
調査研修部教員研修分科会報告  
 
１ 分科会の開催  
 （１）第１回  平成２６年５月２６日 会場：第四商業高等学校  
  ア 委員自己紹介  
  イ 役割分担の確認  
  ウ 今年度の教員研修計画の検討  
 （２）第２回  平成２６年７月 ３日 会場：第四商業高等学校  
  ア 各学校での研修周知状況の確認  
  イ 研修運営の役割分担  
  ウ 教員研修実施の運営打合せ  
 （３）第３回  平成２６年１２月５日 会場：第四商業高等学校  
  ア 今年度の教員研修の実施状況  
  イ 研修運営上の課題の集約  
  ウ 次年度の教員研修への申送り事項確認  
 
２ 平成２６年度教員研修の概要                

（１）ビジネス情報分野 夏期研修 

 日程  テーマ  内容  

１  
７月２３日  
（水）  

Photoshop を使ったポ

スター制作  

adobe 社の Photoshop の機能と操作方

法について学ぶ。ポスター製作の演

習を通して実践的に操作技法を学ぶ

ことができる。 

２  
７月２４日  
（木） 

アドビアソシエイト  
Photoshop への取組  
 
 

アドビ認定アソシエイトは Adobe 社

が認定する ｴﾝﾄﾘｰﾚﾍﾞﾙの認定資格であ

る。試験範囲や解法について、Odyssey

社の講師に解説していただく。  

３  
７月２５日  
（金）  

Illustrator で名刺を作

る  

adobe 社の Illustrator の機能と操作

方法について学ぶ。名刺製作の演習

を通して実践的に操作技法を学ぶこ

とができる。 

４  
７月２８日  
（月）  

モバイルサイトの制作  
(Dreamweaver) 

Dreamweaver 及び Adobe 社の各ア

プリケーションを連携し、Web 環境

でスマホアプリとして動作させる手

法を解説してもらう。 

 
（２）簿記会計分野 夏季教員研修 

 日程  テーマ  内容  

５  
８月１８日  
（月）  

原価計算指導法研修  
標準原価計算・ＣＶＰ分析の指導法

の研究を行う。  
 

６  
８月１９日  
（火）  

会計指導法研修  
連結財務諸表作成の指導法の研究を

行う。 

 



（３）マーケティング・ビジネス情報分野 夏季教員研修 

 日程  テーマ  内容  

７  
７月３１日  
（木）  

顧客ニーズに応える企

画・設計  

電子商取引や商品開発の授業では顧

客のニーズやユーザーの benefit に

応えた提案が求められる。そこで必

要なビジネスモデルの企画方法につ

いて工程を追って学ぶ。 

８  
８月３０日  
（土）  

生徒商研への取組  

「生徒商業研究発表大会」東京都予

選の参観を通して課題解決型学習指

導法の充実を図る。 

 

 

（４）短期集中研修（マーケティング分野） 

※文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業  

 日程  テーマ  内容  

９ 
８月 15 日（金） 

から 17 日（日） 

ビジネスモデル・ジェ

ネレーションのメソ

ッドを活用したビジ

ネスモデルの構築（キ

ャンバス作成と解説） 

今注目されているメソッドである

「ビジネスモデル・ジェネレーショ

ン）」を活用した演習を行う。一枚の

シート（ビジネスキャンパス）を用

いてビジネスを可視化・分析しなが

ら、ビジネスモデルを検証していく。 

 
３ 教員研修の実施状況  

  日  程  講座名及び内容  定員  
申込

者数  

出席

者数  

出席

率  

1 
７月２３日  

（水） 

Photoshop を使ったポスター制作  
20 13 13 100.0% 

(Photoshop) 

2 
７月２４日  

（木） 

アドビアソシエイト 
20 14 14 100.0% 

Photoshop への取組  

3 
７月２５日  

（金） 

Illustrator で名刺を作る 
20 18 18 100.0% 

(Illustrator) 

