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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
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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
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しながら、組替えている状態で、両方の良い所を取り入れ新しい国際ビジネ
ス科を再編していこうと、構想している段階です。
　会計科は、簿記会計を中心とした学科です。今年から工場見学に行くこと
になりました。原価計算の仕組みを一から説明するため、早いうちに工場を
見学し、これが材料で、これが「消耗工具器具備品」という勘定科目があり、
ネジが何か生徒たちはよくわかりませんので、現物を見せながら学習するこ
とになってとても好評を得ています。さらには、高度資格取得を求められて
いきますので、日商簿記検定などにも積極的に取組んでいます。
　情報処理科は、ICT 技術の習得を目的に高度資格取得をメインとし、基
本情報技術者試験に 2 桁合格するような状態で、生徒はコンピュータの勉強
をとてもよく頑張っています。
　生徒の男女の割合は、男子が３割で女子が７割です。全校生徒 720 人程度
で、男子がとても少ないです。実は私も野球部の顧問をしていまして、男子
がとても少なくて、悩んでいるところですが、生徒は、明るくて落ち着いて
いて、真面目です。比較的、資格取得から見られるように、高い意識を持っ
ている生徒たちが非常に多いと思っています。
　市内の高校の層から言うと、中の上ぐらいなのですけれども、私たちとし
ては、入ったときよりも能力を伸ばしていっているのではないかと自負を持
ちながら、学校教育活動を行なっています。

３．旭商チャレンジモールとイングリッシュキャンプ
　本校の特色として、流通ビジネス科が中心となって活動している「旭商チャ
レンジモール」があります。地元では旭川商業高校のことを「旭商」と呼ん
でいます。年に数回ほど地元で行なわれる販売会行事に参加して販売実習を
行ない、地域活性化のための活動としています。「旭商」という名前を商標
登録しています。知的財産教育の一環として、４年前に商標権を取得してい
ます。手続きから取得まで、いろいろな手続きを踏みながら、私たち教員側
も非常に学習になった活動です。これは、いろいろな生徒、新しい中学生に
も話をしている学校の一つの大きな財産だと思っています。
　先ほど話した国際ビジネス科は、イングリッシュキャンプを開催していま
す。１泊２日の宿泊研修で、外国人と ALT と留学生と寝食を共にして、英
語教育をします。日常会話から英語を使っていきますので、私も一度、参加
したことがありますが、商業科の先生としてはちょっと苦しいかなと思いま
した。身振り手振りが多く、生徒には見せられないというようなものでした
が、生徒にはとても好評です。

　国際色豊かにということで空港見学も実施しています。旭川は土地柄的に
国際線の乗降が非常に少ないので、２時間半ほどかけ、新千歳空港までバス
で乗り継ぎ生徒を引率して、税関と検疫の役割について見学する活動をして
いるのが特色です。

４．進路について
　進路状況は、商業高校ですので、以前は９割近くの就職となっていました。
しかし、最近は専門的に学ぼうという生徒が多く、４年制大学の進学が非常
に増えています。その中でも顕著に出ているのが、国公立大学の進学率です。
５年前まで４人位でしたが、昨年は 23 人程度となっています。これは本校
でも進学指導をされている先生が、熱心に指導した結果が出てきた数字だと
思います。

