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１．はじめに
　みなさん、こんにちは。大阪市立大
阪ビジネスフロンティア高等学校の井
上です。本日は、校長としてではなく、
大阪市ビジネス教育推進委員会の立場
で、『実学を実感できる体験型授業の
実践と研究』をテーマにご報告をいた
します。
　大阪市立の高校には、商業系統を持
つ高校が 10 校ございますが、大阪府立
の商業高校はございません。大阪では、
商業教育は、大阪市が中心になって引
き受けているということになります。
　1900 年の「大阪府教育十ヵ年計画」
の策定以降、大阪府は中学校、大阪市
は実業学校という旧制中等学校設置経
営の分担が長く続きました。工業高校
は、その後、府でも設立が進みました
が、商業ではいまだにその伝統が守ら
れております。

２．大阪市ビジネス教育推進委員会
　本日は大阪市立の商業高校 10 校の校長で組織しております大阪市ビジネ
ス教育推進委員会の活動を中心に、話を進めさせていただきたいと思います。
　発足は、平成 16 年度、私が転職してくる以前で、私は 19 年度から参画し
ております。委員の構成ですが、委員長は、平成 21 年度から現在まで、私
が担当させて頂いております。副委員長は、教頭３名、委員は商業系の高校
10 校から各々教諭３名に参加して頂いており、合計約 30 名が参画している、
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極めて活発な事業となっております。
　実は、私が関わり始めた 19 年度は、
大阪市立鶴見商業高校で行っている
キャリア教育にこの委員会が相乗りを
させてもらっている状況で、委員会活
動は形骸化していたように思います。
これが、現在では、ほぼ全ての高校で
多くの生徒、教諭が主体的に参画して
くれる活動に拡大できております。
　研究内容は高大連携事業と企業連携事業の二つの事業分野があります。
　特に、「実践的な体験型授業を通じて創造的なビジネス人としての資質向
上」に注力し、今回の発表のテーマである「実学を実感できる体験型授業の
実践と研究」に取組んでおります。
　では、ビジネスパーソンとしての資質って、何なんでしょうか ? 産業界が
求めている社員像、若者像を少し見てみたいと思います。
　実は、過去の企業はどこも、企業内で社員教育を行える体力も、能力もあ
りました。
　しかし、人員を最小限にし、日々の
活動に追われている現在の企業にはそ
の体力がなくなってきました。そこで、
現在では、即戦力の若者を厳選して採
用するようになってしまったのです。
そこで、企業が即戦力として求める知
識や技術といえば、ファイナンスなど
も含めた数字への感性・会計的知識、
PC の活用力を中心にした IT 知識、そして、できれば英語力も含めたコミュ
ニケーション能力の三点であり、更にはそれらをバランスよく持っているこ
とを必要としています。よほどの専門職でない限り、いずれかに特化した能
力は求められませんし、もっと言うと、これらをバランスよく持っているこ
とを求められます。
　この三点を普通科の生徒や、大学生が、バランスよく持っていることは稀
だと思いますが、商業系の生徒ならば、授業で充分に身につける事が出来る
のではないでしょうか。しかし、知識や技術だけでは社会人としては未完成
です。社会人としての資質も身につけておかねばなりません。
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３．社会人基礎力
　ここに、経済産業省が提案している『社会人基礎力』これらこそ、産業界
が、今の若者に求めていて、でも、今の若者に決定的に欠けている資質、と
言われているものです。
　前に踏み出す力、アクション、考え抜く力、シンキング、そしてチームで
働く力、チームワークの三点です。
　特に、前に踏み出す力はチャレンジ精神を養う上でも絶対に必要な資質で
す。知識を詰め込んで、その知識を試験で、ただ吐き出すだけの教育だけで
はこのような資質は育てられません。商業高校では、探究型の授業でこれら
の資質も育てていけます。
　このように自信満々に産業界が求める人材についてお話をしてまいりまし
たが、実は約６年前までの 28 年間、私は一部上場の企業で働いていました。
会社では、経営部門、人事部門、IT 部門、営業部門、オペレーション部門、
各種企画部門、広告・広報部門、など殆どすべての部署で責任者の経験を持っ
ています。そんな、企業戦士を自負してきていた私でしたが、その私の目か
ら見ても商業教育は素晴らしいものに映っています。
　そんな、素晴らしい商業高校なのに、生徒たちは、『ほんまに役に立つの ?』
と実感を持っていません。当然、社会人経験がないのですから、学んでい
ることが、社会に出てから実戦的に役立つものと知る由もないのかもしれ
ません。
　それ以上に問題なのが、教員自身
が、教えていることの実学としての実
力に自信がなく、疑心暗鬼であるよう
に見受けられました。これを解決する
には、『百聞は一見に如かず』　実学を
実感させる体験型の取組が必要と考え
ました。
　学校で学んだ知識や技術を使って、
企業の方に与えていただいた課題を解
決し、提案していく作業を通して、必
死になって知恵を絞った結果、企業の
方に評価していただくことで、生徒た
ちは学んできたことに自信を持ち、更
に安心して商業の学びに打ち込んで
行ってくれると考えたのです。
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　商業高校の存在意義は、就職を軸にした確実な進路保証です。安定した求
人と、現役での進学保証で、生徒たちは一定水準の頑張りを続ければ、確実
に進路が保証されます。進学のための学びと就職のための学びに差はなく、
就職に資する教育の延長線上に進学のための学びもつながっていると私は考
えています。
　まさにこの「多様な進路保証」が生徒や保護者にとって商業高校を選択す
る基準であり、存在意義だと考えました。そして、それを実現するためのコ
アコンピタンスは高校三年間で立派な社会人が育成できる『実学教育』です。
しかし、実態は進学を意識しすぎたため、指導が総花的になり、詰め込み型、
問題集指導型と知識、技術先行で探求型授業が行われず、三年間で社会人を
育てるというにはおこがましい状況になりつつあります。
　また、実学と言っても、実践経験のない教員にとっては疑心暗鬼で、自信
を持ってそれを主張できないため迫力のない状況にあります。そこでまず私
は、教員に商業教育の強みとそれを活かすための仕組み作りに挑戦してもら
うために、ビジネス教育推進委員会を活用させていただこうと思いました。

