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秋商ビジネス実践の取組

秋田市立秋田商業高等学校

保坂 徹 桜庭 咲子

はじめに

本校では平成14年度から商業高校の学習

の特徴を生かして、総合的な学習の時間で

全校生徒が「ビジネス実践」を行ってきま

した。このビジネス実践がなぜ行われるよ

うになったのか、どのような実践なのか、

この実践を通してどのような力がついてい

るのかなどについて報告をしたいと思いま

す。

１ 商業高校の課題

学習内容について、商業は他の専門高校

に比べて見えにくいと言われています。

農業や工業は、学習の成果が農産物や工

業製品などの具体的な形になって見えま

す。商業の学習の成果は、生徒たちの姿で

学校外の人たちに伝わります。農業教育や

工業教育は「ものづくり教育」、商業教育

は「人づくり教育」などとも表現されてい

ます。

この見えづらい商業の学習を広く学校外

の方々に目に見える機会を作ること。そし

て地域の方々を自分たちの学習の要素とし

て取り入れ、一緒に活動していかなければ

いけないのではないかと考えるようになり

ました。

また生徒については、体験的な学習にす

ることが少なく、商業の知識や技術は、検

定試験の成果で身に付いているという感じ

があります。生徒の学習と体験活動、そし

て地域の方々との協同活動、その発表の場

を街中にするという方向を模索しました。

この当時、全国的にも商業高校は同じよ

うな課題を抱え、先進的な学校は実践に取

り組んでいました。高知商業は学校自体を

模擬株式会社としてラオスに学校を建てよ

うというスローガンのもと街に出て販売イ

ベントを開く活動をしています。

２ 仮説

地域の方々に商業の学習内容を広く知っ

てもらうため、商業の学習発表の場を作る。

このことが地域の発展や活性化につながる

のではないか。

取り組みの手段として、学校全体を会社

組織と見なして、全職員・生徒で三年間を

通し継続して行うことや、外部企業の方々

に協力してもらい実践的な活動をすること

で、社会人としての基礎力を養えるのでは

ないかと考えました。

社会人基礎力とは、「前に踏み出す

力」、「考え抜く力」、「チームで働く

力」の三つの能力から構成されており、

「職場や地域社会で多様な人々と仕事

をしていくために必要な基礎的な力」

として、経済産業省が提唱しています。
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３ ビジネス実践の実際

①ビジネス実践の変遷

平成14年度から学校全体で商品開発をし

て、秋田市の通町商店街でのイベントを開

催することで商業の学習発表と町の活性化

を実現させようと取り組みました。

その後、秋商のショップという意味でＡ

ＫＩＳＨＯＰ（アキショップ）と名前を付

け、会場を駅前周辺やアルヴェなどに変え

ながら、商品開発をすることをメインに活

動をするようになりました。

ＡＫＩＳＨＯＰの活動が知られはじめる

と、もの売りのイベントと誤解をされるよ

うになってきた反省を受け、自分たちの商

業の学習を小学生に金融教育を通して実践

するキッズビジネスタウンの活動や地域経

済や環境問題を考え、持続発展教育を実践

するユネスコスクールへと多様な方向性を

出しながら継続してきています。

②活動の内容

年度初めにビジネス実践推進委員会が10

人ほどの教員で組織され、ＡＫＩＳＨＯＰ

部、キッズビジネスタウン部、ユネスコス

クール部の年間の計画を立てます。

５月下旬に全校生徒と教員に対して、今

年度の活動内容とねらいなどを説明し、ど

の部で活動したいのかの希望を取ります。

２・３年生の約480人が、ＡＫＩＳＨＯ

Ｐ（約410人）、キッズビジネスタウン（約

40人）、ユネスコスクール（約30人）に分

かれます。１年生は、商業科目のビジネス

基礎の内容を基本にしたビジネス実践基礎

講座として活動をしていき、11月のキッズ

ビジネスタウン当日は、各店舗の従業員と

なります。

[ＡＫＩＳＨＯＰ]

