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常に念頭に置きながら教育活動を展開するということは大変意義のあるもの
だということです。

２．教科商業科で育成する人材像
　まず教科商業科で育成する人材像は、地域産業をはじめ経済社会の健全で
持続的な発展を担う職業人としております。まさにここではアントレプレ
ナーシップというものがやはり求められてくると思っております。
　こういった職業人を育成するためには、一つはビジネスをきちんと理解す
る、実践できる力、それと豊かな人間性を育成することが大切だと考えてお
ります。
　ビジネスの理解力と実践力については、顧客満足を実現するために、ビジ
ネスを探究する、あるいは会計情報を提供する、あるいは活用するといった
能力、それと情報を処理する能力、情報を活用する能力、そういったかたち
で整理をしております。また、豊かな人間性については、倫理観、遵法精神、
規範意識、責任感、協調性などで整理をしております。
　このような力、あるいは人間性を育成するためにどのような学習活動を行
なうかといいますと、具体的な事例を取り上げて考察や討論を行なわせる指
導、経済社会や実務に目を向けさせる指導、また、ビジネスマナーを身に付
けさせる、コミュニケーション能力を向上させる、このような指導を行なう。
さらには具体的なビジネスの場面を想定したり、あるいはグループなどで調
査や研究を行なわせる、さらには倫理観を醸成したり、あるいは法令遵守を
指導すること、創造的あるいは実践的な活動を行なう、そのような指導を行
なうようにしております。
　教科商業科では単に知識や技術を習得させるということにとどまらない、
実際の、実践的なこういう指導を行なっていくことにしております。

３．科目の編成
　教科商業科では全部で 20 科目ありますので、もちろん 20 科目すべてを履
修させるということではありません。高等学校の場合は選択になりますので、
それぞれの学校に応じて、学校で教育課程を編成して、その中で商業教育、
商業科目の中でこのような活動を展開していくかたちになっております。
　科目編成について、「ビジネス基礎」は、原則履修科目ですので、商業に
関する学科に入学した生徒はすべてこのビジネス基礎をまず学びます。
　「ビジネス基礎」で基本的なことを学んだ上で、例えばマーケティング、
あるいは商品開発を学んだり、または、広告活動や販売促進活動を学んでい