４．実現したいこと＝目的
　特に、教員の皆さんに商業教育の素晴らしさを再認識して頂くことが最大
の目的です。また、産業界に影響力のあるビジネスエリートや大学の先生方
に、商業高校生と直接接してもらうことで、商業高校生の素晴らしさに気づ
いてもらい、更には求人や進学後の育
成プランについて考えていただくこと
も、重要な目的です。
　これらの目的を達成させるために、意
図的にビジネス教育推進委員会に取り
込んでいる策が次のとおりとなります。
　まずは、生徒たち、そして先生方も
驚くような超一流のビジネスパーソンや、
団体との連携を行うこと。アメリカ総領
事館や、あずさ監査法人、イオングルー
プの経営企画部長、パナソニックの海外
関係会社社長経験者、日本 ASEAN セ
ンター、各大学の先生方、優秀な留学
生等、毎回極力、サプライズ人材との
連携ができるようにしています。
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　そして、その方たちに単に講義をしていただくのではなく、生徒たちとの
交流をしていただけるような企画内容にしておくこと。先生方にはクロコに
徹してもらい、生徒たちが、自分たちで課題を見つけ解決していく喜びを感
じさせるようにすること。そのためには、必要に応じて、机上ではなく、実
際に現場で現物を観察して、現実を認識した上で、問題の解決を図るように
させる、三現主義も実践させること。より多くの生徒に参加してもらえるよ
うに、極力カテゴリーの異なるいくつかのイベントを用意しておくこと等を
心がけています。
　また、チーム単位での公募参加制として、チームでの協調性を養うと同時
に、部活動などで参加しにくい生徒にも欠席が可能な、出入り自由な環境を
提供することなどにも配慮しています。
　さて、実施内容ですが、高大連携事業については、今回の話題とは直接関
係ないので、飛ばしたいと思います。ただ、大学の皆様には、商業高校生の
専門性をぜひ、大学でさらに伸ばしていただき、ビジネスのスペシャリスト
として育てていただきたい、ということだけ言わせていただきます。