①ＡＫＩＳＨＯＰの組織と目的

ＡＫＩＳＨＯＰは、生徒会が本部となり

約15班の惣菜や菓子などの商品開発する班

や地域の魅力を再発見し観光プランなどを

考える班などから構成する組織となりま

す。

商品開発などを通して、自分たちの考え

をまとめ、外部の方々にそのことを伝え、

現実するための壁をいくつも乗り越えなが

ら11月のＡＫＩＳＨＯＰでの販売を成功さ

せるために仲間とともに活動していきま

す。

②開発商品の企画

商品開発をする各班に集まってきた約30

人の生徒たちは、どのような商品を開発し

ていくかを本部から手順資料をもとに話し

合 っ て い き

ま す 。 話 し

合 い は 、 昨

年 度 の 経 験

を 生 か し て

３ 年 生 が リ

ー ダ ー シ ッ

プをとって進められます。

大まかな商品の方向性が出てきたところ

で市場調査を実施します。インターネット

で既存の資料を調べたり、実際にアンケー

ト用紙を作って聞き取り調査を実施したり

します。これらの結果をまとめて、商品企

画書を作成します。

③外部企業を招いた企画検討会

開発する商品ごとに商品加工や菓子店な

どの外部企業に来校していただき、企画検

討会を行います。この企画検討会は、自分

たちの考えや

思いを具体的

に商品化する

ことの高いハ

ードルを体験

する場面です。
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生徒たちは企画書をもとにしたプレゼン

テーションを作り、自分たちの考えを企業

の方々に伝えます。企画発表後、個別に外

部の方々から評価をもらい、改善点などを

指摘され、開発を引き受けてもらえる場合

は今後の段取りなどを打ち合わせしていく

ことになります。

・少し堅めのパン生地に、やわらかいもち

を巻いて手で持ちながら食べる商品を開

発したいと考えた班は、パン生地の強度

の問題を指摘されました。

・イチゴや梨などのフルーツを使ったケー

キを考案した班は、フルーツの採れる時

期や原価が高く、予定販売価格では利益

がでないなどと指摘されました。

④企業との交渉

企業に商品開発を引き受けてもらえた

後、企業訪問をしたり、電話やＦＡＸなど

で打ち合わせをしながら、何回か試作品を

作ることになります。

その後、販売価格の設定や販売個数、商

品の引き取り方法や時間など様々な販売に

向けた打ち合わせをしていくことになりま

す。

⑤販売実習

ＡＫＩＳＨＯＰ当日は、各店舗に商品が

並べられ、来店された方々へ商品を販売し

ます。どのよう

にして作ったの

かや商品の特徴

などを聞かれま

す。開発しなが

ら培った知識と

笑顔での対応となります。

販売終了後は、会計処理を行い、本部へ

会計報告書（損益計算書と貸借対照表、領

収証など）をします。

活動の報告は、全校生徒を集めた最終報

告会で発表します。

[キッズビジネスタウン]

①キッズビジネスタウンの目的

キッズビジネスタウンは、小学生以下の

子どもたちが市民となり「みなで働き、学

び、遊ぶことで、ともに協力しながら街を

運営し、社会を学ぶ」教育プログラムです。

キッズビジネスタウンに参加した小学生

は、模擬的に設定された街で、市民となり、

ハローワークで仕事を探します。その後、

模擬販売店などで働いて給料をもらい、そ

の給料で買い物をする体験をします。

②基礎学習と店舗設計

キッズビジネスタウンでの活動を希望し

た約40人の生徒たちが、社会と経済の仕組

みを学習します。

自分たちが開設する店舗をＫＪ法を使っ

て整理し、他の店舗とのバランスを見なが

ら模擬社会での店舗設計をします。開設す

る店舗などは次のようなものがあります。

公共機関 消防、病院、銀行など

飲食店 カフェ、ラーメン屋など

サービス業 新聞社、写真館など

製造業 アロマ工房、ハンコ工房など

③連携企業の決定

担当する店舗が決定した後、販売する商

品やサービスを考えます。実際に外部の企

業に出かけて仕事についてのインタビュー
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をしたり、商品の作成方法を学びに行った

りします。

④小学生への求人票準備と１年生の指導

各店舗の社長は、仕事内容を詳細にした

求人票を作成します。同時に、当日の仕事

内容をイメージしながら、小学生の仕事内

容を具現化し、物品の準備などをしていき

ます。

また、２・３年生の経営する店舗には、

１年生が６人程度手伝いとして働くことに

なります。この１年生の仕事の手順などを

考え指導します。

⑤当日の様子と生徒の感想

はじめは生徒たちも不慣れな感じで、仕

事の手順なども確立されていない様子でし

たが、時間が経過し、接客を繰り返すうち

に徐々に自信をもって取り組むようになり

ました。各店舗の大まかな様子は次の通り

です。

・消防署…晴れていれば外で放水作業など

ができたが、今回は雨であったので防護

服着用と消防車での記念撮影となった。

・飲食店…昼ごろを

ピークにして、目

が回るような忙し

さだった。閉店時

間前に売り切れに

なる店舗も多かった。

・サービス業…写真館やスポーツクラブな

どのサービス業はお客さんが来ないこと

に悩んでいた。お客さんが来たくなるよ

うなサービスを考えなければいけないと

感じた。

・工房…コンスタントに就業希望者が来て

くれた。セレクトショップでは売れ残り

もあったので、小学生向けの商品を絞り

込む必要があると感じた。

⑥参加した小学生と保護者の感想

参加した小学生からは大変好評で「高校

生が優しかった」「仕事が楽しかった」と

いった感想が多くありました。

保護者からは、

「サービスの不

十分さ」などを

指摘する感想が

ありました。キ

ッズビジネスタ

ウンを実施して５年目となり、質の高さを

求められる時期になったきたと感じます。

[ユネスコスクール]