１．新学習指導要領　教科商業科
　今日は大きく二つお話をさせていただきたいと思っております。一つは新
しい学習指導要領の教科商業科です。来年度から学年進行で実施となるわけ
ですが、その中で起業教育に関係する内容としてどのようなものがあるのか
について、お話をさせていただきます。
　今日は様々な学校、あるいは様々な教科の先生方がお集まりですので、こ
れまで高等学校の商業高校の中で様々なアントレプレナーシップの涵養につ
ながる実践事例があります。そのことについてご紹介をさせていただきます。
商業高校での取組は、かなり実践的なものになっております。生徒たちが地
域に出て行き実践的な取組をするので、商業高校に限らず小学校や、あるい
は中学校、あるいは高校の他の教科で生徒たちの活動内容を考えるときに参
考にしていただけるものと思いますので、そういった実践事例についてお話
をさせていただきます。
　先程もお話がありましたこの起業教育という言葉、この捉え方なのですが、
様々な捉え方ができると思います。高校の教科商業科では高校ということも
ありますので、高校を卒業してすぐ業を起こすということはなかなか現実問
題として難しいと思います。そういったことよりも、むしろ起業家精神の育
成が大切なのではないかと思っております。高等学校の商業科では、むしろ
そういった起業家精神を育成するというかたちのアプローチになってくるか
と思っております。
　起業家精神は、直接業を起こす、起こさないにかかわらず、社会に出て活
躍する上で、大変大切なものだと思っております。また、そういったことも
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はできませんので、あくまでも生徒たちは企画をつくる、市場調査を行なっ
て、それを踏まえて企画をつくるということになっています。
　実際に商品が開発されたら、それを生徒たちが実際に販売活動を行なうこ
とになります。商業高校生ですから、ものを売ることを専門に学ぶところで
すので、販売実習を行ないます。いかにして開発した商品を流通に乗せてい
くか、または、地域に定着をさせていくかがとても大切になってきますので、
そういった様々な活動を行なっています。
　次に石川県の小松商業高校の実践事例です。様々な商品を開発しています。
開発した商品はJR小松駅のコンビニで常設販売をされています。1回作って、
それをイベントで販売してそれで終わりでは、何もなりませんので、いかに
して常設で市場に供給し続けるかを商業高校としての大きな学習のテーマに
なっています。
　この学校の特色はパッケージデザインに力を入れていることです。商品を
売るためには、パッケージデザインは非常に大きな意義があるので、販売促
進上、大変重要な要素ですので、パッケージデザインに非常に力を入れてい
ます。飛び出す絵本のようなかたちのパッケージも作り、キャラクターも全
部、生徒たちが考えたものです。
　こういった商品開発を通して、生徒たちは商品を開発する力を育成するピン
ポイントの力だけではなく、いかにしてビジネスを展開していくか、いかにし
て地域経済を振興させていくかを、この商品開発を通して学んでいきます。
　フレッツ光、NTT 東日本のウェブページで、高校生が開発した商品が紹
介されています。青森商業高校や、宮城県大河原商業高校、群馬県桐生市立
商業高校などが作った商品を対象としたポイントプログラムです。フレッツ
光のポイントプログラムの交換対象商品に採用されています。
　さらに人気投票も行なっています。人気投票 1 番の商品は、来年以降、1
年間にわたってポイント交換の対象商品として採用されます。ぜひ、フレッ
ツ光にご入会されている先生は、このウェブページをご覧いただき、できれ
ば参加をしていただければと思います。私もこの間、応募をさせていただき
ました。
　次に電子商取引も商業高校では盛んに行なわれています。これも新しい科
目を設けるということもあります。ここでは佐賀県の商業高校が行なってい
る事例です。「学美舎」というウェブページをつくっているのですが、元々
静岡県の学校が最初に始めたもので、その仕組みを活用させていただきなが
ら、他の県の商業高校も取組むようになってきています。
　地域の企業の方々が提供している商品を、商業高校がつくったショッピン

く。さらには法律を学ぶ、あるいは実際の経済、経済社会、企業活動などに
ついて学んでいくことを行ないます。また、やはり企業活動には不可欠であ
ります、簿記や会計について学び、また、コンピュータなどを有効に活用す
ることも必要ですので、情報処理などを学んでいく。その中に新しい学習指
導要領では電子商取引の科目も新たに載っています。
　実践的にビジネスを学ぶことで、コミュニケーション能力や、ビジネスマ
ナーを高めるといったことですが、ビジネス英語といったものが内容になっ
ており、「ビジネス実務」も設けております。さらに３年間の活動の総まと
めという意味合いで、「課題研究」や「総合実践」という科目を設けています。
　こういった中から実際にそれぞれの学校で教育活動を展開していく、この
ような教科の編成、科目の編成になっています。

４．学習活動
　このような学習指導要領が来年度から実施されるわけですが、すでにこの
新しい学習指導要領の趣旨にのっとった、これにうまくマッチしたような学
習活動は、すでに多くの商業高校で行なわれるようになってます。その実践
事例について紹介をさせていただきたいと思います。
　まず、商品開発の取組です。新しい科目として「商品開発」を設け、すで
にたくさん行なわれています。ここでは北海道の留萌千望高校の実践事例で
す。もっちり米パスタや、にしんそぼろ、にしん飯といったものを開発して
います。この留萌という地域は日本海側に面してますが、稲作も行われてお
り、さらには海がありますので、にしんがたくさん取れて、そういった地元
の素材を生かした商品開発を行なっています。
　商業高校の多くは“地元に残りたい”、“最終的には地域で活躍したい”と
いう意識を持っている生徒たちが大部分ですので、そういった点で地域の資
源をうまく活用していく実践事例が多くあります。実際に商品を開発して、
満足してしまっては、何もならないわけで、実際に生徒たちがまず、こういっ
たものを作れば市場に受け入れられるということをしっかりと学ばせること
が大切になっています。