　要は商業系ですので、進学したからいい学校だとなりませんから、地元に
もしっかり認められる生徒を育てなければなりません。私たちの合言葉は「就
職にも進学にも強い」とあり、この二本柱をやはり失わないで行ったほうが
いいと話をしています。
　商業系の学校にいる先生方にはわかると思いますが、検定種目は現在、約
９種目あります。本校も取得３種目以上１級ということは全商協会から表彰
されていますが、240 人の生徒のうち、３種目１級取得する生徒が 150 人ほ
どいます。全国的には 16 位か 17 位と聞いています、最近の伸び率ではとて
もいいと思っています。
　資格取得は、やればできる学習スキルと私たちは考えていますので、要は
努力指数で、人と競争するわけではありません。やればできるから、やりな
さい、やっていこうと言っています。「自分だけではないから、みんなで一
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緒にやろう」という合言葉でやっていることで、学力がそんなに高くない子
も４種目、５種目と意欲的に行っているところが一番良いと思っています。
ただ、資格が全てではないことは、ずっと言われていますので、私たちもそ
の「意欲」をポイントに指導しています。
　当然、これを上手く使って、進学、就職を実現する生徒も多いですし、さ
らに私個人の考えですが、「商業の教師になりたい」と言ってくれる生徒が
いることが正直うれしく思っています。

５．オリジナル商品の開発
　本校は、オリジナル商品として、ラーメン、せんべい等があります。約８
年ほどになりますが、実際には毎年販売会等々で販売し、北海道外の商業高
校でも販売依頼が多く、ラーメンは、みそ味・塩味・しょうゆ味があり、せ
んべいは、小豆・みそ・かぼちゃという味のせんべいを販売しています。同
じ大きさなので、一つの紙袋に一緒
に入れられるというのが一つのコ
ンセプトになっています。
　もう一つは、「米（マイ）ラーメン」
といいます。米粉製品を使ったラー
メンで、これはみそ味・塩味・しょ
うゆ味にかぶらないように、とんこ
つ味にしました。これは４食味です
が、これは単品で一つの箱なので、
単品買いができるのです。次に本校の校章が入った軍手です。北海道ですの
でとても手が冷たくなります。ほとんどの生徒は部活動を含めて、この手袋
をして学校に通っています。また OB の方にたくさん買って頂き、町内会の
除雪ボランティアで使っていただくことで、幅広く親しまれて、「旭商」を
売り込んでいるといったら語弊があるかもしれませんが、利用していただい
ているということです。１双 150 円です。
　今回のプロジェクトの活動の中に実は盛り込まれていますが、生徒実習販
売会について説明します。今年で 64 回目を迎える伝統行事なのですが、本
校は学校祭がありません。この生徒実習販売会が、実質、学校のメイン行事
になっています。生徒が商品を決め、店を作り、値段も決め、販売者となっ
てサービスを提供することを実体験する行事です。先ほども話の中にありま
したが、学校内を一つのデパートにして、２日間、生徒は「キャスト」とな
りました。今年の商業科長の合言葉は「お前たちはキャストだ」ということ

です。それでゲストを迎えることで、いわゆる「おもてなし」をする。東京
ディスニーランドの言葉を参考にさせていただきましたが、おもてなしの心
を持って行ないました。
　情報処理科のポスターは生徒が実
際に作った作品です。文書デザインの
授業で配色を勉強して、実際に印刷専
門業者に言わせると、かなり精度が高
く、いいポスターに仕上がりました。
２年生の飲食部門ではうどんや旭商
ラーメンを出したりしています。ガー
デニング部門では、花、鉢植え等を販
売しています。売上金を扱いますの
で、会計科の生徒は実際に現金を扱い
ます。そのため、何度も現金の取り扱
いについての資料等を取り交わしな
がら生徒と活動しています。
　新聞折り込みチラシも市内に８万
部ほど投稿しました。来場者数は、
3800 人程度です。場所を変えて１万人入ったときもあります。場所を移る
ということに対しても、OB の方や地域の方にプラスマイナスがあると、学
校でやることに、ひとつ醍醐味があると考えています。これはまだこれから
の提案になりますが、4000 人から 5000 人を目標に、もう少し頑張っていこ
うと思っています。これも生徒のアイディアを多く取り込んでいます。また
プロの方のアドバイスを併用して使うようにしています。

