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はじめに
　第 16 回起業教育研究会第２分科会では「マーケティング」に関する内容
として、アクティベイト研究会で作った「高校生のための知的財産権＆マー
ケティング「Work Book」の活用」について報告します。

アクティベイト研究会
　ワークショップや、アクティベイト研究会等、いろんな言葉が出ています
ので、まずアクティベイト研究会という組織、そして、この作ったワークブッ
ク、開発の経緯等を説明をしたいと思います。
　まず、この「高校生のための知的財産＆マーケティングワークブック」を使っ
て本日はワークショップ等を展開していきます。アクティベイト研究会では 2
冊のワークブックを作りました。最近のビジネスを取り巻く環境につきまし
ては経済のグローバル化や、国際化、ICT 化、サービス経済化が進み、めま
ぐるしい変化をしています。その変化に対応していくためにはより専門的な
知識、技術を有した人材育成が必要になってきますが、宮崎県商業教育研究
会ではその人材育成の研究のためにアクティベイト研究会を設置しました。
　アクティベイト研究会は、進学
研究、就職研究、そして、ビジネ
ス研究という三つの委員会を立ち
上げています。
　例えば、進学研究は商業の高校
生における進学指導対策や、大学
の進学対策、小論文の対策等、県
内の小論文の指導にたけている先
生方を講師に招き県内の高校生が
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対策講座を受講します。就職研究
は就職指導対策で、企業・ハロー
ワークの方の講演、または卒業生
の講演を開催しています。
　今日のビジネス研究の主な取組
としてはこの「起業家教育ワーク
ブック」と、「知的財産とマーケティ
ングのワークブック」を制作しま
した。これらの取組は、いずれも
平成 16 年からスタートし、平成 20 年までの時限付きの研究会で取組んでき
ました。
　次に、その中のビジネス研究には、目的が三つあり、この新たなビジネス
教育の技術の高度化に対応するとなっています。次が教員の資質向上や指導
者養成です。そして、生徒に対して魅力ある商業教育の展開をしていくこと
で、この三つを目的に取組をしてきました。

アクティベイト研究会の主な取組（平成 16 年～ 18 年）
　ビジネス研究のその具体的な取組は、平成 16 年からスタートし、当時の
文部科学省吉野弘一先生をお招きして、商業高校の生徒の研究発表大会が年
１回行なわれ、県内大会の上位３校の発表とその後、吉野先生の講演を行い
ました。
　平成 17 年に、スパークジャパン
という宮崎県の地元の IT 企業の
社長岡田憲明氏をお招きして講演
を行いました。この方が非常に特
異な経歴を持ち、学生時代の時か
ら自分で起業して、学生の時代か
ら車検代行を行い、その後、いろ
いろな起業をされて現在のこのス
パークジャパンという会社を経営されているというお話でした。この方は宮
崎県の青年会議所の理事長もされていました。
　平成 17 年の研究はゲーム開発をしようと元になるゲームを使って、まっ
たく新しいゲーム企画・開発を進めていくことになりましたが、平成 18 年に、
このゲーム企画は諸般の事情で中止せざるを得なくなりました。そこで、平
成 18 年６月、地元の大学の宮崎産業経営大学から２名の先生を招き講演を
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頂いて、この時に宮崎県の独自のワークブックを作ろうとなっていきました。
　その間にもこの県内の研究員の先生方数名と、大阪商業大学の起業教育研
究会に参加し、参考になる資料や話を聞き、県内の独自のワークブックの開
発に着手していったのです。
　起業家教育ワークブックは、「社長ってどんな人、どんな仕事」、そして、「儲
けの種を考えよう」「会社を運営しよう」宮崎県独自の「宮崎で商売をしよう」、
あとは「各高等学校での取組」を１冊のワークブックとして作成しました。
これが宮崎産業経営大学との高大連携事業で、大学の先生方と一緒になって
制作したワークブックです。

アクティベイト研究会の主な取組（平成 19 年～ 20 年）
　平成19年度から平成20年度にかけ、今回使用するこのマーケティングワー
クブックの作成に着手しました。こちらを作成した目的は「ビジネス基礎」、