５．商品開発と電子商取引
　企画書をつくって、それを企業の方にご説明をさせていただいて、企業と
様々なやり取りをして企画をつめていく。企業の方が、「よし、それだった
らうちの企業は協力をしましょう」と話がまとまれば、その企業の方がこう
いった商品を実際に作るということです。商業高校で食品を作るということ
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７．生きた経済を学ぶ取組
　今度は少し性格の異なる取組についてです。実際に生きたビジネスや企業
経営を学ぶという取組について紹介をさせていただきます。この大阪商業大
学でも全国高等学校ビジネスアイディア甲子園というコンテストを実施して
います。大変ありがたいと思っています。商業高校生もたくさん参加をして
います。いろいろなコンテストに参加するのは、アントレプレナーシップを
涵養する上で大変効果があると思っています。
　日経新聞社が主催している「日経 STOCK リーグ」というのがあります。
これは高校生だけではなくて、中学生、あるいは大学生も対象となっていま
す。中学生から大学生までが一緒になって競い合うものです。自分でテーマ
を設定しポートフォリオ学習のレポート作成を行なうものです。
　平成 21 年度に大分県の情報科学高校が最優秀賞・金融担当大臣賞を受賞
しています。テーマは「富国強徳〜「資本主導」のよる日本活性化投資への
挑戦〜」です。たくさんの大学生も参加しています。有名な大学も毎年のよ
うにたくさん参加しています。そういった大学生を破って、商業高校生が実
際に優勝したということです。
　実際、こういったコンテストに参加することによって、生きたビジネスや
企業経営に生徒たちが目を向けるようになりますので、そういった点でも、
非常に有効なものだと思っております。生きたビジネスや企業経営を学ぶと
いう点では、それぞれの学校でも様々な取組をしています。実際に模擬株式
会社を学校の中につくって、あくまでも模擬ですが、模擬株式会社を経営す
るという取組も行なわれています。
　例えば富山北部高校でしたら富山北部デザイン
工房を設立して、実際に企業の方々からデザイン
制作依頼を請け負っています。消防署から依頼を
受けて防火看板のデザインを考えたり、または富
山ライトレール株式会社という路面電車を運行し
ている会社の車両装飾の考案をしました。写真は実際に生徒たちが車両装飾
の考案をしたものです。電車にこのような装飾がなされて運行されたという
ことです。
　また、徳島県の小松島西高校では、模擬株式会社「TOKUSHIMA 雪花菜
工房」を設立して、「雪花菜アイス」を開発しています。これもかなり長い
間販売を続けており、実際に夏のお中元カタログにも載ったりしている商品
にまで成長しています。
　また、企業の方々から雪花菜工房認証システムをつくって、雪花菜工房認

グモールで販売をするのです。実際には、最終的にお金のやり取りや、決済
の問題等もあり、あくまでも仲介というかたちにはなっています。一般の消
費者の方々がこの商業高校のショッピングモールを見て、この商品を買うこ
とになったら、実際にここで注文をしますが、その注文自体は出店企業に直
接行くようなかたちで工夫しております。なかなかお金が絡むと難しい問題
も出てきますので、学校では、そのようなかたちで工夫をしながら行ってい
ます。