4 
７月２８日  

（月） 

モバイルサイトの制作  
20 17 17 100.0% 

(Dreamweaver) 

5 
７月３１日  

（木） 
顧客ニーズに応える企画・設計  20 11 11 100.0% 

6 
８月１５ 

－１７日  

ビジネスモデル・ジェネレーションのメソッド  
20 18 18 100.0% 

を活用したビジネスモデルの構築  

7 
８月１８日  

（月） 
原価計算指導法研修  20 19 19 100.0% 

8 
８月１９日  

（火） 
会計指導法研修  20 23 23 100.0% 

9 
８月３０日  

（土） 
生徒商研への取組  - - - - 

 



＜研修１：１日コース＞  
７月 23 日(水) 受付９時 研修 9:30～12:30、13:30～16:30、16:30~質問等 
Photoshopを使ったポスター制作（演習） 
 

（会場） 東京都立第四商業高等学校（練馬区貫井 3-45-19） 
 

（講師） 上田キミヒロ氏 ㈱ロクナナ・ロクナナワークショップ 代表 
 

音楽制作、CD-ROM 制作、スクール講師などを経て、2001 年より現職に就任。現在は、 
スマートフォン向けコンテンツや Web 関連のコンサルティング、プロデュース、企画、制作 
を主体に、新規事業の立ち上げに従事。 

特色 自校の学校案内を作る演習を通して adobe 社の Photoshop の操作技法を実践的に学ぶ

ことができます。（平成２５年度の研修と同じ内容です） 
対象 Photoshop の基本的な操作ができること。 

※初心者でも参加可能ですが、事前に adobe 社 HP にある「Adobe Photoshop を使ったポスタ
ーの制作」程度の内容を一通り読んで、Photoshopのしくみを理解できていることが望ましい 

http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/jp/education/k12/pdfs/ps_poster_guide.pdf 

内容 ・Photoshop を活用して各自が持ち寄った学校データを加工 
・ポスターのタイトル及び文字情報等を制作・加工 
・講師によるポスターの構成や色使いに対するアドバイス 
・互いの作品を相互評価しながら評価の観点を確認 

テキスト等 商業教育研究会で用意したものを配布します。 

準備 
画像データは当方で用意しますが、自校の学校案内の作成を試みる場合、各自に素材と

なる写真をＤＶＤ等に複写して持参していただく必要があります。 
注意 本研修会場で使用する環境は Photoshop CS5.5 です。 

 
＜研修２：半日（２時間）コース＞  
７月 24 日(木) 受付１４時 研修 14:30～16:30、16:30~質問等 
アドビ認定アソシエイト（ACA） Photoshopへの取組（講義） 
 
（会場） 東京都立第四商業高等学校（練馬区貫井 3-45-19） 
 
（講師） ＡＣＡ対策ﾃｷｽﾄ 著者 はぎの よしか氏 

特色 アドビ認定アソシエイト(ACA)は、アドビ システムズ社が認定するエントリーレベルの

認定資格です。デジタルメディアを使用して効果的なビジュアルコミュニケーションを

計画、設計、構築、保守するために必要な基本的なスキル、およびアドビ システムズ

社のソフトウェア製品を使いこなすスキルを証明します。 

デザイン系の学習を始めたまたは学習中の学生を主な対象者として、職場で評価される

知識と技能を確実に身に付ける資格として位置付けられています。 

ACA の試験科目は製品ごとに独立しており、合格者には世界共通の認定証が発行されま

す。本研修では、アドビ認定アソシエイト Photoshopの試験範囲や解法について解説して

いただき、生徒が目指す上級資格の指導に役立てていただくことを目的としています。 
対象 授業で Photoshop の指導をしている教員。または、これから Photoshop の指導を検討

する場合の指導範囲の目安の確認。 
内容 ・ACA 対策テキストとパワーポイントによる試験範囲等の確認と解法の解説 
テキスト等 商業教育研究会で用意したものを配布します。 
準備 特に必要ありません。 
注意 特に必要ありません。 



