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巻頭言 

未来志向で考える商業（ビジネス）教育 

日本商業教育学会北海道部会 

        部会長 川眞田 政夫 
 
令和２年は新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）の

パンデミックにより、全世

界の状況が一変しました。

千葉商科大学で開催予定さ

れていた日本商業教育学会

の全国研究大会も中止とな

りました。11 月以降の第三

波ともいえる感染拡大の続く中で、11月7日に「令

和２年度 日本商業教育学会北海道部会 総会・研

究協議会」を対面で開催できたことは奇跡のように

思います。開催にあたり会場を提供していただいた

札幌国際大学学長をはじめ石川智寛先生や事務局

長の北海道武蔵女子短期大学の髙橋秀幸先生に感

謝申し上げます。 

今年度の北海道部会は、「北海道の商業（ビジネ

ス）教育を考える」を研究課題に掲げ、総会・研究

協議会を開催しました。関係各位のお力添えで、研

究会 29 名の参加を得て盛会に終了させていただき

ました。事務局の皆様、会員各位に厚く御礼申し上

げます。 

また、大変お忙しい中、札幌国際大学観光学部観

光ビジネス学科 千葉里美先生、北海道高等学校長

協会商業部会長 西村修一先生、北海道教育庁学校

教育局高校教育課キャリア教育指導係指導主事 

岩館良伸先生、市立札幌啓北商業高等学校 石山俊

央先生、北海道武蔵女子短期大学 髙橋秀幸先生に

ご講演いただきました。重ねて衷心より厚くお礼申

し上げます。それぞれのご講演については、詳しく

後述していますが、ご講演いただいた皆様それぞれ

の立場で、今後の商業（ビジネス）教育の取り組み

や、方向性についてご示唆いただきました。大変勉

強になりました。ありがとうございました。 

さて、COVID-19感染症は、日本のみならず、世界

中で大流行し、様々な社会活動に変化を及ぼしてい

ます。日本の中でも都心部のみならず、北海道や

様々な地域で蔓延し続けているのが現状です。この

ことにより社会の在り方が一変しました。今後、こ

のような世の中の状況変化に「適応」できた人が生

き残れるようになると思われます。それは「生きる

強さ」とも考えられます。しかし、その瞬間に「強

さ」を持っていても、時代の変化に対応できなけれ

ば、 終的には生き残ることが出来ないと思いま

す。例えば、昔の営業職では「電卓を打つ速さ」「電

卓の機能を十二分に使える」ことは営業職のスキル

の高さを示していましたが、パソコンの時代になり

パソコンでの数値集計ができなければ時代に取り

残されることになりました。これは「適者生存」の

一例です。「適者生存」とは、もともと社会進化論

の提唱者である哲学者のハーバート・スペンサー氏

が1864年に「Principles of Biology」で発案した

概念です。この考え方をチャールズ・ダーウィンは

『種の起源』の第5版（1869年）で採り入れたと聞

いています。COVID-19感染症が拡大していく中、世

界中で様々な「問い直し」が起こると思います。国

家の役割とは何か、「不可欠な仕事」とは何か、社

会の中で も優先されるべき「価値」とは何かが問

われます。現在の世界経済の主目的は、お金の交換

を促進することです。これを経済学者は「交換価値」

と呼んでいます。COVID-19感染症の影響で、この「交

換価値」のもろさが露呈しました。そうしたことか

ら、これからの商業（ビジネス）教育も変化せざる

を得ません。商業（ビジネス）教育に携わる我々ひ

とり一人が何を教えるか未来志向で考える時期に

なったのではないでしょうか。 
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講演 

「新科目『観光ビジネス』の指導に向けて」 

 

札幌国際大学大学院観光学研究科 
札幌国際大学観光学部観光ビジネス学科 

准教授 千葉 里美 
 
1.はじめに 

1990 年、北海道は時の横道知事により日本初の

「観光立県宣言」を掲げ、観光による地域振興の重

要性を期待したものの人材育成には手をつけてこ

なかった時代がしばらく続いた。一方、北海道に次

ぎ「観光立県宣言」を 1995 年に掲げた沖縄県は、

県と沖縄コンベンションビューローが独自の教材

を作成し、小学校4年生から中学校3年生まで観光

教育が進められ、まさに観光立県として動いてきた。

我が国としては、2003年、時の小泉首相の「観光立

国宣言」後、観光立国教育について産学官連携検討

会議等で議論され、「・・・地域を愛する心、その

地域を誇りに思う心を育み、将来の地域づくりの担

い手を育成する・・」と明文化された他、小中学校

教員の教育研究サークル TOSS に所属する教員ら

が独自にテキストを作成するなどの動きが見られ

る。他方、人生100年時代、SDGs、withコロナ時

代など、社会の変化によるライフスタイルの変化に

より、観光スタイルも様変わりする新時代に突入し

ている。 
本稿では筆者がこれまで実践してきた社会人、高

等教育機関(大学院、大学、専門学校)、職業訓練学校、

高大接続での観光教育経験から、新科目「観光ビジ

ネス」の指導について以下3点について講話させて

いただいた。本稿はその概要である。 
① 観光学部を持つ大学の観光教育の枠組みと教育

特徴 
② 新科目「観光ビジネス」の教育実践へ向けたヒ

ント 
③ 新科目「観光ビジネス」の運用イメージ 
 

2.観光学部を持つ大学の観光教育の枠組みから見

える教育特徴 

(1)観光教育を支える枠組み 

 観光学部を持つ大学の観光教育事例として、我が

国で 初に観光学部を立ち上げた立教大学、2 番目

の札幌国際大学、その他に和歌山大学、阪南大学の

4大学を取り上げた。言葉の使い方は多少異なるが、

共通する観光教育を支える 3 つの領域「観光文化」

「観光産業・事業」「観光振興」について紹介した。

また近年注目されているインバウンドやグローバ

ルといった領域は、3 領域全てに共通する事柄であ

ることから3領域の中心に位置し表現していること

を確認した。 
 

(2)脱一方向型教育から立体深化型観光教育へ向け

たカリキュラムデザイン 

 2(1)で述べたように、観光教育は、3 領域の学び

が重なり合い紡がれていくことで成立する。したが

って、新科目「観光ビジネス」を高校1-3年生の科

目として一方向的に積み上げるだけの教育では教

育効果に限界が出ると筆者は考える。特に観光教育

は色々な学びを関連づけ成立する複雑系とも言わ

れる知識創造が求められる学問であるからこそ、新

科目「観光ビジネス」以外の他の科目と関連づけさ

せ立体型で支える科目としてデザインする必要が

ある。この具体的事例として近年多くの大学で取り

組みが進んでいるカリキュラムデザインについて、

和歌山大学観光学部のカリキュラムツリーとカリ

キュラムマップを事例に確認した。また大学では社

会を見据えた「個」の育成観点から、大学での学び

を現場(学外)で実践する機会として、従来のインタ

ーンシップやゼミ(演習)以外にも多く設ける特徴が

近年見られることを付け加えた。 
 
3.新科目「観光ビジネス」の教育実践へ向けたヒン

ト 

(1)知識創造を育む学習フレーム「サーキッドモデ

ル」 

 本節では、机上の知識創造ではなくリアルな社会
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で通用する知識創造を育む学習フレームとして敷

