平成２８年６月２９日

関係商業高等学校長各位

東京都商業教育研究会長
丸 山 正 二 郎
（都立芝商業高等学校長）

東京都商業教育研究会が主催する教員研修の実施について
このことについて、東京都商業教育研究会（以下「都商研」という）では、商業教育の充実
を図るため、今年度も夏季教員研修を実施いたします。
つきましては、別添の研修案内を商業科等の教員に周知していただき、参加希望者を取りま
とめ、７月１５日（金）までに別紙「夏季教員研修出席者連絡票」にて申込みください。研修
の受講可否については、７月１９日（火）以降に各学校へファクシミリ等で随時受講の決定を
連絡します。
その際、定員を充足していない講座については先着順で再募集させていただきます。
なお、本教員研修は商業科教員等を対象としたものですが、各校の校長で判断いただければ、
教科にかかわらず参加いただくことは可能です。
また、研修会場は都立芝商業高等学校（最寄駅：ＪＲ線浜松町、地下鉄線大門）、日本電子
専門学校（最寄駅：ＪＲ大久保）となります。研修により会場が異なりますのでご注意くださ
い。
※

都商研の教員研修は東京都教職員研修センターの教育研究普及事業の計画研究会です

ので、自律経営推進予算による「研修出張（国内研修）」として扱うことが可能です。

〔問い合わせ先〕
東京都教育庁指導部 大林
０３－５３２０－６８９４

＜別 紙＞
東京都商業教育研究会主催

夏季教員研修出席者連絡票
平成２８年７月１５日（金）までに送付ください。
送付先：都立芝商業高等学校 宮本仁一 宛
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◇ 平成２８年度の夏季教員研修一覧（６月３０日版）
今年度も様々な方々のご協力のもと、東京都商業教育研究会では、以下のとおり夏季教員研修を実施
する運びとなりました。商業にかかわる内容は変化が激しく、個人の研鑽だけでは追いつきません。こ
うした機会に研修に参加し、最新の技術・技能の習得の機会としていただければ幸いです。
なお、６月 29 日時点では会計分野の研修など詳細が決まっていない研修もありますので、日程等の
調整ができ次第、情報提供させていただきます。
（１）ビジネス情報分野研修（会場：芝商業高校、日本電子専門学校）
テ ー マ
内
容

１

画像編集のいろは
「Photoshop 画像処理」
(Photoshop 実践編)

２

グラフィックデザインのいろは
「Illustrator で描く」
(Illustrator 実践編)

３

ＤＴＰ入門
「パンフレット作成自
由自在」
（InDesign 基礎編）

４

インターネットのしくみと
ネットワークセキュリティ
（LAN の設定実習）

備 考
都立商業高校には Adobe 社の Master Collection 8/1（月）9:30-16:45
CS6 が導入されています。研修では、その中の画 講義と演習
像編集ソフト(Photoshop)について、例題を用い、 講師：名久井舞子
基本的な操作方法からよく使われる編集機能な
(Adobe 講師)
どを演習形式で実践的に学びます。
「芝商業高校」
都立商業高校には Adobe 社の Master Collection 8/4（木）9:30-16:45
CS6 が導入されています。研修では、その中で図 講義と演習
形描画ソフト(Illustrator)について、例題を用 講師：名久井舞子
い、基本的な操作方法からよく使われる編集機能
(Adobe 講師)
などを演習形式で実践的に学びます。
「芝商業高校」
都立商業高校には Adobe 社の Master Collection 8/5（金）9:30-16:45
CS6 が導入されています。研修では、その中でペ 講義と演習
ージレイアウトソフトである InDesign について、 講師：名久井舞子
例題を用い、基本的な操作方法からよく使われる
(Adobe 講師)
編集機能などを演習形式で実践的に学びます。
「芝商業高校」
インターネット接続の基本である TCP/IP の基礎
知識から学び、現在のネットワーク接続の主流で
ある無線 LAN 接続を「無線 LAN ルーター」を使っ
て実際に構築します。また、実際の運用時に必要
となるセキュリティの基礎知識を学びます。