５．企業連携「ビジネス・チャレンジ講座」
　次に、本題の企業連携ですが、「ビジネス・チャレンジ講座」という名称
で事業展開をしています。

19 年度の実績
　コンビニエンスストアのミニストッ
プとの連携で、コンビニエンスストア
研究を通じて、「顧客層拡大」という
ミッションを頂き、顧客層を若い女性
向けとして、集客策としてお弁当の提
案をしました。これが採用され、新商
品として店頭に並べて頂き、そこそこ
の売り上げが上がったと聞いておりま
す。この取組の様子は、新聞や毎日放
送のニュース番組の中のコーナーでも
紹介されました。

20 年度の実績
　東北新社との連携で、映像ビジネスを研究した中で、映画のプロモーショ
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ン策を提案し、その中で高校生が作成
した予告編が実際に映画館やホーム
ページで流されていました。
　また、当該映画が、DVD 販売され
る際には、上新電機の売り場設計をさ
せていただき、これも上新電機の売り
場担当とのコンペに勝ち、採用されま
した。
　実はここまでの活動は、鶴見商業高
校の教員と生徒が中心になり、他校の
生徒も交えての活動でありました。鶴
見商業高校が、それ以外の活動も含め
て、大阪商業大学の推薦もあり、経済
産業省や厚生労働省、文部科学省など
が後援されている『創業ベンチャー国
民フォーラム』という団体に認めて頂
き、当該団体主催の『ジャパンベンチャーアワードﾞ 2009』において、起業
教育部門ではその年最高の、会長賞を受賞させていただきました。

21 年度の実績
　21 年度から、私がこの委員会の取
りまとめをさせていただくことになり
ました。
　記念すべき初年度の取組は、NPO
法人 JAE や、あずさ監査法人、そして、
大阪市経済局の協力を頂いて取組みま
した。その他にも課題提供企業として、
多数の企業の方の協力を頂き、各社か
ら課題を頂いた各チームが、同時に当該企業様からマーケティング手法や企
画・制作手法も教授して頂き、課題解決に向けた活動を進めてまいりました。
　この年のキックオフ・ミーティングはビジネス寄席として、商業を学ぶ意
義などを生徒達の出演による、落語や漫才、大喜利で表現して盛り上げてく
れました。
　たくさんの高校が参画してくれはじめたのが、この年の最大の収穫でした。
高校生としての活動が評価されても、商品化には直接結びつかない、という
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厳しい現実も見せていただいたことは、生徒たちにとって大変貴重な学びに
なったと思います。
　商品化されたチームのアイディアは、更に各学校で継続研究し、改良を加
え、商品化できたチームもあると聞いています。
　21 年度までの企業連携の成果は、それなりにあったと思いますが、それ
でも、商業高校で学ぶ優位性などはまだまだ十分に伝わったとは思えません
でした。
　また、この年、報道で、日本の高
校生が諸外国の高校生と比較して、
自己肯定感や、自尊感情が著しく低
い、という報告がありました。そこで、
数ヵ年計画で、商業高校生の自己肯
定感を育てる企画作りにも挑戦する
ことにしました。