田(2002)により発表された「サーキッドモデル」の

構造とプロセスを紹介する(図1)。 
 
図1 サーキッドモデル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 出典)敷田(2002)「知識創造のOPENサーキッドモデル」 

 
この「サーキッドモデル」は、創造性に着目したラ

ンドリー、フロイト、クライアン、久米、8 の字学

習を提唱した西田、発想法の塚本、アウトプット創

造法の畑村らのエッセンスを盛り込み、団体学習の

グランドデザインであり、かつ次に何をすればいい

のかといった示唆を得られるプロセスモデルであ

る。 
 このサーキッドモデルは、1「店を開く(opening 
store)」から一般的に始まり、2「ネットワーキング

の 形 成 (networking) 」 、 3 「 成 果 の 発 信

(presentation)」、4「評価の形成(evaluation)」と、

4 つのフェーズと、学習コアで構成されているプロ

セスモデルで、個人ではなくチームで知識を創造す

るプロセスモデルとして定評がある。フェーズ1の

「店をひらく」とは、新たな知識が個人によってグ

ループの中に開示されることで各個人が持ってい

る知識をお互いが発信することを意味する。フェー

ズ2の「ネットワーキング」は、フェーズ1で発信

された知識で相互の存在が確認でき、その知識の情

報共有ができることを意味する。そして、フェーズ

2 で共有された知識をベースにそれらを組み合わせ

たり組み替えたりして知識創造する学習コアへと

進む。この知識創造を成果として発信しなければグ

ループ内だけでの活動となるため、今の部分だけで

も学習結果として外部へ発信または外部から見ら

れるようにしなければなりません。これがフェーズ

3 のプレゼンテーションである。結果、外部に発信

された成果または知識が外部によって評価され、一

定の評価を外部者が与え知識を正当化する。これが

フェーズ4である。そしてこの外部からの一定の評

価を知識として理解し次へ発展させることで、再び

社会ニーズに沿った学習コアが形成され、次のサー

キッドに入っていく。つまり、内部で知識を発信し、

内部でネットワークを形成、そして外部へ成果を発

信し外部で評価をうけるという「内部」と「外部」、

「形成」と「発信」を交互に繰り返すのがこのモデ

ルの特徴である。このサーキッドモデルを意識する

ことで、社会ニーズにあった学習コアが成長すると

同時に、オープンソース型の学習へと発展が可能で

ある。 
 
(2)国内外の実践事例 

 ここでは高校生と年齢が近い実践事例として、大

学1.2 年が実施したプロジェクト内容をサーキッド

モデルに落とし込みプロセスと共に紹介した。 
・事例1:観光学部の学生がおすすめする新千歳発着

外国人ドライブ観光紹介のGoogle Map電子化 
(実施時間:90分/週、実施期間:5ヶ月間) 
・事例2:ニッチマーケットを喚起するツアー造成 
(実施時間:90/週、実施期間:6ヶ月) 
・事例3:タイ、マレーシアでの国際観光ビジネスス

タディツアー 
(実施時間:90/週、実施時間:6ヶ月、海外研修期間:5-
6日) 
※事例3は、近年海外を研修先として実施される修

学旅行が増えていることを踏まえ、新たな修学旅行

の可能性として北海道と海外をつなぐビジネスを

テーマとしたスタディーツアーを学生自らに設計

させた事例として紹介した。 
 

(3)北海道斜里高校との高大接続事例 

 平成 26 年、札幌国際大学、北海道斜里高校、斜

里町役場の3者は、「観光教育の充実に関する高大・
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地域連携協定」を締結した。以降、斜里町では言語

を中心とする外国人対応に課題が生じていたこと

から、観光英会話を中心とした高大連携を実施して

いた。講話で紹介したのは、筆者が平成 29 年度よ

り2年間、主担当として北海道斜里高等学校の教員

等と実践した観光教育事例である。この高大接続を

取り上げた理由は 2点である。1つ目は、観光教育

の高大接続をイメージし大学観光教育の3領域と高

校側科目群とを連動させた包括した観光教育の取

り組みであること。2 つ目は、高校の学びに大学の

観光教育を注入すると同時に高校の先生の教育機

会を提供することができ、地域観光教育へ向けた発

展的試行へ結び付けられたことである(図2)。 
 
図2 札幌国際大学×北海道斜里高校 高大接続 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.おわりに 

-新学科「観光ビジネス」の運用に向けて 

 前述した講話内容を振り返り、新学科「観光ビジ

ネス」の設計を構築することで、観光教育の学習コ

アが成長するだけでなくキャリア教育としてのコ

アも成長する波及効果も考えられるとした上で、以

下の様な考察をした(図3)。 
 
① 新科目「観光ビジネス」の体系的なカリキュラ

ムデザイン設計 
→既存の科目を整理しながら新科目関連科目を設

け、立体深化型を意識する。その際、大学の観光教

育3領域を意識すると、高大接続にも繋がる。また

追加したい教育内容があれば、大学の出前授業など

を活用するのも予算の心配がなく有効的であると

考える。 
 
② 新科目「観光ビジネス」1-3年ごとの教育目標設

定 
→1 年生は、知識創造を育むグローカル教育の徹底

(フィールドワークの仕方やマナーも含む) 
→2 年生は、知識創造へ向けた多様な手法を活用し

た実地調査によるPBL 
→3年生は、PBLの更なる深化を目指した外部コン

テストへの挑戦  
 
図 3 新学科「観光ビジネス」運用全体イメージ 
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基調講話 

 