①ユネスコスクールの目的

ユネスコスクール班は、外部講師による

講座や海外へのスタディツアーを通して環

境問題について学びます。この学んだこと

を小中学生対象の環境講座や一般市民対象

の活動報告会などを通して地域に還元しま

す。このような環境にかかわる啓発活動を

通して、地球温暖化をはじめとする地球環

境問題の解決に実際に寄与することを目的

として活動しています。

本校の活動は、炭素排出量を実際に削減

する装置等の開発といったハード面の取り

組みというよりは、温暖化防止についての

理解を促進し、人々を温暖化防止のための

活動に駆り立てようとするソフト面の取り

組みであると言えます。

②平成22年度からの活動内容

ⅰ環境教育とＡＫＩＳＨＯＰでの発表

環境教育を開始した

平成22年度には、校舎

脇での緑のカーテンの

作成、校庭へのヒマワ

リの植栽、全校生徒へ

の家庭でのヒマワリ植

栽の呼びかけ、黒板か
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ら出たチョークの粉や短くなった使用済み

チョークからチョークを再生させる取り組

みなどを行いました。

平成23年度からは、秋田杉の廃材から持

ち歩き用の箸を作ったり、ポリプロピレン

製の結束バンドから鉛筆立てや籠を作る取

り組みをしました。

これらの活動をＡＫＩＳＨＯＰ当日に、

ユネスコスクールのブースを設置し、来場

者の方々に発表しています。

ⅱ外部団体との協同活動と海外ツアー

平成22年度以降、環境問題にかかわる秋

田県内のＮＧＯであるＲＡＳＩＣＡと連携

し、環境講座の講師を派遣していただいて

おります。同ＮＧＯが主催するネパールへ

のスタディツアーには、平成22年８月に２

年生１人、平成24年１月に３年生３人、平

成24年８月に３年生２人を参加させていた

だきました。

夜間照明がない児童保護施設にソーラー

ランタンを届けたほか、現地の学生を対象

とした環境

ワークショ

ップを実践

したり、田

舎の村の暮

らしを体験

して開発に

よる生活様式の変化や地球環境の変化等の

情報を得たりすることができました。

ⅲ小中学生などとのワークショップ

このようにして温暖化をはじめとする環

境問題について学んだ生徒たちは、これま

で小中学生や市民を対象に多数の環境問題

に関するワークショップや活動報告を行っ

てきました。

年 対象 内 容

22 中学生 出前講座３回

小学生 環境講座「遊んで学べる地

中学生 球温暖化問題」

23 保護者

留学生 ワークショップ

「自分環境と世界の関係」

市民 活動報告

大曲南 ワークショップ「環境につ

いて」

24

市民 ネパールスタディツアーで

学んだこと

これからもネパールから帰国した生徒を

中心に、エコロジーについて学んだことを

地域に積極的に還元していく予定です。

また、『高校生のための地球環境問題入

門』を発行し、この本の紹介も兼ねたネパ

ール・スタディツアーに関するリーフレッ

トを発行しました。このリーフレットは、

地元ＮＧＯと

連携した本校

の国際協力や

環境問題に関

する取り組み

を広く知って

もらうのに役

立っています。2000部を発行して、約800

名の全校生徒・職員に配布したほか、校外

の様々な場所で配布しています。

４ 検証

①社会人基礎力の育成

これらの活動を通して、生徒たちに社会

人基礎力が付いているかを10月初旬と11月

下旬にアンケート調査しました。（集計数

264）

10月初旬は、それぞれの活動の途中であ

り、多くの課題に直面している時期です。
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11月初旬にはＡＫＩＳＨＯＰやキッズビジ