「商品と流通」、「マーケティング」、「国際ビジネス」等、商業専門の科目が
ありますが、教科書にはある程度の内容が書いてあるのですが、もっと深い、
一歩突っ込んだ資料がないという話になりました。そこで、こういった各分
野でも活かせるワークブックを作ることになりました。
　そして、平成 20 年 11 月に記録を確認したら、その他のワークブックがで
きたので、研究授業や研究協議を行い、実際にこのワークブックの効果、検
証を行ないました。
　実は大学の先生と連携してこの
ワークブックを作ったのですが、
大学の先生が書かれた文章と高校
の先生が書いた文章があります。
その中でも挙げられたのが大学の
先生が果たして自分の書いた文章
が高校生のレベルなのかどうかと
非常に不安に思っていました。
　また、せっかくワークシート等を
大学の先生が作られたのですが、それの模範解答がなかったのです。あとは県
内の先生方にお配りした時に、県内の先生方から意見として挙がったのが大学
の先生が書いた文章が、いったいどういう意図で書いたのか分からないという
こともありました。そのため、今回作ったこのワークブックに関しては県内の
先生や、研究員が各章のねらいを作りました。このような意図でこういう章を
設定したことを明確にしました。
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　これらのワークブックは平成 21
年、九州で全国高等学校商業研究
発表大会があり、発表いたしまし
た。あとは同年、大阪府で開催さ
れた全国産業教育フェアでも冊子
の展示や配布を行いました。
　１冊目のワークブックでは「宮
崎県で商売をしよう」という内容
とし、宮崎を代表する社長に出て
いただき、商売をして楽しかった
ことや、商売の難しさ、商売のコ
ツ等、インタビューを掲載してい
ます。こちらは宮崎県の菓子製造
の日高社長ですが、チーズまんじゅ
うで有名な方です。
　あとは、農業法人の方、そして、
株式会社ベルフェミンという美容
室を経営されている方です。それから、ファッション、デザイナー関係等、
いろいろな業種の方に幅広くインタビューに答えていただいています。
　第５章の「各高等学校での取組」で、年に１回全国高等学校生徒商業研究
発表大会があり、各学校のこの研究発表大会の数年間の取組を掲載していま
す。
　高校生のための知的財産＆マーケティングワークブックは、商業の歴史は、
小論文等を記述する上で、商業の歴史等が必要なためワークブックに戦後か
ら現在までの経済史を掲載しています。そして、円高・円安の関係や、若干
解説も入れながら経済について学べる内容になっています。

知的財産権、商品開発について
　人間の独創的な知的創造活動について、その創作者に一定期間与えられる
権利が知的財産権と言われるものです。大きく特許権、実用新案権、意匠権、
商標権、著作権の五つがあります。この中の前四つがいわゆる産業財産権と
言われるものです。示されている携帯電話に、この四つを埋めていただけれ
ばと思います。
　まず、発明自体が特許権になります。アンテナを収納する場所が実用新案、
商品のデザインが意匠権、それから、商品のサービスやマークが商標権です。
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　実は生徒たちに、様々な発明の経緯を調べて、レポートにまとめる取組に
着手し、まずは楽しみを持ってほしいと考えました。
　まずこの知的財産を勉強する上で最初に行わなければいけない大事なこと
は、弁理士の方の話や知的財産の研究されている方の話の中でも、まず最初
に話をされています模倣品、いわゆる類似品と海賊版についての内容は、絶
対外せないので、ワークブックにも掲載しています。
　まず最初は模倣品と海賊版の違いから話をし、模倣品というのは産業財産
権で、先ほど話をしましたように四つの権利、特許、実用新案、意匠、商標
を侵害する商品が模倣品です。それから、最後の五つ目にありました著作権
を侵害する商品が海賊版といいます。
　地元の黒木本店の酒店の、「百年の孤独」という焼酎ですが、有名で、ネッ
ト販売されている焼酎です。「百年の孤独」が本物です。真ん中の「の」だ
け抜かして「百年孤独」で販売されている商品があります。
　実際に地元の企業でもこのような類似品、模倣品の被害に地元の企業も
遭っているということを、生徒にも分かってもらうため、自分の足で稼いで
いかないといけないなと思います。私もこのようなことを勉強するにあたっ
て、いろいろな企業にも回らせていただきました。
　例えば、海賊版で、著作権を侵害するゲームソフトに五つ入っているという、
本当に製作者の気持ちを何も考えていなく、実際に破格の安値で販売されてい
ました。
　こういったものを見せつつ、あと著作権侵害です。聞いたことがあるかと
思いますが、よくニュースにも出ていました。海外にあるディズニーランド
に似せたテーマパークです。まずは事実を生徒たちに話をしながら、ではな
ぜいけないかということを真剣に考えていき、模倣品、海賊版の製造販売や
販売目的で所持する行為は刑事罰、損害賠償の対象になることがあります。
それから、商品の製造販売業者の信用やブランドイメージを毀