所管事項説明 

 
北海道教育庁学校教育局高校教育課 

   キャリア教育指導係 指導主事 岩館 良伸 

 
１ 教育課程編成 

令和４年度から新高等学校学習指導要領の施行に伴

い、各学校へ教育課程表の提出を求めているところ。編

成の際には、教科・科目によっては履修の年限や順序な

どの条件があることから、平成30年度、令和元年度の

「教育課程編成・実施の手引」及びウェブページにアッ

プしている今年度の手引も参考にしていただきたい。 
教育課程編成の際には、「総合的な探究の時間」が教

科横断的なカリキュラム・マネジメントの軸となってい

るかを確認していただきたい。各学校が提出する教育課

程表がカリキュラム・マネジメントの実現になっている

かを改めて３つの側面で確認していただきたい。一つ目

に、生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目

的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的

な視点で組み立てていくこと。二つ目に、教育課程の実

施状況を評価してその改善を図っていくこと。三つ目に、

教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保す

るとともにその改善を図っていくこと。これらを踏まえ

て、教育活動の質の向上を図ることに努めていただきた

い。 
また、「課題研究」の履修によって「総合的な探究の

時間」の履修に代替するためには、「課題研究」を履修

した成果が「総合的な探究の時間」の目標等からみても

満足できる成果を期待できることが必要であり、自動的

に代替が認められるものではないことに留意していた

だきたい。 
さらに、「主体的・対話的で深い学び」「カリキュラ

ム・マネジメント」により、子どもたちが社会に出てか

らも、学校で学んだことを生かせるよう、３つの資質・

能力をバランスよく育てることが大切である。 
各学校には、令和元年11月13日付け教高第1610号

において、北海道立高等学校教育課程編成基準の全部改

正について通達をしたところ。教科「商業」では新高等

学校学習指導要領改訂の趣旨を踏まえ、各学校において、

教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出

すカリキュラム・マネジメントの実現のため、教科「商

業」においても、高等学校学習指導要領解説に記載され

ている想定単位数と同じく、「２～４単位」を全ての商

業科目に適用することにした。 
商業科においては、通常履修される教育内容などを想

定して、20 科目が示されている。しかし、ビジネスの

発展や地域の実態等に対応し、新しい分野の教育を積極

的に展開する必要がある場合など、学校設定科目を設け

ることにより、特色ある教育課程を編成することができ

る。普通科・総合学科を中心に、現行においても商業科

目の標準単位数を超えて設定をしている教育課程が散

見される。職業資格の取得やコンクールへの挑戦などを

主目的とした学校設定科目を設けることはできないこ

とを、教育課程編成・実施の手引きに明記したところで

はあるが、今後においても、この観点で指導助言をして

いきたい。 
 

２ 北海道高等学校教育課程研究協議会 

今年度については、学校教育目標を実現するための教

育課程編成の工夫や、資質・能力を育むために学びを重

点化した実践例などを取り扱う。特に、教科等横断的な

視点で資質・能力を育成する授業づくりを協議するため、

教科等部会が設置された。 
 

３ 職業教育関係教育課程に関する調査のまとめ 

北海道の商業科における「検定・資格等の取得状況（３

カ年）」についての特徴としては、「基本情報技術者」

「日商簿記２級」の取得者が多いことが分かる。また、

「英検２級、準２級」の合格者も増加傾向にあることか

ら、各学校がグローバル社会で活躍できる資質・能力の

育成に力を入れていることが分かる。進路状況において

は、学科設置校の就職総数は1,155名（道内就職1,109
名、96%）であり、地元志向が強いことが分かる。職業

別では事務従事者が534名（46.2%）、サービス職業従

事者が175名(15.2%)である。多くの生徒が、教科「商

業」での学びを生かした進路先を決定していると言える。 
進学先においては、進学者総数1,236名に対して、４

年生大学への進学者が393名（31.8％）、専修・各種学

校等の進学者が660名（53.4％）であることから、依然

として専門学校への進学者が多いことが分かる。また、

専修・各種学校等の進学者のうち 170 名が商業関係へ

の進学者（25.8％）であることから、多くの生徒が教科

「商業」の学びを継続して学ぶことには至っていないこ
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とが分かる。教科「商業」を学ぶ生徒が、一人でも多く

専門的な知識、技術を社会で生かせるよう、各学校の指

導助言に当たっているところ。 
 

４ 学習活動の重点化を行った指導事例 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、休業措置な

どに対応するため、各学校で生徒達の「学びを保障する」

取組が行われたところ。岩見沢緑陵高校では、webexを

活用したオンライン授業を実施するとともに、Viemoに
よる授業配信動画を、ウェブ上にアップをしている。下

川商業高校では、家庭学習により生徒個人ができる学習

と、学校での協働学習の棲み分けをして、学習活動を展

開している。 
 

５ 各種検定試験の取扱い 

各学校には、令和２年５月20日付け教高第369号に

おいて通知をしたところ。各種検定試験の取扱いについ

ては、「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、

中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動

の再開等に関するＱ＆Ａ」を参考にするが、地域の感染

状況等を踏まえ、実施の可否について学校が判断するこ

ととしている。また、学校が受験を奨励している「学校

外の検定試験」は生徒及び保護者の了承を得ることとし

ている。 
 
６ 高等学校OPENプロジェクト 

平成30年度からの道教委指定事業である。社会に開

かれた教育課程の実現により、生徒自らが地域社会の一

員意識をもちながら、地域の課題を解決するためのテー

マを設定し、地域とともに解決を図る実践研究を行うも

のである。 
商業に関する学科設置校においては、「課題研究」、

「総合実践」などの商業科目を活用し、小樽未来創造高

校、八雲高校、留萌高校が研究を実践している。令和２

年10月27日に成果発表会である「全道ミーティング」

を開催した。その時の様子はYouTubeの高校教育課チ

ャンネルから閲覧できるようにするため、各学校におい

ても教育課程の編成、授業改善等に生かしていただきた

い。 
 

********************************************* 
 
 

実践発表Ⅰ 

 
「市立札幌啓北商業高等学校のＳＰＨの取組に

ついて」 
 
市立札幌啓北商業高等学校 
 （未来商学科推進委員会）  教諭 石山 俊央 
 
１ はじめに 

本校は、平成29年度より、社会の変化や産業の動向に

対応した、高度な知識・技能を身に付け、社会の第一線

で活躍できる専門的職業人を育成するため、先進的で卓

越した取り組みを行う専門高校として、文部科学省スー

パー・プロフェッショナル・ハイスクールの指定を受け、

学年進行で実践研究を行ってきた。その取り組みについ

て発表する。 
 
２ 事業の概要 

（１）研究の目的 
本研究は、札幌市立で唯一の商業高校である本校を核

として、地元札幌を中心とした企業、外部教育機関、行

政、地域社会が有機的に結び付くことで、人的資源、物

的資源、財務的資源及び情報的資源を適切に活用する

『マネジメント能力を身に付けた職業人の育成』を目標

とする教育プログラムの開発を目的とした。 
（２）研究の概要 
札幌という地域性を考慮して、『観光』、『ＭＩＣＥ』、

『国際交流』、『地域ビジネス』及び『起業家教育』の

５つの分野に重点を置き、生徒一人一人が、『札幌』と

いう地域社会とつながりながら、互いに協働して、地域

やビジネス上の課題を見出し、解決しながら新たな価値

を創り出していく教育プログラムを３年間で22プログ

ラム実施した。このことにより、マネジメント能力を育

み、社会的・職業的に自立する能力を身に付けることを

目指した。 
（３）本研究で育成する人材像 
本研究を通じて、人的資源、物的資源、財務的資源及

び情報的資源を適切に活用するマネジメント能力を身

に付けた職業人を育成する。それによって、社会的・職

業的に自立し、札幌の未来を担う人材、即ち、「５つの”