６．知的財産の登録
　商品開発に絡んで、知的財産に関する教育も商業高校では充実して行なっ
ています。ものを売るためには商標というものをやはり考えなければいけま
せんので、実際に商標登録をしているという事例もあります。
　例えば東京都立荒川商業高校は、マスコットキャラク
ターとして生徒たちが考えた「あらいおん」や「ひよこ
ファイブ」というマスコットキャラクターを考え、生徒
たちが申請書類をつくって、何回も特許庁に足を運んで、
だめ出しされながら書類を完成させて、その結果、商標
登録が認められました。この他にも愛知県の岡崎商業高
校で「天下の飴」、山口県の防府商業高校では、「幸せま
す」という商標が考えられています。
　ここで大切なのは、単に商標を登録して満足していたのでは、教育として
は十分ではないということです。何のために登録するか、それは有効に活用
するためです。企業でも当然、商標登録はたくさん行なわれていますが、そ
れは自分たちの企業に、この商標を有効に活用するために登録しているわけ
です。これもやはり活用するという部分を大切にしていかなくてはいけない
ということです。
　この防府商業高校の「幸せます」というブランドは、実際には商工会議所
に登録をしてもらいました。学校名での登録は制度上できないために、ここ
では商工会議所に登録をしてもらいました。地域の商品、地域につながりの
強い商品を企業の方が開発したときには、この「幸せます」というブランド
を使って販売してもいいですよというかたちにしているのです。商業高校生
は、ぜひともこういったものをうまく使ってくださいということを企業の
方々に働きかけて、これを地域の統一のブランドとして定着させるように取
組んでいます。
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会社の社員は全校生徒約 600 人ぐらいいて、すべ
て社員ということです。３年生が社長で、１年生
が部下になる、そういう組織になっています。組
織図は載せていませんが、600 人もいますので、
かなり大きな組織になっています。様々な部があ
り、ここで縦社会をしっかりと教えています。
　私も昨年、見学しました。３年生が言ったら、１年生はビシッと聞く。社
長が言ったら、１年生、あるいはその部下はみんな聞くという、縦社会とい
うかたちになっています。実際に３日間ですが、１万 3000 名を超える来場
客数が昨年度はありました。本当にデパートという名前にふさわしい、大規
模な取組になっています。実際に車も売っていました。
　次に長崎県の島原商業高校の実践事例です。地方都市はたくさん同じよう
な問題を抱えていますが、地元の商店街に空き店舗が目立つということです。
その空き店舗をうまく商業高校生が活用して、地域振興につなげようという
取組も行なわれています。
　どのような授業を行っているかですが、実際に店舗レイアウトを生徒たち
が考えることです。どのような店舗レイアウトにしたらいいかを考えます。
実際にそこで様々な商品を仕入れて、どういう商
品を仕入れたら売れるかを生徒たちがいろいろ考
えて、その商品を仕入れて陳列する。また、接客
は非常に大切ですので、接客方法も商業高校の生
徒たちはしっかり学んでいますので、接客を行
なって、この空き店舗で販売活動を行ないます。
　ただ、商業高校生ですので、学校の中で商業の先生が指導するだけでは十
分とは言えない部分もありますので、そこはやはりプロの地元の販売士協会
会長の方に来ていただいて、生徒たちが活動している、実際に店舗が開店中
に商品陳列や接客についてその場で指導してもらう。この商品陳列は、こう
いう点で問題がある。どうやったらいいだろうかを生徒たちに考えさせて、
その場ですぐに改善させて、また接客の仕方についても、課題があればその
場で指導してもらっています。
　実際に一度、空き店舗の実習をしたら、学校に戻ってきて、KJ 法を用いて、
そのときの課題の洗い出しを行なって、ロジックツリーで課題解決方策を生
徒たちが考案するということです。新しい学習指導要領で言語活動の充実は
小中高すべてで言われているわけですが、ここで言語活動をしっかり行なわ
せて、次の空き店舗実習の計画、または実施に生かしていく。ですから何回