６．「専門学校 Power Up プロジェクト」について
　私たちが今回推進事業として実施しました「専門高校 Power Up プロジェ
クト」について説明させていただきます。北海道教育委員会から、地域産
業を担う専門学科を持つ高校に実践力を身につけるために、平成 21 年から
３年間、研究実践の指定を受けました。一応、指定事業には「専門力 Up」
と「実践力 Up」の二つあり、専門力は、農業高校だとバイオテクノロジー
の習得、水産高校だと港湾環境保全、工業高校なら地元産洋家具の再現など、
高い知識や技能を企業の方と共に活動していくことで、約 18 校ほど指定さ
れました。
　その中で、私たちは「実践力 Up」を担当しました。地域企業とネットワー
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クをいかして意見交換をしながら、地域産業を担う実践的な能力の育成とい
うことで、専門高校３校で行ないました。
　その中で、私たちは「マーケティング活動の理解と活用」をテーマに設定
しました。新学習指導要領を踏まえて、本校のオリジナル商品や生徒実習販
売会をもっと生かしていき、このマーケティング能力の育成に目を向けて、

「地域のトータルコミュニケーターを育成する」をテーマに掲げました。
　地域のトータルコミュニケーターとは何かと言いますと、意思の伝達が
しっかりできて、意思の疎通を図れる人のことです。生徒の中には、自分の
気持ちを言葉で伝えられない、相手の気持ちを言葉で受け止められないと言
われていますが、そもそもビジネスもその活動が一番重要ではないかと具体
的な事案で挙げています。実際には実現できなかったこともありますが、こ
れに沿って実際に活動していくことになりました。
　期待される効果としては、販売の資質向上。各種メディアを使った販売促
進。マーケティングが絡んでくる事業とタイアップしてコーディネートす
る。それからセールスのプロモーション企画が実現できるという効果を期待
して、実施をすることになりました。
　さて、実際には企画・提案・実施・検証の４つの行程を実施していくので、
教員を６名、専門委員を 10 名を選出して活動することになりました。生徒
も部活動との兼ね合いが多く、特別活動的にはならないので、週に１回月曜
日と決めて、私も部活動は月曜日は少し時間がありましたので、会議活動そ
して準備活動をしていたのが特徴です。
　マーケティングは、１年行ってすぐかたちができるものではないですから、
学年進行で３年間継続して行うことで、平成 21 年度入学の生徒に３年間活

動してもらうことになりました。他の２年生、１年生にも少しずつ還元でき
るように考え、学年進行のかたちをとっています。
　視察研修については、視察研修場所として、キッコーマン千歳工場、ニト
リ札幌物流センターに行き、商品のコンセプトや広告戦略、製造から販売ま
での工程などマーケティング全体の内容を聞くことができました。季節や期
間限定の商品を作って販売すること、環境に配慮した工夫が大切だというこ
とを学びました。次に講演会の説明をします。１年目は「旭川産品ブランド
化推進事業について」を学びました。２年目は３回の講演会を実施し、主に
広報活動について学びました。３年目は２回の講演会を実施し、マーケティ
ングの流れについて学びました。全ての講演会を通しマーケティングはお客
様第一だということ、一つの商品でも、見る人によって見方が違うため、い
ろいろな目線で商品を見ること、消費者ニーズを知るために、お客様の心を
読むことが大切であることを学びました。

７．まとめ
　私たちの活動で得た教訓は、何事もよく調べて自分の知識とする、そして
相手の気持ちになって考え行動するということです。講演会はとても貴重な
経験なので続けて欲しいと思います。そして新しい活動はこれからも挑戦し
てほしいと考えています。私たちが今まで培った経験をこれからの未来を
担っていく後輩たちにも伝えていきます。
　最後に、今回のプロジェクトに参加して、「伝える」という発信力からの
学びが多かったと感じています。販売促進の技術・効果を実体験でき、社会
もマーケティング力を求めていることに対して成果を上げることができまし
た。マーケティング力が企業の活力となる技術である。視点を変えて考えを
伝える。つまり、「トータルコミュニケーター」、「思いをかたちに」これが
商業では必要になることを確信しています。
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