知”を紡ぎ、札幌の未来を啓く人」が地域を活性化させ、

札幌のさらなる発展、未来の創造に寄与することを目標

とした。 
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（４）本研究で求められる資質・能力 
本研究では、５つの分野に重点を置いた実践的な教育

プログラムを通して、次の能力を基盤とした『マネジメ

ント能力』の育成を図ることとした。○ビジネスマナー・

コミュニケーション能力  ○協調性・協働性○リーダー

シップ  ○企画力・創造力  ○顧客満足実現能力  ○ビ

ジネス探究能力  ○会計情報提供・活用能力  ○情報処

理・活用能力 
 
３ 具体的・特徴的な実践内容（代表的な取組を記載） 

（１）教育プログラムの概要 
本校ＳＰＨの教育プログラムは、１年生では『知って

身に付ける』ことをテーマに、２年生では１年生で身に

付けた知識や技術を土台に、より発展させた『考えて行

動する』ことをテーマに、３年生では新たな価値を創り

出し『使って生かす』ことをテーマに実施した。これら

は原則、全生徒で実施した。 
さらに、代表生徒は毎年、 新の情報を入手したり、

地元札幌の魅力を伝えたりすることを目標に、国内外の

研修に取り組んだ。その際は、研修先で学んだことを学

校に持ち帰り、報告会を実施し、全校で共有するように

した。 
（２）各教育プログラムの手法 ～ 啓北スタイル 
本校ＳＰＨの教育プログラムでは、互いに協働して課

題を解決する力を身に付けるために、各教育プログラム

で行われている通称『啓北スタイル』で実施している。 
初に、事前学習で予備知識を身に付けた後、専門的

な分野について研究をしている講師から基調講話を受

け、プログラムの課題を明確にする。その後、授業の中

でグループディスカッションにより課題の解決方法を

考え、グループごとにプレゼンテーションを行い、課題

解決策や学んだこと、気付いたことを共有する。さらに、

まとめとして振り返りを行い、学びを自分の言葉でしお

りに表現する。これが本校の教育プログラムの手法であ

る。 
この方法により、１年生対象のアンケートでは、以前

は「他人と協働して物事を作りあげていくことは苦手」

と答えた36.8％の生徒のうち、92.7%の生徒が、プログ

ラム実施後「他人と協働して物事を作りあげることがで

きた」と答えた。担当した教員からは、自らの役割を考

え、組織の一員として協働的に取り組む姿勢がみられる

ようになり、リーダーとそれを支えるメンバーが組織的

に取り組む姿勢が多くみられたとの声があった。 

この『啓北スタイル』を実施する際に考慮した点をい

くつか紹介する。講師は、運営指導委員からの紹介など、

その分野に精通している地元の大学・企業の関係者を中

心にお願いした。しかし、地域ビジネス分野では、１年

次の国内研修で生徒と一緒に研修を受けた本校教員が、

２年次以降は講演の講師を務めるなど、内容の伝承や継

続的な実施を考え、講師の選定を行った。 
各教育プログラムの実施時には、生徒にしおりを用意

した。このしおりに事前学習から事後学習まで取り組ん

だことを記録することで、いつでも学びを振り返ること

ができ、さらにそれをまとめ、３年間のＳＰＨのポート

フォリオとすることを目的とした。 
ディスカッションの手法については、１年生では、ア

イディアをまとめることやディスカッションそのもの

の実施方法を生徒に体験的に理解させるため、模造紙と

付箋を利用したＫＪ法を中心に実施した。また、２年生

の地域ビジネス分野の取組では、講師６人に講話をいた

だいた際には、ジグソー法を利用し、それぞれの講話を

聴いたメンバーがグループの中で報告をしてからディ

スカッションを行うなど、場面に応じた工夫し実施した。 
各プログラムの評価の方法については、定期考査にお

いて知識の理解度を評価するだけではなく、しおりのレ

ポートによる評価やルーブリックによる評価、各場面に

おけるパフォーマンス課題による評価など、様々な手法

で評価を実施した。 
（３）マネジメントの手法を取り入れた観光分野の教育

プログラム 
観光分野の教育プログラムでは、顧客満足実現能力や

企画力・創造力などを身に付けるため、１年生ではビジ

ネスの視点から観光について考え、２年生では観光プラ

ンの作成、３年生では観光プラン実現のための提案及び

プランの実施をした。実施の際には、共通して『ヒト』・

『モノ』・『カネ』・『情報』を組み合わせるマネジメ

ントの手法を利用して考察した。 
題材の選定においては、地元地域を知ることを前提に、

１年生においては、地域資源を知ることと、その有効活

用法を取り上げた。さらに、２年生においては、『マー

ケティング』の授業内での取組を意識して、市内のバス

会社とタイアップし、温泉日帰りパックを活用した観光

プランの作成を取り上げ、マネジメントの手法を使い、

ターゲットの設定、ニーズの考察、販売予測の立案、顧

客満足の実現のためにはどのような行程が良いのかを

取り上げた。 
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この学習から、２年生対象のアンケートでは「顧客満