証シールをはらせてくださいという依頼も受け付けています。高校生が認証
する基準をつくって、その基準に合致していれば、認証シールのマークを貼っ
てその商品を販売することを認めるという、高校生と大人の立場が逆転した
ような、企業の方々が高校生にぜひとも認証してくださいとお願いに来ると
いう、そういう取組をしています。また、新商品を開発してください、企画
してくださいといった、依頼もきています。
　この学校以外でも、コンビニエンスストアからの企画依頼も商業高校にき
ています。実際に「○○商業高校との共同開発商品」のようなかたちで、商
品が期間限定で発売されている事例もたくさんあります。また、山崎製パン
のランチパックも生徒たちが考案して、販売されたという事例もあります。
　指宿市立指宿商業高校は模擬株式会社ではなく、実際の株式会社が立ち上
がりました。とはいっても学校でつくったわけではないのです。学校で株式
会社をつくることはできませんので、この商業高校の元職員あるいは地元企
業の関係者の方々が取締役となって株式会社がこの４月に設立されました。
　この株式会社の設立意図は、指宿商業高校の生徒たちが実践的なビジネス
活動を行なう、実践的なビジネスを体験する場を設ける意図で設立した株式
会社です。実際に株式会社の設立の登記の書類はこの商業高校生が作りまし
た。学びの場というかたちで、提供してもらいました。商業高校生たちは株
式会社の一社員のようなかたちで様々なビジネス活動を展開しています。そ
ういった点で、かなり実践的な学びが深まってきていると思います。
　この他にも新潟県の新発田商業高校では、ジュニア・アチーブメントジャ
パンが主催していますスチューデントカンパニー・プログラムに参加をして
おります。
　実際に生徒が学校の中に資本金１万円の模擬株式会社を設立します。これ
もあくまでも模擬ということになるわけですが、100 円ずつ出し合い、そし
て商品の開発・生産・販売を行なって、その経営成果を 16 週間後の株主総
会で発表するプログラムになっています。この学校の生徒たちが社長、副社
長、あるいは様々な係を担当して会社を運営していくことになります。最後、
株主総会で報告するわけですが、そのときには地域の企業の方々に来ていた
だいて、株主総会の場で企業の方々から様々な質問をしてもらい、本物の株
主総会のように生徒たちが活動しています。
　写真は長野商業高校が行なっている取組で、模擬株式会社長商デパートを
設立しています。毎年１回、デパートを実施しています。これも模擬ですが、
実際に生徒たちが出資をしています。もちろん卒業するときには出資金は返
金しますが、毎年 10 月に３日間、「長商デパート」を開催します。この模擬
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というものも作っています。実際にこれは KJ 法の資料で、ロジックツリー
を作るための資料です。ここで問題点をまとめています。この問題点の打
開策を考えましょうといった活動をこの資料を使って行なっているという
ことです。
　岡山県の津山商業高校の実践事例ですが、企業
の活動に目を向けさせようという取組です。実際
に私は授業を見てきましたが、テーマは「企業の
社会的責任」です。ものの売り方や流通だけを教
えても、それではアントレプレナーシップという
部分では、まだまだ弱いですので、アントレプレ
ナーシップを理解するためには様々なアプローチをしていかなければなりま
せん。企業の社会的責任は重要な要素ではないかと思います。
　企業の社会的責任は教科書の中に書いてあります。ですが、正解は１個で
はありません。一つの例をあげますと、「これが企業の社会的責任ですよ。
はい。これ、ちゃんと覚えといてね」という学びでは、これは実際に社会に
出てから適切に判断して行動するということにはならないわけですので、そ
ういった点で、ここでは生徒たちに考えさせるという学習活動を展開してい
ます。
　地元、岡山県の企業にクロスカンパニーという会社があります。earth と
いうブランドで展開しているアパレルメーカーです。このクロスカンパニー
の会社案内をうまく活用しています。
　この企業ではこのような活動を行なってることを生徒たちにまず紹介をし
て、その上で「社会にとって良いことが、会社にとって良いことだ」という、
そういう仮説を提示して、「クロスカンパニーの事例はどんな点がいいこと
なのか」ということ、「会社はもうけることが目的だとするならば、この仮
説というものは相反するのではないか」という、そういう問題を提示する。
それで生徒たちにグループごとにディスカッションさせることです。
　そして企業の社会的責任ということを生徒たちなりに考えて、それを最
終的にこのキーワードを使って、自分は企業の社会的責任について、この
ように捉えましたというものを作って、それを発表するという取組をして
います。
　高松商業高校での実践事例として、ケースメソッド教育を行なっています。
実際に地域をテーマにした、地域の経済活動またはビジネスをテーマにして、
ケース教材を担当の先生が作りました。地域の方々のところに行って、イン
タビューをして、それを基にケース教材を作りました。そのケース教材を基