22 年度の実績
　22 年度の企画テーマは、「CI デザイニングを学んで、自身が学ぶ高校をデ
ザインしよう」というもので、目的としては、企業や大学のＣＩ・ＵＩの手
法を学び、学んだ手法を利用して、母校の優位性や特徴を見出し、理解し、
それをより強く表現する方法を考えることとしました。
　日程は７月から毎月１回のペースで、翌年２月まで連続して実施しました。
この活動は、課外活動ですから土・日・祝日や短縮期間中の放課後、長期休
業中にも行われますので、生徒も先生も休日返上になりました。そのうえ先
生方は特殊勤務手当も出ず、完璧なボランティア活動なのが、実は問題です。
　次に企業で使っている PDCA システムのひとつである「バランス・スコア・
カード」の運用プロセスです。この手法を使って、生徒たちに作業をさせま
した。
　生徒が行った SWOT 分析の事例
で、生徒が思いついた内容や調査し
た結果出てきた内容を、強み、弱み、
機会、脅威に分類してポストイット
に書き出し、並べなおす作業を行
いました。羅列したものは、カテゴ
リー毎に分け、整理していきます。
各商業高校の生徒を集め SWOT 抽
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出をさせました。一緒に聞いてい
た大人たちよりも、素直にこの仕
組みを理解してくれたようです。
　そのあと、強みと機会の分野で
クロス分析を行い、生徒達には、
SWOT の抽出後、宿題として取組
ませました。22 年度の別講座で、
販売実習系の講座ですが、各学校
で開発した商品や、独自ルートを
開拓して仕入れた商品を一堂に会
して販売します。ただ、売り子さ
んを育てる企画ではなく、事前に、
流通、マーケティング、展示、陳
列デザイン、収益計画などにつき
しっかりと学びました。これは、
大阪市にとどまらず、大阪府商業
教育研究会の傘下の学校に拡大し
て実施いたしました。この様子は、
ケーブル TV にも紹介されました。
　22 年度は、従来の企画の上に、販売実習系講座と、英語でのプレゼン企
画も加えて実施いたしました。　　
　実は、大阪市立天王寺商業高校が隔年で実施しておりました中国の高校と
の共同事業であるアジアビジネスプランコンテストが、実施直前に中止に
なったため、準備し始めていた生徒のための受け皿として、本委員会でイン
グリッシュビジネスプランコンテストと形を変えて実施をしたものです。と
はいえ、中国からゲストを招いて、という企画が崩れたので、そのバリュー
を維持するため、米国の総領事館にお願いをして審査委員長を引き受けてい
ただき、その他の審査員にも相応
のメンバーにお越しいただいての
実施としました。また、プレゼン
テーションの仕方やパワーポイン
トでの資料作りの指導などは教員
でまかない、英語指導は、ECC さ
んにご協力をいただきました。大
阪商業大学からは、留学生による

◎ 優勝・準優勝／☆ 商品化された取組
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６．まとめ
　波及効果としては、なにより知識詰
め込み型の授業と、詰め込んだ知識を
吐き出すための試験を実施する、従来
のやり方とは異なり、わずかな知識で
も使いこなす知恵を、そして、不足す
る知識は自分で集め、チームで持ち
寄って補うといった訓練を積む授業を
通じて、ひとつの課題に対して、いく
つもの答えをひねり出しながら、知恵をアウトプットする活動に、生徒達が
楽しみながら取組んでいることが何よりの波及効果です。
　課題は山積ですが、各々がたいへん重たい課題でもありますので、焦らず
に一つ一つ解決策を考えていきたいと思います。
　大阪市ビジネス教育推進委員会の活動は確実に市内の商業系高校、各校
での取組として広がってきております。

模範演技の実施をお願いし、素晴らしい内容のプレゼンテーションをしてい
ただきました。

23 年度の実績
　23 年度には、前年突発で実施し
たイングリッシュビジネスプラン
コンテストが、生徒たちにとって
素晴らしい経験になったことから、
継続し、研究活動との統合を図り
ました。
　テーマは、「大阪を世界に売り出
せ」として、昨年の学校研究の手
法を使って、自らが住む街、大阪
のすばらしさに気づかせる活動としました。
　基調講演は、大阪検定のプロデューサーにお願いをし、企画体験授業や、
分析手法の伝授、日本人向けのプレゼンテーションと外国に向けたプレゼン
テーションの違いなどの指導、米国総領事館から講師を招いての英語同時通
訳による講演、発表練習などを経て、コンテストを実施いたしました。
　これらの活動が認められ、23 年の 1 月には文部科学省より、キャリア教
育優良団体として本委員会が表彰されました。

24 年度の実績
　企画内容ついて、大阪の次は、
アジアまで拡大して、イングリッ
シュビジネスプランコンテスト
では「アジア」をテーマに、こ
れまでの講師陣に加えて、日本
ASEAN センターから外国人部長
をお招きして講演を頂くなど、更
に進化した講座にしていきたいと
考えております。加えて、生徒た
ちの自己実現を容易にするため、計画管理の必須品である手帳について、考
えさせ、商業高校生のための手帳作りに挑戦する講座も開設しております。