足を実現するために必要な知識」の理解度が25.8％から

プログラム実施後は90.9％となり、顧客満足実現能力な

どが身に付いたと推測される。 
（４）マネジメントの手法を取り入れた起業家教育分野

の教育プログラム 
起業家教育分野の教育プログラムでは、ビジネス探究

能力やマネジメント能力などを身に付けるため、１年生

では起業についての学習を行い、２年生ではクラウドフ

ァンディングを利用したビジネスアイディアの創出、３

年生ではマネジメントの手法を使ったビジネスアイデ

ィアの提案及びプランの実施をした。 
この教育プログラムでは、起業やビジネスアイディア

の創出の理解を前提としているが、クラウドファンディ

ングの手法を理解することにより、資金調達計画やプロ

ジェクトの舞台となる地域の現状や課題を調べ、プロジ

ェクトにより叶えたい夢や目標について話し合わせる

ことを意識している。 
この学習から２年生対象のアンケートでは、「起業に

対する魅力」の割合が47.8％から、プログラム実施後は

60.4％となった。さらに、ビジネスアイディアを起業に

つなげるために必要なことを理解できた割合が、90.1％
となり、ビジネス探究能力などが身に付いたと推測され

る。 
 
４ 成果と今後の課題 

（１）教育プログラムの成果 
  ＳＰＨの教育プログラム全般の効果を把握するため

に、毎年生徒に対してアンケートを実施してきた。令和

元年12月に全生徒を対象にＳＰＨの教育プログラムに

より「学習意欲が向上したか」「課題を解決する力が高

まったか」「新たな知識・技術を習得できたか」「将来

の職業に対する意識が高まったか」という４つの項目に

ついてアンケートを実施した。 
例年、各項目の評価は高いものであったが、令和元年

度は、昨年に比べ生徒評価が大幅に向上した（縦棒グラ

フＲ01を参照）。過去２年間は数値が思いの外伸びてお

らず（縦棒グラフＨ29・Ｈ30を参照）、ＳＰＨの教育プ

ログラムの効果に対して、生徒の評価と日頃授業を担当

している教員の評価に少し差があることを感じていた。 
今回の結果は、３年間の教育プログラムを経験し、生

徒自身が自らの成長を自覚し、その成長を外部の方に認

められることにより、ＳＰＨの取組や自己の成長に自信

が持てるようになったのではないかと推察する。 

 
（２）効果の測定 

各資質・能力の育成到達度を定量的に把握するた

め、 終年度の３年生に対し、ＳＰＨの教育プログラ

ム全般の評価アンケートを実施した。アンケートの内

容は、本校ＳＰＨの研究開発主題である『マネジメン

ト能力』に関する資質・能力とし、その到達度につい

て質問を行った。 

 
それによると、「世の中の現状を理解し、課題や問

題点を明らかにする力が高まったか（課題発見力）」

及び「物事に対して、より良い方法を見つけるために

深く考える力は高まったか（ビジネス探究能力）」に

対する評価が一番高くなった。各学年の教育プログラ

ムにおいて、アイディア創出を中心に課題の発見やア

イディアを考える学びを実施した成果が出たと推測

される。 
また、「世の中の課題や問題点を改善していこうと

する力が高まったか（課題解決力）」や「世の中の課

題や問題点は自分自身にも関係があると考え、解決に

向けて取り組もうとする姿勢は高まったか（主体性）」

についても高い評価を付けている。さらに「経営資源

（ヒト・モノ・カネ・情報）を結び付けて、新しい価

値を創造する力は高まったか（マネジメント能力）」

については、肯定的な評価をした者が８割を超えた。

これらについては、３年生で実施した課題研究の学び

の成果が大きく影響していると考えられる。成果発表

会終了後の実施アンケートでも同様の評価をしてい
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た。 
反面、「課題や問題点の解決へ向けて、新しい価値

（モノやコト）を創り出す力は高まったか（企画力・

創造力）」、「物事に取り組むために、他人に働きか

け他人を巻き込む力が高まったか（リーダーシップ）」

については、肯定的な評価は高いものの、「あまり高

まっていない」などの否定的評価も多かった。企画力

やリーダーシップの育成に対して、生徒全員を対象に

した学びの難しさについて、私たち教員が実感させら

れた結果であった。 
以上のことから、世の中の課題や問題点に対して、

商業の知識や技術を使い、経営資源を組み合わせ、創

造的に問題解決を図ろうとする力を高めることがで

きたと考えられる。 
また、数値では評価できない定性的な評価を、各教

育プログラム後の感想文で把握した。それによると、

「ＳＰＨの活動は知識を得るインプットと得た知識

を活用するアウトプットの繰り返しであること」、「考

える力、グループワークの力が高まったこと」など

様々な気づきが書かれていた。 このように３年間で

様々な力を身に付け、意識の変化があったことがわか

る。 
（３）成果の普及 

本研究の成果の普及のため、ＳＰＨ成果発表会を令

和元年12月19日に実施した。開催について広く呼び

かけ、当日は生徒693名、運営指導委員７名、一般参

加者60名が参加した。また、３年間の教育プログラム

について研究成果をまとめた研究実施報告書を令和

２年３月に発行し、約400カ所の関係機関に配付した。 
また、各取組の実施状況について、実施内容や反省・

改善点なども含めたショートレターをその都度本校

ＨＰに公開してきた。さらに、報道機関への情報提供

も積極的に行い、取組当日に取材を受け、各紙・ＴＶ

等で報道していただいた。 
（４）今後の課題と展望 

本校の今後の課題としては、「研究成果の普及をい

かに進め、研究成果を今後の教育活動にどのように生

かしていくか」である。ＨＰや広報等の他に、各種研

究協議会において研究開発した教育プログラムの成

果を報告するとともに、各種研究紀要への寄稿を行い、

研究成果の普及に努めたい。 
また、運営指導委員会等を通じて、地域に求められ

る人材育成をしてきた。その中で、地域の人たちと協

議し、協働して教育課程を編成していくことの重要性

を感じた。さらにＳＰＨ事業を通した多くの人との出

会いや繋がりの中から、啓北スタイルに象徴されるよ

うな教育手法を確立することができた。これらの財産

を教育活動の中に取り入れながら、特色ある教育活動

を実践し、研究成果を引き継ぎたい。 
 

５ おわりに 

本研究開発事業は、昨年度をもって指定が終了した。

３年間の研究で全国に先駆けて、先進的な教育プログ

ラムを開発、実践することができ、マネジメント能力

を身に付けた札幌の未来を担う人材の育成に努める

ことができた。 
今年度については、開発した教育プログラムについ

て、費用面や講師の活用方法など、様々な視点から継

続的に実施できるかを勘案しながら、各学年進行で実

施している。ただし、新型コロナウイルス感染症対策

の観点から、計画していた多くの教育プログラムの実

施を断念せざるを得なくなった。 
さらに今後は、これらの教育プログラムを学習指導

要領改訂に伴う新カリキュラムに継続して導入する

とともに、本校の教育活動の特色として持続発展的に

実施していきたい。加えて、教育プログラムの実践に

ついて、広く成果を全国に普及させる取組を、引き続

き実施していきたい。 

 
 
********************************************* 
 
 

研究発表Ⅰ 

 
高等学校商業教育における実践的学習と 
キャリア教育の融合 
 
北海道武蔵女子短期大学教養学科教授 髙橋 秀幸 

 
１．高等学校における商業教育 

  （商業高校の現状、商業高校生の成果） 

 日本の高等学校の現状をみると、学校数は4,887校あ

り生徒数は316.8万人で、少子化の影響から、前年比で

およそ67,000人減少している（令和元年度学校基本調

査より）。この中で商業高校・商業科設置校（以下、商
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業高校）で学ぶ生徒は 18.5 万人で 5.9％である。 も

多い普通科の生徒は73％、2番目の工業科は7.6％で大

きな差がある。また、平成2年度には1,168校に商業科

の学科が設置されていたが、令和元年度では655校まで

半減している。 

 こうした状況にある商業高校だが、専門科目をとおし

て国家資格も含めた上級検定・資格に挑戦し、成果をあ

げている。また、検定・資格以外にも実践的・体験的な

学習にも積極的に取り組んでいる。例えば、学校外で商

品を販売したり、自分たちで会社を経営したり、あるい

はオリジナル商品を開発したりしている。このように多

くの商業高校は積極的に取り組んでいるが、現在は学科

設置数や生徒数も減り、入試の倍率も下がってきている。

そこで、本研究では今後の商業高校はどうすれば受験生

や保護者、地域から選ばれる存在となるのかを検討した。 

 