（２）マーケティング・ビジネス経済分野研修（会場：日本電子専門学校）
テ ー マ
内
容

５

ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｬﾝﾊﾞｽﾒｿｯﾄﾞを活
用した
「ビジネスモデルの構築」

アクティブラーニングの手法でビジネスモデル
の構築の考え方を演習で学びます。思考力を鍛え
る手法としてビジネスキャンバスというツール
を活用し、実際に演習をしながら学びます。

※会計分野の研修は別途連絡いたします。

8/16（火） 9:30-16:45
講義と演習
講師：日本電子専門学校講師
「日本電子専門学校」

備 考
8/2（火）から 3（水）
各日とも 9:30-16:45
演習中心
講師：今津美樹
（有限会社ウィンドゥース 代表）
「日本電子専門学校」

平成２８年度 夏季教員研修
＜研修１：１日コース＞
8 月 1 日(月)

受付９時 研修 9:30～12:30、13:30～16:45、16:45~質問等

画像編集のいろは「Photoshop 画像処理」
（Photoshop 実践編）
（会場） 東京都立芝商業高等学校（港区海岸１-８-２５）
（講師） 名久井舞子（Adobe 講師）
Adobe 社の画像編集ソフトである Photoshop の操作技法を基礎から学ぶことができま
特色

す。研修では、用意された例題を用い、基本的な操作方法からよく使われる編集機能など
を演習形式で実践的に学びます。

対象

実践編ですが基礎的な内容から学ぶため Photoshop の知識は不要です。
Windows パソコン及びマウス操作ができること。
・Photoshop の基礎知識
・色調補正の基本

内容

・色の設定とペイント機能
・画像修正の基本
・画像合成実践

テキスト等
準備
注意

※内容は演習の進度により変更する場合があります

商業教育研究会で用意したものを配布します。
予定教材「知識ゼロからきちんと学べる！Photoshop しっかり入門」
（SB クリエイティブ㈱）
特に必要ありません。
本研修会場で使用する環境は Photoshop CS6 です。
昼食は各自ご用意ください。学校近くには比較的多くの飲食店があります。

＜研修２：１日コース＞
8 月 4 日(木)

受付９時 研修 9:30～12:30、13:30～16:45、16:45~質問等

グラフィックデザインのいろは「Illustrator で描く」
（Illustrator 実践編）
（会場） 東京都立芝商業高等学校（港区海岸１-８-２５）
（講師） 名久井舞子（Adobe 講師）
Adobe 社の図形描画ソフトである Illustrator の操作技法を基礎から学ぶことができま
特色

す。研修では、用意された例題を用い、基本的な操作方法からよく使われる編集機能など
を演習形式で実践的に学びます。

対象

実践編ですが基礎的な内容から学ぶため Illustrator の知識は不要です。
Windows パソコン及びマウス操作ができること。
・Illustrator の基礎知識
・基本図形の描き方と変形操作

内容

・オブジェクトの編集とレイヤーの基本
・変形・合成・特殊効果
・レイアウトデザイン実践

テキスト等
準備
注意

※内容は演習の進度により変更する場合があります

商業教育研究会で用意したものを配布します。
予定教材「知識ゼロからきちんと学べる！Illustrator しっかり入門」
（SB クリエイティブ㈱）
特に必要ありません。
本研修会場で使用する環境は Illustrator CS6 です。
昼食は各自ご用意ください。学校近くには比較的多くの飲食店があります。

平成２８年度 夏季教員研修
＜研修３：１日コース＞
8 月 5 日(金) 受付９時 研修 9:30～12:30、13:30～16:45、16:45~質問等
ＤＴＰ入門「パンフレット作成自由自在」
（InDesign 基礎編）
（会場） 東京都立芝商業高等学校（港区海岸１-８-２５）
（講師） 名久井舞子（Adobe 講師）
特色