平成２６年度 教員研修細案 
＜研修３：半日コース＞  
７月 25 日(金) 受付 13時 演習 13:30～16:30 
Illustratorで名刺をつくる（演習） 

 
（会場） 東京都立第四商業高等学校（練馬区貫井 3-45-19） 
 
（講師） 上田キミヒロ氏 ㈱ロクナナ・ロクナナワークショップ 代表 

 
音楽制作、CD-ROM 制作、スクール講師などを経て、2001 年より現職に就任。現在は、 
スマートフォン向けコンテンツや Web 関連のコンサルティング、プロデュース、企画、制

作を主体に、新規事業の立ち上げに従事。 
特色 adobe 社の Illustrator の操作技法を基礎から学ぶことができます。様々な線や図形の描

き方などペジェ曲線の描き方を学んだ後、名刺を作成する演習を通してアプリケーショ

ンソフトの操作技法を学びます。 
対象 基礎から学ぶため Illustrator の知識は不要ですが、Windows パソコン及びマウス操作

ができること。 
※中級以上の方の参加も可ですが、初心者を対象にしているため、基礎的な内容も同じ

ペース学んでいただきます。 
内容 ・Illustrator での図形の描き方 

・Illustrator の基本操作 
・いろいろな線や図形を描いてみる 
・自分の名刺をデザインしてみる 

テキスト等 商業教育研究会で用意したものを配布します。 
準備 特に必要ありませんが、学校の校章などのデザインが用意できると名刺作成に使えます。 
注意 本研修会場で使用する環境は Illustrator CS5.5 です。 

 
＜研修４：１日コース＞ 
７月 28 日(月) 受付９時 演習 9:30～12:30、13:30～16:30 
モバイルサイトの制作（解説と演習） 

 
（会場） 東京都立第三商業高等学校（江東区越中島 3-3-1） 
 
（講師） 上田キミヒロ氏 ㈱ロクナナ・ロクナナワークショップ 代表 

 
音楽制作、CD-ROM 制作、スクール講師などを経て、2001 年より現職に就任。現在は、 
スマートフォン向けコンテンツや Web 関連のコンサルティング、プロデュース、企画、制

作を主体に、新規事業の立ち上げに従事。 
特色 Adobe 社の各アプリケーションはモバイルサイト・アプリ制作において、重要な役割を

担っています。この研修では注目度が高いスマートフォンに対応した制作を学ひます。 

対象 基礎から学ぶためアプリケーション等の知識は不要ですが、Windows パソコン及びマ

ウス操作ができること。 
※中級以上の方の参加も可ですが、初心者を対象にしているため、基礎的な内容も同じ
ペース学んでいただきます。 

内容 ・デスクトップとの体験の違いや Web、アプリの境目など。スマホをとりまく環境を解説 

・Dreamweaverの使い方を学ぶ 

・Web フォントなど、スマートフォン時代の CSSを学習 

・jQuery Mobileによるモックアップ制作 

テキスト等 商業教育研究会で用意したものを配布します。 
準備 スマートフォンをお持ちであればご持参ください（なしでもご参加いただけます）。 
注意 本研修会場で使用する環境は各アプリケーション共 CS6 です。 



平成２６年度 教員研修細案 
＜研修５：１日コース＞  
７月 31 日(水) 受付９時 演習 9:30～12:30、13:30～16:30 
顧客ニーズに応える企画・設計（講義と演習） 
 