２．卒業生の声を聴く（卒業生調査） 

 商業教育の在り方については、河合・雲英他（1991）

は、『新商業教育論』の中で、商業教育に求められるも

のについて「商業教育も人間形成が本質であり『不易』

といわれる部分がある。しかし、職業教育の面から商業

教育を考えると、社会や企業の変化に素早く対応してい

かなければならない『流行』の部分も存在する」とし、

時代によらず変わらない部分もあるが、社会や企業の要

請に応えて、すぐに対応して変えていく部分も必要だと

している。 

 そこで、この流行といわれる部分を探ることを目的に、

商業科の卒業生にアンケート調査を実施した。調査項目

は、①商業高校での取組（10項目）において熱心に取り

組んだもの（熱心度）、現在の仕事に役立っているもの

（役立度）、もっとしっかりやっておけばよかったもの

（後悔度）は何か、②今後、商業高校で力を入れて指導

すべきものは何か、③これからの商業高校に期待するも

のは何か、についてである。 

 平均値をみると、熱心度はクラブ活動、学校行事、簿

記の順になり、役立度・後悔度は、情報処理関係科目の

授業、ビジネスマナーが上位となる。また、今後、商業

高校で力を入れて指導すべき項目についても、ビジネス

マナー、情報処理、簿記、商業科目に関するイベント（実

習や実践的内容）があげられた。 

 さらに、これからの商業高校への期待として自由記述

からキーワードを抽出した結果、「勉強や学習」、「専

門性を深める」、「検定資格取得」への意見が多く、勉

強や学び、知識・技能を習得することへの期待が大きい。

また、実習やインターンシップなどの体験、礼儀、挨拶

マナーという社会と関わる実践的学習への期待も一定

数存在する。つまり、卒業生からの商業教育への期待は、

勉強・学習の充実と、実践の充実の2つが考えられる。 

 

３．商業高校での実践的・体験的学習 

3-1.実践ごとに効果は違うのか 

 ここでは商業高校で行われている「インターンシップ」

と「販売実習」という2つの実践について、どのような

効果の違いがあるのか調べるため、両方に取り組んだ2

校の生徒を対象にアンケート調査を行った。各実践に対

して、どれくらい熱心に取り組んだのか（熱心度）、ど

れくらい満足しているのか（満足度）、どれくらい将来

役立つと思うのか（役立度）を尋ねた。 

 これらへの回答は両者ともすべて高い評価であった。

そこで、注目したのはインターンシップと販売実習の効

果の共通点と特徴的点である。共通点としては、「働く

経験により社会を知る」、「ビジネスマナーや礼儀作法

を身につける」、「社会のルールや決まりを守る」であ

る。特徴的点は、まずインターンシップは「進路希望を

具体化すること」、販売実習は「チームワーク・集団で

協力すること」であった。さらに自由記述をみても、イ

ンターンシップはよかった点として、仕事に関する記述

が多く、販売実習はチームワークに関する記述が多い。 

 この調査では、2つの実践における共通の効果と特徴

的効果が明らかになった。実践ごとに特徴的な効果が期

待できるなら、商業高校としては多くの実践に取り組ん

だ方が多様な力を育むことができることになる。しかし、

実際には教育課程上、時間的に制約があり様々な実践に

取り組むことはできない。そこで時間をかけない実践に

ついて検討したのが次の調査である。 

 

3-2.短期間の実践（インターンシップ）の効果 

 ここでは短期間の実践には、どのような効果があるか

を調査した。短期間のインターンシップ（１日もしくは

２日間）に参加した生徒に、事前調査と事後調査さらに

１年後の卒業前の３時点で調査した。質問したのは、①

進路選択の具体化、②学習意欲の向上、③マナー・礼儀

の実践、④将来への展望、⑤生活の充実についてインタ

ーンシップが役立つ（役立ったか）である。 

 結果は、5観点すべてで事前調査より事後調査で平均

値が上昇し、１年経過した卒業前の調査では下降した。
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しかし、「将来への展望」だけは、卒業前の平均値が事

前調査よりも下がらなかった。これは短期インターンシ

ップであっても、将来への展望を持つことに対して気づ

き与えている可能性が示唆される。つまり、短期実践で

あっても実施直後には一定の効果がみられ、特にインタ

ーンシップでは将来を考えることについては、卒業前ま

で効果が期待できるということである。だから短期であ

っても商業高校においては、実践的学習に積極的に取り

組んでいったほうがよいと考える。 

 それでは、商業の学びで様々な実践に取り組むにあた

り、どのような実践がよいのだろうか。その点を明らか

にするために実際に実践的な学習を指導している商業

科教員に対して聞き取り調査を行った。 

 

４．実践を指導する教員の考え 

 ここでは、全国の商業高校で先進的な実践事例に取り

組んでいる26名の先生に3年間かけて聞き取り調査を

行った（JSPS科研費 15K13244）。質問は、実践的な学

習の取組内容、指導する時に何を大事にしているのか、

どういう生徒を育てたいのか等60分程度で半構造化イ

ンタビューを行った。そこで会話内容を録音し、逐語化

したのち、類似例でキーワード抽出していった。そこで

共通キーワードを3点、特徴的なキーワードを18点抽

出し、それらを5つのカテゴリーに整理した。 

 まず、実践を指導する上で教員が大事にしている共通

キーワードとしては、①「学びの場を作ること」である。

生徒が実践をすることで何かに気づいたり学んだりす

るための場として、実践を作っている。また、②「地域

や企業との連携」も大事にしている。当然のことだが、

生徒が仕事を経験するためには地元企業と連携を取ら

なければならない。つまり、実践においても地元で活躍

できる人材を育てるということを意識することになる。

さらに、③「自分で考えること、自ら行動すること」が

あげられる。これは指示待ちではなく、自分から動ける

ように働きかけているということで、教員が積極的に声

をかけて、生徒の行動を促していることである。 

 次に、それぞれの教員が語った特徴的なキーワード

18個を5つのカテゴリーに分けた。ここでは5つのカ

テゴリーだけを紹介する。1 つ目は「学びの確認の場」

として実践を使っているということである。これは、授

業や検定取得で身につけたことを確認する場、さらに実

践したあとのやる気に繋げるために実践を取り組んで

いるということである。2つ目は「学びを深める」とい

うことで、ただ確認するだけでなく、学びを応用・発展

させる部分である。たとえば、販売実習で「たくさん売

ればよい」、「売切れればよい」ではなく、「値段を高

めに設定しても利益を得るにはどうしたらよいのか」と

いうところまで考えさせているということである。高校

生だから売れるという一過性の実践ではないというこ

とである。3つ目の「つながり」は、生徒間におけるチ

ームワークはもちろん、先生と生徒、あるいは教職員間

も含めたつながりである。たとえば、部活動などの小さ

い集団でユニーク活動は取り組みやすいが、それを全校

的なものとして広げていくための学校全体のつながり

も含まれる。4つ目の「コミュニケーション」は、話す・

聞く・読む・書くという４技能を意識するのはもちろん、

生徒から地域の大人と積極的に関わっていくことや、逆

に地域の大人から、生徒を頼ってくるような形になるこ

とを意識して取り組んでいる。5つ目の「責任感と自信」

は、商業高校の生徒の多くが自信を失って入学してくる

ことから、実践的学習の中で仕事を任せたり、頼ったり

して、それらを達成していくことで責任感や自信を持た

せることを意識しているということである。 

 また、これからの商業教育について尋ねたときには、

「地域が期待する人材を育てる」、「われわれ（教員）

が充実した指導をする」、あるいは「生徒の将来のため」

という意見が多く出された。やはり教員にとっては、商

業教育を考えるというのは生徒の将来を含めて、地域で

求められる人材について考えることとつながる。 

 こうしたことから、これからの商業教育においては、

実践的な学びにおいてキャリア教育の意味を持たせな

がら展開していくのが一つの方策であると考える。これ

を「商業教育とキャリア教育の融合」とし、商業教育の

中の実践にキャリア教育の「将来を考える効果」が含ま

れていることを意識して指導していくことを提案した

い。 

 