き

損
そん

する、傷つ
ける行為を手助けすることになります。だから、そういったものを作ること
はブランドイメージを壊すことになります。
　実際に製造されている、「百年の孤独」は麦焼酎なのです。ところが「「百
年の孤独」の商品買ったのに芋焼酎じゃないか」と言って、「百年孤独」を
飲まれた方がかなり憤慨されて電話がかかったそうです。調べたところ、あ
る空港で「百年孤独」として販売されていたそうです。そういったことで、
製造者も「もうあれには参りました」と言われてました。
　あとは、これは知らなかったのですが、二次犯罪の手助けをするというこ
とです。模倣品、類似品を購入するのが、実際は、いわゆる暴力団関係が多
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いということです。結局、そこで得た収入を銃器、薬の購入財源となる。要
するに、二次犯罪の手助けをしていることになります。生徒たちに、「偽物
を買うことは悪いことだ」ということを考えさせる良いきっかけになったと
思います。
　実際に実践的に取組ませるのが商標権しかないと思います。実際に発明を
させたり、どこかの学校、生活情報科や家庭科がある学校と連携して、いろ
いろ考えましたが、実際は商標権が生徒たちが取組める内容だと思い、ワー
クブックには商標権を載せています。
　実際、『ごきぶりホイホイ』『お〜いお茶』、『植物物語』『G-SHOCK』等、
こういったものは皆さんの生活に根付いている商品で、ネーミングの大切さ、
ネーミング自体、会社名をとっても安心感があり、品質保証する大事なもの
だということをまず話をしました。
　商標は看板のマーク、ネーミングで、いろいろな細かい法律的な話もしな
がら、ワークブックは基本的にあらゆることができるように作成しました。
実際に自分たちで、ネーミングを考えさせたり、身近な商品に取組ませるこ
とをしました。結局、考えさせても類似品の問題を考えた上で似た物を作っ
てはいけないということで、あなたが考えたネーミングをそのまま登録でき
るということで IPDL があり、特許電子図書館にてインターネットで IPDL
と打ち込んでもらえば、自分の考えた商標や商品のネーミング等を確認し、
登録済みのものは優先され、後から考えたものは登録できないという話をし
た後に、実際にネーミングを考え調べて、「ああ、あった。これないと思っ
たのに」、そういった体感させていくことが重要です。実際、「ライオン」と
入れたら、それに関係するものが 570 件出てくるのです。
　結局は教材や教科書等にもなく、いかにして体験的にさせるかは、やは
り地元企業の協力が必要です。先ほどもありましたういろうなのですが、
簡単ういろうという名前だったのです。その作られた方にぜひ本校で考え
させてくれないかと、それを教材として本校で使わせてもらいたいと伝え
ました。もしよければ、生徒たちが作ったものに名前つけてもらえると助
かりますという感じで、実際に授業では、あなたも売れる商品名を考えて
みましょうと、商品の特徴は手作り感覚で粉を水に溶かしてよく混ぜて、
その後レンジで４分 30 秒加熱するとできあがり。まず、あなたの考えるこ
のういろうへの思いを書いてみようや、ターゲット等、このういろうの消
費者を想像し、その人の思いを書いてみよう等、製造した後に実際にネー
ミングを考えさせました。
　それで、生徒たちに実際に考えさせ、IPDLで調べさせて、それが大丈夫だっ
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たものだけを挙げさせました。そしたら、我々の頭が固くなったから出てこ
ないのですが、生徒たちを見ていると「えっ」というのがいっぱいあり、こ
れが若い発想かなと思いました。
　生徒たちが一生懸命考えたネーミングを投票で決めました。候補としてあ
がった５つのネーミングは、「ういろう伝説」「ういろうくん」「ういろう戦
隊レンジでデキルンジャー」「ハーブういろう」「ういろう仮面」でした。
　その中で決まった、ういろう戦隊レンジでデキルンジャーを実際に開発さ
れた方に持っていって、恐る恐る出したのです。そしたら、非常にいいと言っ
ていただきました。これが実際に商品のパッケージになったのです。
　しかし、商標登録までは、まったく考えていないのです。実際に商標を出
願する練習もしたこともありますが、実際に費用のねん出が難しいので、ま
ずはそういうことを考えさせて地元の企業の方が協力していただければ、商
品パッケージにもなり販売して、生徒たちの満足感、充足感が得られる感じ
で、ワークブックと平行して実際的に実践的な取組にしていかないと生徒た
ちはそっぽを向いてなかなか授業にならないのです。
　知的財産に関する授業を小学校まで出前授業に行って、この授業を担当し
た生徒は本当に内気だったのですが、この出前授業がきっかけとなり学校の
先生になると言って、先日、教育実習に来ていました。
　学校を知ってもらう上でもやはり交流することはいいと思います。いろい
ろ学校をアピールする必要性という話がありましたが、ここに来ている生徒
たちが一生懸命、小学生に先ほどの知的財産に関する授業をしたのです。そ
のあと一緒に作って食べたりして、教えることが一番身につくような気がす
るのです。
　小学校、中学校でこういった実際にワークブックを必要最低限の部分だけ
を使って、自分でネタを探しては体験的に学習させてきました。以上が知的
財産権、商品開発についてです。