（会場） 日本電子専門学校本館 教室（東京都新宿区百人町 1-25-4） 
 

（講師） 井上先生、小山内先生 他 

特色 電子商取引や商品開発の授業では常に顧客のニーズやユーザーの benefitに応えた提案

が求められます。そのために必要なビジネスモデルの企画方法について工程を追って学

びます。 

対象 ・PhotoShop･Illustratorなどを用いて製作の指導を担当している教員。 

・具体的なＥＣサイトなどの作品を制作するために、情報デザインの視点から、企画、

設計、製作を担当される教員。 

内容 ＥＣサイト企画で大切となる「ユーザー視点」による問題発見と価値提案について解説

します。ユーザー観察にもとづく企画提案について体験を通して学びます。 

マインドマップやブレーンストーミング・ＫＪ法など、企画設計に係わる一連の手法

について、自ら実践し、指導する力を身につけます。 

テキスト等 商業教育研究会で用意したものを配布します。 
準備 特にありません。 

注意 ソフトウェアの操作方法を学ぶ研修ではありません。 
 



平成２６年度 教員研修細案 
＜短期集中宿泊研修：３日コース＞ 
8 月 15 日(金)10:30（受付 10 時）～ 8 月 17 日(日)16:30    ２泊３日＜宿泊研修＞ 
文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業 
ビジネスモデル・ジェネレーションのメソッドを活用したビジネスモデルの構築（キャンバス作成と解説） 
 
（会場）アドビシステムズ本社（宿泊先：ホテルニューオータニイン東京 大崎駅徒歩１分） 
 
（講師）明治大学リバティアカデミー講師 今津美樹（有限会社ウィンドゥース 代表） 
 
    NTTにおける通信および AI関連ソフトの開発をはじめ、米国系 IT企業にてマーケティング 

スペシャリストとして長年の実績と 20ヵ国以上での経験を経て、マーケティングアウトソー 
サー ウィンドゥースを設立、代表を務める。 
ITを活用したマーケティングに関する講演・企業研修など幅広く活動。 

特色 『図解ビジネスモデル・ジェネレーションワークブック』著者である今津美樹による最

新メソッドを活用するためのプログラムです。世界中で注目のメソッド「ビジネスモデ

ル・ジェネレーション（BMG）」を活用し、その中でコアとなるツール「ビジネスモデ

ル・キャンバス」を使い、たった一枚のシートでビジネスを可視化・分析しながら、俯

瞰で関係性を見ることの優位性を体感するワークショップです。 
ビジネスの要点を捉え、サービスやソリューション、組織をビジネスモデルとして検証

していくための考え方や、イノベーションを起こすためのプロセスをグループワークと

講義を交えて学習します。 
共通のフレームワークを使うことで、経験や知識に関わらず、ビジネスモデルをデザイ

ンし共有する楽しさを体感することで実践的なアプローチを身に着けます。 
対象 ・商品開発や電子商取引などの授業を担当し、マーケティング活動にかかわるビジネス

モデルの開発についての指導法を習得したいと考えている教員。 

・新しいサービスや製品の開発の一つの手法としてビジネスモデル・ジェネレーション

（BMG）メソッドを学びたいと考えている教員。 

内容 ・ビジネスモデル・キャンバスの理解と使いこなし 
・イノベーションワーク 
・ビジネスアイデアの要点分析手法 
・マーケティングコミュニケーションのトレンド 
・VP（バリュープロポジション）キャンバスによる分析 
・外部環境分析 
※ グループワークにてキャンバス作成および発表・レビューによる繰り返しのブラッ

シュアップで、より実現性の高いビジネスモデルのプロトタイプを検証 
※ 作成したキャンバスは、講師によるフォローアップと、ビジネスモデルの重要ポイ

ントを重点的にレクチャー 
テキスト等 商業教育研究会で用意したものを配布します。 
準備 商業科教員はマーケティングの教科書を持参することをお勧めします。商業科以外の教

員は特に必要ありません。 
注意 東京都品川区を会場とした宿泊研修です。宿泊費、食費、資料代等は主催者側が負担し

ます。会場までの往復の交通費を受講者（学校）が負担ください。 
本研修は文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業と