５．これからの高等学校商業教育 

 「商業教育とキャリア教育の融合」は、実践的な学習

を通して得られる学びや気づきを利用し、その中のキャ

リア教育とくに将来を考える効果が含まれていること

を活用するということである。この効果を商業教育に組

み込んでいけば、それが商業教育の魅力につながるので

はないだろうか。たとえば、商業科目20科目とは別に

「ビジネス・キャリア」として新しい科目を学校設定科

目として指導していくことも考えられる。 
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 全米ビジネス協会の「National Standards for 

Business Education」では、ビジネスについて学ぶ領域

に会計やコンピュータ、マネジメントとともにキャリア

形成が含まれている。こうした面は、わが国の商業（ビ

ジネス）教育を考える上でのヒントにもなる。 

 キャリア形成や進路に関する取り組みは、教員も生徒

も積極的に取り組む傾向がみられる。そこで、商業科目

の内容にキャリア教育を組み込んで科目として取り組

んでいくことで、他の職業教育とかわる専門学科との差

別化にもつながるのではないだろうか。そしてそれが、

商業高校の魅力になっていくのではないだろうか。 

 
（注）ここでは調査結果のデータなどの詳細については省

略した。文中の調査研究に関するデータ等は、北海道大学

学術成果コレクションHUSCAP の以下URL をご参照く

ださい。<https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/ 
handle/2115/78669> 
 
 
********************************************* 
 
 

研究発表Ⅱ 

 
教科情報科における育成を目指す資質・能力を
踏まえた指導計画と学習評価～実習、グループ
学習、地域協働学習について 

 
北海道札幌東商業高等学校 校長 西村 修一 

 
１ はじめに 

平成30年３月に告示された高等学校学習指導要領に

おいて、共通教科情報科については、生徒の卒業後の進

路等を問わず、情報の科学的な理解に裏打ちされた情報

活用能力を育むことが一層重要となってきているとの

中央教育審議会の答申などを基に、目標、科目構成、各

科目の内容等が大きく変更された。こうしたことを踏ま

え、共通教科情報科に属する必履修科目である「情報Ⅰ」

の指導に関して、実習、グループ学習、地域協働学習を

取り入れた指導計画と学習評価について考察する。 

 

２ 共通教科情報科の変遷 

平成11年告示の学習指導要領の下では、多くの高校

が「情報Ａ」を履修させていたことから、指導の実態と

しては、情報を積極的に活用する態度などを育成する指

導に力点が置かれていたといえる。平成21年告示の学

習指導要領の下では、多くの高校が「社会と情報」を履

修させていたことから、指導の実態としては、情報社会

に積極的に参画する態度などを育成する指導に力点が

置かれているといえる。平成30年告示の学習指導要領

においては、「情報の科学的な理解」に裏打ちされた情

報活用能力を育むとともに、情報と情報技術を問題の発

見・解決に活用するための科学的な考え方等を育むこと

に力点が置かれており、これまでとは大きく異なること

になる。 

指導方法については、どのような学習活動を取り入れ

るかを内容ごとに示されており、これは、主体的・対話

的で深い学びの視点からの授業改善を迫っているもの

と考えられる。共通教科情報科の指導計画を立案する際

には、このことを十分に踏まえることが必要になる。 

 

３ 教科情報科の指導計画と学習評価 

中教審の諮問と答申の経緯から、「主体的・対話的で

深い学び」の視点に立った活動を取り入れること自体が

指導計画を立案する際の出発点になってしまうことが

懸念される。まずは、どのような資質・能力の育成を目

指すか、そのためにどのような学習活動を取り入れるこ

とが有効かといったプロセスで指導計画を考えること

が必要である。 

教科情報科については、内容の取扱いに当たっての配

慮事項として、問題を発見し、設計、制作、実行するな

どの手順を実際に体験するなどの活動を通して知識や

技能を身に付けることを求めている。また、情報機器の

活用等に関して、コンピュータや情報通信ネットワーク

などを活用した実習を積極的に取り入れることを求め

ている。このような形態の授業においては学習評価が課

題になるが、育成を目指す資質・能力を起点として、学

習活動と評価の観点を定め、それらを元に学習活動の即

した評価規準を作成して評価することが大切である。 

 

４ 実習、グループ学習、地域協働学習を伴う学習活動

の指導計画と学習評価に関する考察 

「情報Ⅰ」においては、実習等様々な形態の授業が考

えられる。例えば、内容の「(2) コミュニケーションと

情報デザイン」においては、学校紹介などのWeb ペー

ジのコンテンツの制作実習を取り入れることが考えら
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れる。その際、学習評価が課題となる。同じ学習活動で

も育成を目指す資質・能力が異なれば、評価の観点や規

準は異なったものになる。実習を伴う学習においては、

どのような資質・能力の育成を目指すのかをしっかりと

整理した上で指導計画と評価計画を作成することが大

切になる。 

「(4) 情報通信ネットワークとデータの活用」におい

ては、クラスをグループに分けて各グループでテーマを

設定し、各グループ内で、更に班を分けてそれぞれで活

動を行うことが考えられる。学習活動がグループ単位で

あっても、学習評価は生徒一人一人に対して行うもので

ある。学習評価の難しさはこの点にあると考える。生徒

のグループでの調査や分析、発表などの活動の様子だけ

から見取るのではなく、活動の成果としてのレポート、

考査などの様々な評価の手段を用いて、適切な評価の場

面を設定して、そこから得られたデータを総合的に活用

して評価することで、グループでの活動を行う場合にお

いても適切に学習評価を行うことができると考える。 

「(1) 情報社会の問題解決」においては、情報技術が

人や社会に及ぼす影響について理解することや、望まし

い情報社会の構築について考察する力を育成するため

には、地域活性化への情報技術の活用などのテーマを設

定し、地域を学びのフィールドとして地域と協働して学

習活動を展開することが考えられる。その際、関係企業・

団体からの評価を加味することが考えられる。しかし、

どのような資質・能力の育成を目指しているかを共有し、

その資質・能力がどの程度身に付いているかを見取るよ

うにすることについて理解を深めていただくことが重

要になる。そのようなことについて十分な理解を得られ

なければ、関係企業や団体に対するプレゼンテーション

の善し悪しだけで評価されることになりかねない。 

 