も繰返し空き店舗実習を生徒たちが経験しています。

　また、空き店舗ですが、「島商ップ」という名前ですが、デッドゾーンが
実はあるのです。入口を入ってすぐデッドゾーンがあります。デッドゾーン
はデッドゾーンとして、そのまま
にしておいても、これは何の工夫
もありませんので、いかにしてそ
こを有効に活用させるかというこ
とも、とても大切な学びですので、
生徒たちに考えさせる。どういう
ふうにしたら有効に使えるかを考
えさせて、生徒たちのアイデアを
生かして、このデッドゾーン、ス
ペースをうまく活用できるように
します。
　こういった実習を円滑に行なうために、この学校では販売実習学習資料
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ういった力を育成することも、起業家教育の中では大切ではないかと思って
います。
　もちろん学校教育、高等学校ですので、教科書を使って授業をしますが、
教科書というのは編集、教科書検定、あとは学校での採択、それだけで３年
間かかります。１回つくったら２年間ぐらい改訂
されませんので、そうすると内容的にどうしても
タイムラグが生じてしまいます。具体的な企業名
を示すことはできないということもあります。さ
らには地域ならではの題材を扱うということも非
常に難しいです。
　生きた経済社会、生きたビジネス、それぞれの学校にある地域というもの
を題材にしているわけですので、そういった点では、教科書だけを使って授
業を展開することは、なかなか限界がありますので、このような教材を作成
して、教科書と関連させながら授業を展開しているという事例もあります。
　他にも長野県の商業教育研究協議会でも、経済に関するワークシートをつ
くっている事例があります。生徒たちに考えさせるというものになっていま

に、生徒たちにディスカッションを行なわせています。
　授業展開はこのようなかたち、ケース教材について事前学習を 0.5 時間行
なう。必要に応じて、関連する視聴覚教材などを見たり、またはフィールド
ワークを行なったり、その上でグループディスカッションを行なって、さら
にはクラスディスカッションを行なって、まとめと感想を記述させるという
ような授業展開になっています。

　いくつもケース教材がありますが、その一つが次の「高松丸亀町商店街の
挑戦」というテーマのもので、この商店街が取組んでいること、どうやった
ら良い街になるのか、住みやすくするためにはどうしたらいいのか、といっ
たもので、これを基にディスカッションをしています。
　このようなディスカッションを行なうことは非常に重要なことだと思いま
す。生徒たちが社会に出てから、相手の考えをしっかり聞いて、それを理解
した上で自分の考えを伝えるのは、非常に重要なことだと思います。実際に
今の子供たちは活動が苦手です。なかなかそういった経験を十分積んできて
いない、根本的に苦手なのではなくて、そういう経験を積んでいないと思う
のです。つまり、そういう経験を繰返し積ませるということが大切だと思い
ます。
　実際、「最初は、ディスカッションをして発言するというのは恥ずかし
かった」、「嫌だった」、「でも、何回も繰り返して行ないますので、そうす
ると回を重ねるごとに、だんだん苦ではなくなってきた。」、「しっかりと
自分の意見をもって発表するのはとても難しいのだけれども、でも、それ
は非常に大切なことだということがよく分かった。」と生徒の感想があり
ました。
　また、自分と違う角度からの意見もたくさんあって、それを聞いて大変感
心することも多かったという感想が寄せられているということですので、こ
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PR にもなります。
　さらには地元の小学生たちにとっては、一つのキャリア教育の場になって
いると思います。キャリア教育の充実が強く求められています。なかなかキャ
リア教育は展開が難しい部分もありますが、それを地元の商業高校がそうい
う場を提供しています。実際に実施している商業高校から、小学校側が「今
年はいつ実施されるのですか」という問合せも来るようです。そういった様々
な意義があることで、キッズビジネスタウンが徐々に広がりをみせています。
　様々な事例を紹介させていただきました。ご紹介させていただいたもの、
すべてがアントレプレナーシップの涵養につながっていくものではないかと
思っています。
　このような取組を、商業高校で行なっているわけですが、小学校と商業高
校、中学校と商業高校が一緒になって、様々な商品開発、または販売実習や、
店舗経営等も展開することも考えられるのではないかと思います。
　もちろん高校でも教科商業科だけではなくて、他の例えば公民科の先生方
との連携も考えられます。あるいはパッケージデザインを考えるときには美
術の先生と連携する等、様々な教科と連携することによって、もっともっと
充実した活動が展開できるようになってくると思っています。
　今日は本当に様々な学校、様々な教科の先生がお越しですので、ぜひとも
そういったことも考えていただきながら、どのようにしたらアントレプレ
ナーシップというものをしっかり生徒たちに涵養させていくことができるか
をお考えていただくと共に、今お話しさせていただいたことをご参考にして
いただければ大変ありがたいと思っております。

