかったことをまとめた

ものです。コロナの影響もあって働き方が変わったのをきっか

けに、「働くこと」の意味を伝えたいと思っていたのですが、言
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葉ではなかなかうまく言えませんでした。途中で「お父さんう

るさい」と飽きられてしまったこともありました。そこで本に

して、いつか興味がわいたときに手に取ってもらえたら、と思っ

たのです。

起業には、これからの社会を生きていくのに大切な要素がた

くさん含まれています。海外では子どもの頃から起業家の精神

をあたりまえのように学んでいる国もありますが、日本の学

校、親が教えてくれることはほとんどありません。

起業は特別珍しくも難しくもない、とても身近なものです。

この本で「起業ってこんなものか」「意外と簡単にできそうだ

な」とまずは感じてもらえたらいいなと思います。

そして、将来の選択肢のひとつとして「起業」を考えてもら

えたら、こんなにうれしいことはありません。

宮嵜太郎
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この本の見方

本書は起業の専門書ではありません。あくまでも「起業の入

門書」として、著者の経営者としての視点で書いたものです。

「中学生にもわかりやすい」部分を重視したため、専門的な知

識を求める人にはもの足りないところがあるかもしれません

が、本書を読んで起業に興味を持ち、「自分でもできそう」と

思ってもらうのが狙いです。

登 場人 物

この本の見方

宮
みや

嵜
ざき

太
た

郎
ろう

経営者として経験したこと
や培ったノウハウを、中学
生にもわかりやすく解説し
てくれます。

2 人の中学生
起業に興味がある中学生。
YouTube などで同世代の
「起業家」が活躍している
姿を見て、いつか自分も起
業したいと思っています。
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本書の構成

この本では、会社の「創り方」「拡げ方」「売り方」の 3 つに

分けて解説しています。よくある質問をまとめて掲載している

「Q&A」は、「いつか起業をしてみたい」と思っているあなた

には、きっと参考になると思います。

はじめから読んでもいいですし、興味のあるところから読ん

でも構いません。ぜひ近くに置いて、何度も読み返してもらえ

たらうれしく思います。

1

2

3

4

創り方 17～

73～

123～

139～

拡げ方

売り方

Q&A

【スタートアップ】

ページ数

株式会社の設立を中心に、ビジ
ネスの始め方をわかりやすくお
伝えします。

【グロース】
「起業」した会社や事業をどう
やって拡げていくのか。
資金調達についても学びます。

【イグジット】
大きなお金と自由な時間を手に
入れるための、会社のゴールを
解説します。

会社の「創り方」「拡げ方」「売
り方」について、よくある質問
をまとめました。
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