顧客満足とは
　よくCM等、メディアで言われています顧客満足です。顧客満足度ナンバー
ワン等、よく CM で言っていると思います。では、この顧客満足というの
はいったい何なのかということを説明したいと思います。
　顧客満足とは Customer Satisfaction、カスタマーはお客様という意味で
す。Satisfaction は満足という意味になります。そういったことで Customer 
Satisfaction で顧客満足と言っています。よく業界では CS と言っています。
このCustomerのC、そして、SatisfactionのS、この頭文字を取って、CSと言っ
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ています。今日はもうこれ以降顧客満足は、“CS”と言って説明していきた
いと思います。
　では、商業高校生では新しく商品開発の科目も加わり、考えないといけな
いのは売り方だと思います。売り方も同時に考えていかないと物は売れない
と思います。いくらいい物ができても、売り方次第ではその売上も変わって
きますし、もうけ方も変わってくるのではないかと思います。

CS を得る為に重要な３点
　販売店の顧客満足とは、３点挙げました。まず、お客様のニーズ、お客様
が何を欲しがっているのかということです。これを十分把握した上で商品選
択・購入のお手伝いをすることです。そして、その結果に満足をしてもらう
ことです。「ああ、買ってよかった」と思ってもらわなければいけないわけ
です。
　やはりこのお客様のニーズを十分把握することがポイントになってきます
が、お客様がいったいどういうシーンでその物を使っていくのかというとこ
ろをよく聞いた上で、ではそのお客様に見合った商品はこれですよと提案す
る。やはりこれで全然変わってくると思います。そして、それを買ったお客
様がその結果にすごく満足をしてもらえればいいのではないか、これが販売
店に求められる CS の一つということになっていきます。
　二つ目は、商品は売ったら終わりかというと、そうではありません。やは
り商品を購入した後のアフターサービスや、苦情や、クレーム等に対して適
切な対応や措置を行なう。そして、その苦情を寄せてきたお客様がその結果
に対して満足していただくことです。アフターフォローも、アフターサービ
スも大事なのです。
　そして、これが CS の大きなポイントになってきますが、これらの CS の
実現によって再度、継続的に自分の店を選んでもらうこと。そして、利用し
てもらえる条件や状況を作り出すことが販売店に求められる CS ではないか
と言われています。ここが大事なポイントです。つまり、継続的に自分の店
を選んでもらうということです。これが CS のポイント、販売店に求められ
る CS 活動ということになってきます。