す。知識を一方的に教え込むといったものではない、やはり子供たちに考え
させるといったものになるように工夫をしています。
　最後に、商業高校と小学校とが一緒になって取組んでいる事例について紹
介をさせていただきたいと思います。キッズビジネスタウンを実施する商業
高校が近年、少しずつ増えつつあります。愛知県の岡崎商業高校、新潟商業
高校、長野県小諸商業高校、秋田商業高校などです。まだ他にも実施されて
います。
　キッズビジネスタウンは一体何かといいますと、キッザニアに少し近い部
分があります。学校で行うことですので、あくまでリアリティを究極まで追
求することはできませんので、そこのところはちょっと違います。

「子どもたちがつくる、子どもたちの街」という趣旨のもとで、児童や幼児
が市民となって、皆で働き・学び・遊ぶことで、共に協力しながら街を運営
し、社会のしくみを学ぶ教育プログラムです。
　キッザニアと違うのは子供たちに仕事を教えるのは、キッザニアは大人が
進めます。キッズビジネスタウンは商業高校生が教えるのです。商業高校生
は普段から様々なものの売り方や、またはコンピュータの活用の仕方等、実
際にビジネスや、経済社会というものを日頃学んでいますので、その学びを
生かして小学生に教えるわけです。
　小学生はまず来たら、市役所で住民登録をします。そののちハローワーク
に行って、小学生が仕事を探します。そして仕事をそこで体験し、そのこと
によりお金をもらえるわけです。このキッズビジネスタウンの中だけで使え
るお金をもらう。納税も行なう。本当に実際の社会と同じことをこの中で展
開していきます。そして、このタウンの中で買物をします。お金がなくなっ
たら、またハローワークで仕事を探して、仕事を体験してお金をもらって、
納税し、買物をすることを何度か繰り返すというものです。
　このキッズビジネスタウンが、なぜ徐々に広がりつつあるのかと考えるの
ですが、いろいろな意義があります。一つは商業高校生にとっては小学生に
仕事を教えますから、教えることはものすごく学びになります。商業高校生
にとってのいい学びの場になります。今まで日頃、自分たちが学んでいるこ
とは役に立つのだという実感を持つわけです。
　さらには商業高校の PR にもなるわけです。中学校から来ている先生方、
商業高校はどれだけ、どのような教育をしているのかということをある程度
ご存知だと思いますが、なかなか目に触れる機会がない、目にする場面は限
られていると思いますので、そういった点で地域に開放するかたちで、こう
いう取組をすることによって、商業高校はこういった学びをしていることの