して実施する研修です。受講決定者には事務局から別途ご案内を送付します。 
 



東京都商業教育研究会主催教員宿泊研修報告  
「ビジネスモデル・ジェネレーションのメソッドを活用したビジネスモデルの構築」  

 
東京都商業教育研究会では、夏季休業中の期間を利用し、例年各分野別に教員向け研修

を開催している。平成26年度は新たな取り組みとして宿泊を伴う研修を実施した。この研

修は、文部科学省の「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業に位

置づけて実施した。研修の目的や概要は以下に述べるとおりであるが、宿泊を取り入れた

最大のねらいは、短期間に集中することで研修内容について理解及び思考を深めること、

いわゆる「俗世間」から離れて研修に意識を集中させることにある。今年度については、

16名の参加者のうち、さまざまな事情から宿泊できない参加者が若干いたものの、最終日

の発表会の様子を見ると、概ね研修の成果はあがったものと考えている。  

 

１ 研修の目的 

(１) 研修テーマ 

本研修は、「ビジネスモデル・ジェネレーションのメソッドを活用したビジネスモデル

の構築」をテーマとしている。ビジネスモデル・ジェネレーション（ＢＭＧ）とは、１

枚の紙面（キャンバス）を使って、ビジネスモデルをデザインするメソッドである。  
ＢＭＧは比較的新しいビジネス・フレームワークで、１枚のキャンバスにビジネスの

さまざまな場面を可視化するところに特徴がある。キャンバスに描くことによって、自

社の活動やコスト、顧客の動向や収入を視覚的にとらえることができるようになってい

る。キャンバスの作成にあたり、グループ・ディスカッションが必須であり、また、作

成したキャンバスはそのままプレゼンテーションに活用でき、さらに、検証と修正を繰

り返すことも可能である。  

本研修では、参加者にＢＭＧを使い実際にビジネスモデルの構築及び構築したビジネ

スモデルのプレゼンテーションを体験してもらうことができた。  

 （２）研修の目的 

  商業教育に求められているものは何か、という問いには、これまでにも多くの関係者

が頭を悩ませ、さまざまな回答をし、それを実践してきている。その回答の一つは、２

１世紀のビジネスシーンを主体的に生き抜くために必要な力を育てることである。具体

的には、「考える力」「創造する力」「説明する力」などを育てることである。  

  本研修の最大の目的は、生徒にこのような意欲と能力を育成するための授業の方法と

して、ＢＭＧをはじめとする「考える枠組み」を使った授業形態を作り上げるヒントを

得ることにある。マーケティング分野の従来の授業が、先生が「教え」生徒が「覚える」

ことを中心としていたのに対して、先生がファシリテータとして生徒の考える力を引き

出し、生徒が自ら考えたことを可視化していく授業を目指すために、その実現に向けた

何かしらのヒントを先生方に掴み取ってもらうことがねらいである。 

  したがって、参加した先生方には、自ら考え、創造し、説明することを体験してもら

うことが重要であり、その体験をもとに、実際に教室で使える授業に落とし込んでいく

こと（指導案の作成）も求めている。  

 

２ 研修の概要 

（１） 研修スケジュール 

  研修は、平成26年８月15日（金）から27日（日）の３日間にわたり、東京大崎にある

アドビ システムズ株式会社本社会議室を会場に、ウィンドゥース代表取締役の今津美樹

氏を講師に迎え実施した。主な研修スケジュールは次の通りである。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    １日目・講義  
 

 
 
 
 
 
 
 

１日目・キャンパスの検討と発表  
 
 
 
 
 
 
 

２日目・キャンパスの再検討  
   

 

 

 

 

 

 