CS の歴史
　では、ここで CS の歴史を振り返りたいと思います。この CS が日本の
企業で本格的に導入され始めたのが 1980 年代の終わり頃です。1990 年代、
1991 年頃には企業がこの顧客満足を言い始めた年です。
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　それ以前は「お客様は神様です」という CM もありましたが、「顧客第一
主義」や「顧客第一主義経営」といったお客様を第一とする考え方が基本で
す。こういった経営姿勢から、やや抽象的で企業的な視点でとらえたもので
した。
　それをお客様の満足度というところに着目して今の企業は動いているので
す。そして、お客様の満足度を高めて、お客様に再度または継続して選択し
てもらえる経営を、これが大事だと言っています。

CS 度の高い店、低い店
　CS 度の高いお店、低いお店を考えていきたいと思います。お客様が買っ
てよかったという満足度が高いお店と、そうでないお店と何が違うのかとい
うところです。まず、CS 度の高いお店ですが、継続してそのお店に行くと
思います。継続してそのお店に行くことを日本語で言うと常連という言葉に
なり、横文字で言うとリピーターです。何年も通い続けます。その人たちが
次どうなっていくかと言いますと、生涯顧客になります。そして、さらにそ
のお客様が「あそこの店行ってごらん。あそこの店、よかったよ」というこ
とで、新しいお客様を連れてきてもらえます。
　最終的に、安定した経営が望めるということになります。この CS の理論
ではこれが大事だと言っています。先ほどもありました継続してなぜお店を
選んでもらわなければいけないのかと言いますと、継続して選んでもらわな
ければ広告費がかかります。折込みチラシや、いろいろと莫大な広告費がか
かるわけです。お金をかけたわりにはあまり効果が出ないとなると、無駄と
いうことになるのではないでしょうか。
　それより、今いるお客様を大事にして、一生にわたって来て頂くこと。そ
して、そのお客様が口コミでまた新しいお客様を連れて来てくれる。いま自
分の周りにいるリピーターのお客様を大事にするだけで、莫大な広告費をか
けなくてもお客様がお客様を呼んでくれるということです。だから、継続し
て選んでもらうのが大事と言われています。そうして、莫大な広告費をかけ
なくても安定したお客様が来る。そうなると、安定した経営が望めますとい
うことがこの顧客満足の理論になってきます。
　私の母は散髪屋をしていました。散髪屋をあまり変えないと思うのです。
だから、子供の時からずっと通い続けるのです。大人になって今度はその子
供を連れてくるわけです。
　２世代、３世代にわたって散髪に来ていただけるということで、広告や新
聞広告をまったく入れずに、安定した経営ができました。CS 度が高いと言
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えると思います。
　では、逆に CS 度が低かったらどうなるのでしょうか。お客様が満足でき
なかったということになるとどうなるのかということです。もし行ったお店
が満足できなかったらどうですか。またそのお店に行きますか。もう行かな
いのでお客様が減っていきます。その店からお客様が離れていくのです。そ
れだけではないです。怖いのはこれからなのです。満足できなかった場合、
その悪いうわさが広がります。さらに、店離れが加速するのです。
　従業員を雇っていたら、給料も払わなければいけません。やはり売上が上
がらなければ、経営としても成り立たなくなるのです。CS の本では、最終
的には倒産につながるのではないかと書かれています。
　この CS 度が高ければ莫大な費用を使って新規顧客を開拓しなくてもお客
様を紹介してくれます。
　逆に CS 度が低い場合、そのお店に不満を抱くお客さんが１人いれば、そ
の不満を 10 人に話すと言われている統計があるのです。これはアメリカの
マーケティングをされているグッドマンさんが、グッドマンの法則で示して
います。
　対応がよければリピート率は 82％という、統計が出ています。また、商
品に対して満足した人はそれを５人に伝達します。また、不満の場合につい
ては 10 人に伝達するという統計が出ているのです。
　資料のワークシートは、購入前、購入時の CS 活動で、自分の買い物を振
り返っての話です。なぜその店を選んでいるのか。そして、その店の店員さ
んの対応はどうか。その店をなぜ継続して利用しているのかということを書
いていただくといいかと思います。
　また逆に、もう二度とこの店に行かないと思った場合には、なぜその店に
行ったのか。その時の店員さんの対応は何が悪かったのか。そして、その店
を利用しなかった理由を書いていただくといいと思います。
　実は商品を買う前からこの CS 向上の取組があり、販売員に求められる資
質があります。それを紹介していきたいと思います。まず、購入前の CS 向
上に向けての取組として、まずはお客様との様々なコミュニケーション活動
ということになります。やはりお客様と触れ合っていくことが大事です。そ
して、お客さんとの会話の中で顕在的とか潜在的なニーズを聞き出していく。
そして、それを踏まえた上で具体的な提案をしていく、これが CS 活動の原
点ということになります。
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CS の為に販売員に求められる能力
　CS を得られる為に販売員に求められる能力は三つ挙げました。まずはコ
ミュニケーション能力です。お客様に失礼のない対応、接客マナーを身につ
けてお客様にまず失礼がないようにしないといけないということです。だか
ら、接客マナーの学習が必要だと私は生徒に語りかけています。
　あとは、豊富な商品知識です。これはお客様のニーズを聞いた上で、その
人に合った商品の提案が求められます。これをお客様の望まない機能や必要
もないものや高価なものを売りつけると、トラブルのもとになる可能性があ
りますので、やはりお客様が何をしたいのかを聞いた上で商品の提案を行っ
た方がいいです。そして、そのためにはやはりその商品のことについて知ら
なければいけませんよという話をしています。あとは、提案力ということで、
お客様にその商品の提案を行なう時に様々な提案の仕方があるわけですが、
お客様が納得できるような提案の仕方が求められます。