ネスタウンを開催しています。その後、各

班で反省や振り返りができたのが11月下旬

となります。

調査は「前に踏み出す力」「考え抜く力」

「チームで働く力」の三つの項目を評価Ａ

（力が付いた）、評価Ｂ（まあまあ）、評

価Ｃ（まだまだ）の３段階で行いました。

各項目とも10月で評価Ｂ・Ｃにした生徒

が、11月には評価Ａに評価を変えています。

経験を積み、成功体験をすることで自信が

つき好評価になったのではないかと思いま

す。
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②担当教員と生徒の評価

11月下旬にビジネス実践の反省と改善点

を調べました。

各班の担当になって１年間活動してきた

教員と生徒からは、次のような点が指摘さ

れています。

（教員）

・素晴らしい実践だが、前年踏襲の面が多い

・どのような力が付いているか不明確

・班活動で時間をもて余している生徒がいる

・ＡＫＩＳＨＯＰの目的がモノ売りイベント化してい

る

・キッズ担当の生徒は大きな成長が見られた

（生徒）

・毎週の活動に、忙しい時と暇な時がある

・３年生にまかせっきりの部分が多かった

・企業交渉の結果が伝わりずらい

・セリオンではあまり来場者が期待できない

・参加した小学生の対応が楽しかった

教員は、ビジネス実践の目的の明確化や

担当する係の平準化、生徒指導での困難点

を指摘する傾向が多いようです。

生徒は、毎時間の活動内容が思ったよう

に進まない不満感や、ＡＫＩＳＨＯＰの開

催場所と来場者に関するものが多くありま
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した。

③ＡＫＩＳＨＯＰへの評価

ⅰマスメディア

ＡＫＩＳＨＯＰでの販売当日の生徒の接

客や商品開発を通して身に付けたものが大

きいと新聞でも評価されています。

テレビやラジオでも取材を受けたり、出

演 を し て 広

報 活 動 も し

て い ま す 。

こ の よ う な

広 報 活 動 が

で き る こ と

は 、 地 域 の

方々に好意的に受け入れられるとともに、

高校生への期待が大きいのだと感じていま

す。

ⅱ協力企業からの評価

ＡＫＩＳＨＯＰの商品開発に協力してい

ただいた企業約20社に感想を聞きました。

今後も協力いただける…６社

高校生の発想が面白い…３社

マンネリ化している…１社

年によって学校の対応が違う…２社

要望が多く対応が難しい…２社

協力は来年度になって考える…４社

地域経済の活性化ということも、このＡ

ＫＩＳＨＯＰの大きなテーマの一つです。

企業側の立場に立って高校生が何ができる

のかという視点をもう少し大切にすべきだ

感じます。

④キッズビジネスタウンの評価

キッズビジネスタウンについては、学校

として連携をした勝平小学校と出戸小学校

から評価してもらいました。

事前と事後の打ち合わせを丁寧に行うこ

とで、前年度の課題であった仕事探し時の

混雑や開始時の買い物客の少なさの解消な

どが図られてよかったと言われました。

また、働いた後に高校生の社長からの勤

務評価を取り入れたことで高校生と小学生

のコミュニケーションが取りやすくなった

などのよい評価がありました。

改善してほしい点としては、小学生は働

いた給料をすぐに使おうとせず、貯めてお

いて当日の後半に使う傾向にあります。そ

のため、午前中にモノが売れないという現

象がおきています。お金の流れを平準化す

る模擬社会の仕組みを考えてほしいと要望

がありました。

⑤ユネスコスクールの評価

ユネスコスクールについては、「小中学

生・市民対象の講座実施と書籍の出版によ

る啓発活動」

が評価され、

平成24年度地

球温暖化防止

活動環境大臣

表彰（環境教

育・普及啓発

部門）を受賞しました。同表彰の「環境教

育・普及啓発部門」には69件の応募があり、

10の NPO 法人や学校、個人が選ばれてい

ます。

５ 課題とまとめ

平成14年度から商業高校の課題を克服

し、生徒たちに社会人基礎力を付けるため

の活動も今年で11年目を迎えました。学校

全体を会社組織にして、全教員・生徒で活

動を続けられてきたことは、全国的にも珍

しい取り組みです。これは学校としての協

力体制を整えたことと、この実践を大切に

していきたいという全員の熱い思いがある



- 8 -

からだと考えます。

しかし、今後の継続に当たってはこのビ

ジネス実践の意義と目的、そしてどのよう

な方法でそれを実現していくのかを改めて

見直し、目的が手段化しない（ものをたく

さん売ったりすることが目的でなく、社会

人基礎力を付けることが目的など）ように

することが大切だと思います。

アンケート調査からは、生徒の社会人基

礎力は高まっていることがわかるのです

が、日々の生活のな中でそのことを感じる

場面は数少ないように感じます。実感が伴

う実践が一つの目指す方向ではないかと思

います。

その一つとして、平成23年度から取り組

んでいる「秋商キャリア教育」との関連づ

けと目的の明確化です。

秋商キャリア教育は、３年間商業高校の

特色ある授業を受け、地域の人たちに支え

られながら各自の自己実現を目指していく

ことを構造化して作りました。

この中でビジネス実践は、学校の授業の

実践、いくつものハードルを仲間とともに

越えていく場という重要な要素になってい

ます。

これからも今までの成果を適切に評価

し、学校外の人たち、担当する教員や生徒

の意見を真摯に受け止め、時代の変化に対

応した商業高校として、地域社会と企業、

子どもたちに必要とされる教育を実践して

いきたいと思います。