３日目・プレゼンテーション  

（２） 研修の内容 

初日の８月15日（金）はアイスブレーキングに始まり、ＢＭＧに関する講義とグルー

プワークによるキャンバスの作成、作成したキャンバスの発表を行った。 

２日間にはビジネス・アイディアについての講義のあと、具体的なビジネスのテーマ

が与えられ、テーマに沿ったキャンバスの作成と発表、作成したキャンバスのブラッシ

ュアップを行った。 

最終日17日（日）には、各グループがブラッシュアップしたキャンバスを用いて、講

師の今津先生やアドビシステムズの関係者の方々を前に、ビジネスプランを発表した。

発表は「投資家に対してビジネス・アイディアを説明し、出資を募る」という前提で、

８月  研修概要  

15

日 

午前  オリエンテーション・アイスブレーク  

午後  
キャンパスの理解（講義）  
キャンパスの作成・発表  

夕食  都商研主催Welcome懇談会  

16

日 

午前  
ビジネスアイデアの要点分析（講義）  
ファーストキャンパス作成・発表  

午後  セカンドキャンパスに反映・発表  
夕食  夕食 グループごと  

17

日 

午前  発表準備  
午後  最終キャンパス発表・講評  



グループの考案したビジネスが、いかに魅力的であるかを説明することが求められた。  

（３） グループ・ディスカッション 

  グループ・ディスカッションでは、初日こそ若干のぎこちなさがみられたものの、２

日目以降は与えられたテーマに沿って、ビジネスを具体化するためのさまざまアイディ

アが飛び交う活発なものとなった。特に、２日目以降のキャンパスのブラッシュアップ

では、机のまわりにメンバーが座ってディスカッションする形式から、キャンパスを立

てかけて、キャンパスの周りに集まって付箋を張り替えながらアクティブに討論する姿

が随所に見られた。 

（４） 発表 

  発表は、キャンバスを作成した後に必ず行われ、グループのアイディアを他のグルー

プを含めた参加者全員で共有し、相互に意見を述べてブラッシュアップしていく形式と

なった。初めの発表では他のグループに対する指摘も少なかったが、発表を重ねるごと

に、他のグループからの指摘や意見、質問等が活発になり、各グループともキャンバス

のブラッシュアップを効果的に進めることに役立てることができた。また、発表するグ

ループも、質問や指摘に対して効果的な反論をする場面も見られた。 

  最終日の発表の後には、講師の今津先生及びアドビシステムズの担当の方から講評を

いただいた。両者に共通していたのは、「驚き」である。両者とも「３日間でここまでで

きるとは思わなかった」「予想以上にレベルが高いものができた」と述べていた。  

 

３ 研修の成果 

 今回の研修を通して、参加者は一流のファシリテータからの研修を受けることで、ファ

シリテータの役割と機能（議論の進め方、意見の出させ方、視点の変え方等）を体験的に

理解することができたと思われる。また、ビジネス・アイディアの構築を実体験するとと

もに、経営者としての視点を持つことができたと思われる。  

研修終了後、アドビシステムズ株式会社の担当の方からは、今回の研修について、ビジ

ネス・アイディアの構築のプロセス、その発表のプロセスについて、相当にハイレベルの

研修であり、ビジネスの実際の場面と違和感のない発表が行われていたったという感想を

いただいている。 

 研修の目的に照らして考えたとき、今回の３日間の研修を通して、当初目指した目標は

十分に達成されたといえる。一方で今後の課題として、今回参加した先生方については、

研修で得た知識や視点、考え方や議論の進め方などを、どのようにして授業に落とし込み、

どのようにして生徒の能力を高めていくかを、具体化していくことにある。  

 そもそも今回の研修は、参加した先生方の知識や能力を高めることを通して、生徒の意

欲や能力を高めること、さらには商業高校の授業の在り方に新たな視点を加えることにあ

るので、参加した先生方が研修の成果を商業高校の授業に具体的に生かしていくことが期

待される。 

 また、参加していない先生方に対して、このような取り組みをどのように伝え、どのよ

うに広めていくかも大きな課題である。今回の研修に参加したのはわずか十数名の教員で

あるが、参加者自身がこの研修の意義議を十分に感じ取ることができている。この経験と

このような授業を行う重要性を、実体験をもたない教員にどのように広めていくか、ある

いは、商業高校全体の授業の在り方、商業高校で育てることができる生徒の能力をどのよ

うに考え、どのように変化させていくか、ということが今回の研修の課題として残るとと

もに、今後の研修運営の課題でもあると思われる。  