接客に必要なパーソナルスペース
　パーソナルスペースと言って、これ以上私には近寄らないでくださいとい
うものがあり、他人が近づかれると不快に感じる空間があります。これはパー
ソナルスペースや、パーソナルエリアとも言われ、アメリカの文化人類学者、
エドワード・ホールさんという方が言ったことです。
　人間のパーソナルスペースには四つの領域があります。これがインティメ
イトスペース（密接距離）で、これは親しい人に許される空間で約 45cm ぐ
らいです。その次はパーソナルスペース（個体距離）で、1.2m ぐらいです。
そして、ソーシャルスペース（社会距離）で、3.6m です。そして、パブリッ
クスペース（公共距離）で、7.6m です。統計を取ったら、生徒もこのよう
な結果が出ています。詳しいことを見ていくと、接客に必要なのがこれぐら
いではないかと思います。あまり近寄らないようにすることや、知らない人
同士が会話をしたり、商談をする時に用いられる距離がこれぐらいと言われ
たりします。
　なぜ正面、横、後ろというようなことになるのかと言いますと、正面だと
やはり不快に感じるのです。後ろですと、遠く離れていますからなかなか会
話にはなりません。しかし、横になってきますと、結構近寄っても大丈夫だ
と思います。結構この横の並びで話をするといいと言われています。真後ろ
だと不安を与えたりするので、お客様に対してファーストコンタクトアプ
ローチする角度が斜め後ろが良いと言われています。
　そして、言葉を発した後に礼をしなさいと指導します。なぜ言葉を発した
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後に礼をするのかと言いますと、これはある企業の方も言っていましたが、
「いらっしゃいませ」と言われて後ろを振り向いて、その時に礼がきれいに
見えますと、企業の方は言っていました。
　いろいろ諸説はありますが、お客様にアプローチする時には、斜め横辺り
が望ましいですということです。
　私は高校の時に大失恋して胃潰瘍になってしまって２週間入院したことが
あります。今振り返って分かったことは、正面から告白したからだめだった
のだと、生徒にも話をしています。人に近づいて何か話をしたい時には横に
立って話をするといいと心理学でも言われています。
　だから、会議でも最初に座る席でその会議が決まってくるのです。
　正面というのは金銭の受け渡しにはいいようです。接客になってくると、
お客様に近寄って話をするので、できれば横や斜め後ろからアプローチする
といいと言われています。
　どんなお客様に声をかければいいのかということです。どういうお客様が
ねらい目なのかというと、商品の前に立って腕組みをして、じっと見ている
方いませんか。こういうお客様は声をかけたら結構興味を持っていたりする
のです。
　それから、商品に対して正面に立っていて足のつま先が商品に向いている
人、これがねらい目だそうです。だから、お客様との距離感の話なのです。
これは今回最初の資料で参考文献に挙げている「接客のスキル」の山岸先生
が書かれていた文章の中で、ベテラン販売員は、いかに存在感を消すかだそ
うです。お客様から声をかけられてもあえて無視するそうです。それで、店
内の陳列や清掃に精を出します。わざと背を向けると、お客様から近寄って
きますという話です。
　お客様の中にはもう話しかけるのが嫌だという人もいるのです。やたらと
声をかけるのもあまりよくないのであえて声をかけられても２回ぐらいは無
視する。そしたら、お客様が「すみません」と来るので、それで初めて気づ
いた振りをして、「ああ、すみませんでした」と応対をされる方もいらっしゃ
るみたいです。結構これは使えるテクニックではないかと思います。
　最後にお客様を見送る時、出口まで見送る時に非常に丁寧な応対をしてい
ることがあります。最近、眼鏡店では、車が見えなくなるまで礼をしていま
す。本当だろうかと思ってバックミラーで見ていると、本当に見えなくなる
までしています。結構そういったところもありますし、あとは、購入した後
にサンキューレターを発送するところもあります。
　家電業界の場合は、３年、５年、７年の割合で新しい新製品の提案をして
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いくところもあります。すると、「ああ、もう替え時だな。じゃあ、そろそ
ろ買い替えようか」ということになるとも言われています。だから、買った
後のお客様とのつながりも大事ということです。
　以上で、顧客満足を実践も踏まえながら、お客様とのアプローチの位置等
を体感することができたのではないかと思います。だから、生徒達をしかる
時も正面からでなく横に立って、「おまえ、だめよ」と言ってあげてください。
そしたら、言うことを聞いてくれると思います。