５ おわりに 

商業に関する学科においては、代替履修が行われてい

る。共通教科情報が大きく変わることから、「情報処理」

で代替する際には、これまで以上に同様の成果が期待で

きるように慎重に指導計画を立案し実施することが求

められる。本発表を参考にしていただければ幸いである。 

 
 
********************************************* 
 
 

部会報第32号発行にあたり 

 

１．総会について 

本年度の北海道部会総会が11月7日（土）札幌国際

大学において、26名の会員が参加し開催されました。新

型コロナウイルス感染拡大防止の点から開催が危ぶま

れましたが、会場校の石川智寛先生のご尽力で無事に開

催できました。議事は令和元年度事業報告・決算報告な

らびに令和２年度の事業計画・予算等を審議し、承認さ

れました。また今年度は役員改選の年であり、川眞田政

夫部会長が再選されましたので、この場を借りて報告さ

せていただきます。 

本年は嬉しいことに14名の新会員の方にご入会とあ

わせて、さっそく総会にも参加いただきました。これか

らも北海道の商業教育を皆さまと一緒に考えていく場

としていきたいと考えておりますのでよろしくお願い

いたします。 

 

２．研究協議会について 

 研究協議会は、道内各地から29名の会員が参加して

開催されました。プログラムは例年とは異なり、基調講

話を北海道教育庁の岩館先生に代表してお願いしまし

た。講演は、札幌国際大学観光学部の千葉先生から「新

科目『観光ビジネス』の指導に向けて」をテーマにご講

演をいただきました。新科目「観光ビジネス」の指導で

活用できるサーキッドモデルを使った事例を使い、すぐ

に授業で役立つ内容についてご教授いただきました。今

回は、千葉先生のお話を楽しみに参加された方も多いと

思います。その後、実践発表１件、研究発表2件を行い、

発表後に質疑応答を行い、無事に研究会を終えました。

なお、ご案内のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から、教育懇談会は中止といたしました。 

 この時期は検定指導や進路指導など忙しい時期と重

なりますが、来年度以降も研究発表や実践発表を充実さ

せ、北海道の商業教育に携わる者として、研鑽を深める

場にしていきたいと考えています。当部会は、年齢や役

職等に関係なく教科商業を学ぶ生徒のために皆さまと

ともに考える場にしていきたいと思います。 

 お気づきの点や取り上げてほしい話題などがありま

したら遠慮なく事務局までお申しつけください。よろし

くお願いいたします。 
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３．令和2年度研究協議会次第 

＜研究課題＞ 

「北海道の商業（ビジネス）教育を考える」   

 全体司会・進行 

 北海道札幌東商業高等学校 教諭 大江 美穂 氏 

（１）基調講話（13:00～13:20） 

  北海道教育庁学校教育局高校教育課 

   キャリア教育指導係指導主事 岩館 良伸 氏 

（２）講演（13:20～14:20） 

 「新科目『観光ビジネス』の指導に向けて」 

   講師 札幌国際大学観光学部観光ビジネス学科 

             准教授 千葉 里美 氏 

（３）実践発表（14:40～15:15） 

 「市立札幌啓北商業高等学校のＳＰＨの取組について」 

  発表者 市立札幌啓北商業高等学校 

             教諭 石山 俊央 氏 

（４）研究発表Ⅰ（15:15～15:40） 

 「高等学校商業教育における 

        実践的学習とキャリア教育の融合」 

  発表者 北海道武蔵女子短期大学教養学科 

              教授 髙橋 秀幸 氏 

（５）研究発表Ⅱ（15:50～16:20） 

 「教科情報科における育成を目指す資質・能力を 

  踏まえた指導計画と学習評価～実習、グループ学習、 

  地域協働学習について」 

  発表者 北海道札幌東商業高等学校 

              校長 西村 修一 氏 

（６）質疑応答・意見交換会（16:20～16:50） 

司会：市立札幌啓北商業高等学校 教諭 石山俊央 氏 
   北海道武蔵女子短期大学  教授 髙橋秀幸 氏 
総括：拓殖大学北海道短期大学 教授 川眞田政夫 氏 
（７）閉 会 式 （16:50～） 

 

４．全国会員への加入について 

 日本商業教育学会は、教科商業に関するテーマの調査

研究や教材開発を行うなど幅広い活動をしております。

ご自身の研究発表や論文発表に興味をお持ちの方は、全

国会員への加入をご検討ください（年会費は5,000円で

すが、北海道部会会費1,000円は不要となります）。 
 加入方法やなど詳細につきましては、学会本部のweb
サイトをご覧いただくか事務局までお問い合わせくだ

さい。 
（学会webサイトURL：http://www.syogyo-ed.jp/） 

５．北海道会員の年会費納入について（お願い） 

 今年度の総会時の当部会会員数は97名です（この人

数は昨年度会費を納入いただいた方、全国会員の方、顧

問の方の総数）。当部会の運営は、皆さまからの年会費

1,000円で成り立っています。このことをご理解いただ

き、会費の納入につきまして何卒ご協力をお願いいたし

ます。なお、本年度会費が未納の場合、次年度は非会員

となり、総会・研究協議会案内と部会報は郵送されませ

ん。北海道の商業教育を一緒に考えていくために、会員

継続の手続きをお願いいたします。 
 随時会員を募集しておりますので、入会を希望される

方がいらっしゃいましたら事務局までご連絡をお願い

いたします。 

 
６．来年度の総会・研究協議会について（お知らせ） 

 来年度の総会・研究協議会は、10 月頃に北海道武蔵

女子短期大学（日程と会場は仮）での開催を予定してお

ります。開催が近くなりましたら会員の皆さまに案内を

差し上げます。 
 あわせて、別紙のとおり実践発表もしくは研究発表も

募集いたしますので、皆さまの応募をお待ちしておりま

す。 
 
７．その他 

 現在、当部会では会員の皆さまの利便性向上と事務局

運営効率化を目指し、webサイトの改訂や電子メールを

用いた案内方法等について検討しています。次年度以降

も今年度の参加申込み同様に web サイトや Google フ

ォームを積極的に活用して運営していきたいと考えて

いますのでご理解、ご協力をお願いいたします（可能な

限りweb上で申込みいただくと助かります）。 
（文責：事務局長 髙橋秀幸） 

 

 

＜事務局＞ 

 〒001-0022 札幌市北区北22条西13丁目 

  北海道武蔵女子短期大学大学335研究室内 

   部会長：川眞田 政夫 事務局長：髙橋 秀幸 

      Tel：011-726-3141（代） Fax：011-726-3144（代） 

     事務局長宛E-mail：hide@hmjc.ac.jp 

 

 