　発表の中で紹介した課題研究の取組（宮商レンジャー・商品開発）を
facebook で紹介しています。ぜひ、ご覧ください。
　○宮崎商業高校（販売戦略班）
　　　→ http://www.facebook.com/miyasho.product
　○宮崎商業高校（商品開発班）
　　　→ http://www.facebook.com/miyasho.kaihatu
　

①実践力 Upプロジェクト

１．はじめに
　本校があります北海道旭川市は、上川
地方といい、北海道のちょうど中心部
に位置します。人口 35 万人の道内第２
の都市です。北海道の中でも寒暖の差が
非常に激しく、マイナス 18℃から 32 〜
33℃まで、先日 34℃まで上がったという
ふうに聞いております。特に自然に恵ま
れ、大雪山系から流れる水がきれいで、水に恩恵を受けた野菜、コメなどが
とても有名な地域です。大小 130 の河川、そして 740 の橋が架かる、意外に
知られていませんが川のまちになっています。
　本校は、大正 11 年に開校。卒業生の数は２万 4000 人を超えようとしてい
ます。あまり知られていませんが、本校は学校林を所有しています。毎年、
生徒に学校林実習を実施、先駆者の努力をかたちにして活動している、とて
も珍しい学校です。本年度、学校創立、全日制が 90 周年で、定時制が開設
70 周年の周年行事を予定しており、とても歴史のある学校です。

２．学科改変
　本校は北海道の中でも商業の中心的な役割を担うことをメインに受けてい
ますので、先進的な時代の流れで、学科改変を繰り返し、平成 16 年から現
在の４学科制となりました。北海道も商業高校は非常に少なくなり、総合
学科への転換を余儀なくされている状態ですが、その中心校として非常に頑
張っていかなければならない責務を感じながら活動しています。
　学科について紹介します。流通ビジネス科は、体験学習を中心に行なう学
科です。留学生徒にはとても人気で、体験学習がとても多いので、毎年高倍
率の学科です。国際ビジネス科は、英語実務という商業の科目があり、新し
くビジネス実務分野に移行していこうと現在、新学習指導要領とにらめっこ

４.  起業教育に関する実践報告

①北海道 「専門高校Power Upプロジェクト」（平成21～23年度）
　 実践力 Upプロジェクト「地域企業等と連携したマーケティング活動の理解と活用」
　　（企業におけるマーケティング活動の理解と活用）

北海道旭川商業高等学校　教諭　野畑了裕