Adobe 社のページレイアウトソフトである InDesign の操作技法を基礎から学ぶことが
できます。研修では、用意された例題を用い、基本的な操作方法からよく使われる編集機
能などを演習形式で実践的に学びます。

対象

基礎から学ぶため InDesign の知識は不要です。
Windows パソコン及びマウス操作ができること。
・InDesign と Illustrator のちがい
・InDesign の基本操作

内容

・リーフレットの作成
・雑誌のページ作成
・InDesign を便利に使う
・パンフレット制作実践

テキスト等

※内容は演習の進度により変更する場合があります

商業教育研究会で用意したものを配布します。
予定教材「よくわかる InDesign の教科書」
（㈱マイナビ出版社）

準備

特に必要ありません。

注意

本研修会場で使用する環境は InDesign CS6 です。
昼食は各自ご用意ください。学校近くには比較的多くの飲食店があります。

＜研修４：１日コース＞
8 月 16 日(火) 受付９時 研修 9:30～12:30、13:30～16:45、16:45~質問等
インターネットのしくみとネットワークセキュリティ（LAN の設定実習）
（会場） 日本電子専門学校（新宿区 百人町 1−25−4）本館
（講師） 日本電子専門学校講師
特色

最近導入が加速されている学内ネットワーク構成について基本的な知識を学びます。
インターネット接続の基本である TCP/IP の基礎知識から学び、現在のネットワーク接
続の主流である無線 LAN 接続を「無線 LAN ルーター」を使って実際に構築します。
また、実際の運用時に必要となるセキュリティの基礎知識についても学びます。

対象

基礎知識は不要です。多少の専門用語を事前に確認しておくと理解が進みます。
・ネットワークの基本構成

内容

・無線 LAN 設定演習
・セキュリティの基本

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

無線 LAN の設定実習があります。

※内容は演習の進度により変更する場合があります

昼食は各自ご用意ください。専門学校近くには比較的多くの飲食店があります。

平成２８年度 夏季教員研修
＜研修５：２日コース＞
8 月 2 日(火)、3 日（水） 受付９時 研修 9:30～12:30、13:30～16:45、16:45~質問等
ビジネスキャンバスメソッドを活用した「ビジネスモデルの構築」
（会場） 日本電子専門学校（新宿区 百人町 1−25−4）本館 171 教室、172 教室
（講師） 今津美樹（ビジネスモデル・ジェネレーション講師）
特色

これからの商業高校では、企業と連携した企画の立案や商品開発など、自らのアイデ
アを積極的に提案するような授業に力を入れています。こうした授業では、ビジネスを
考えるためのツールとして BMC（ビジネスモデル・キャンバス）などを活用すること
が有用です。この研修では BMC の手法使って実際に課題解決型学習を体験していただ
くと共に、授業展開に役立つ指導上のノウハウを取得します。

対象

商業科教員等
・ビジネスモデル・キャンバスの理解
・ファースト・キャンバス演習

内容

・マーケティング戦略
・顧客分析
・セカンド・キャンバス演習
・キャンバス発表

※内容は演習の進度により変更する場合があります

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

特に必要ありません。

注意

この研修は２日間連続です。必ず両日とも出席ください。
昼食は各自ご用意ください。専門学校近くには比較的多くの飲食店があります。

平成２８年度 夏季教員研修（東京都商業新科目「ビジネスアイデア」対応研修）
＜研修５：２日コース＞

ビジネスキャンバスメソッドを活用した

「ビジネスモデルの構築」セミナー御案内
これからの商業高校では、企業と連携した企画の立案や商品開発など、自らのアイデアを積極的に提案
するような授業に力を入れています。こうした授業では、ビジネスを考えるためのツールとして BMC（ビ
ジネスモデル・キャンバス）などを活用することが有用です。この研修では BMC の手法使って実際に
PBL(Project-Based Learning 課題解決型学習）を体験していただくと共に、授業展開に役立つ指導上のノ
ウハウを取得します。
開催日程
開催場所

平成 28 年８月２･３日
学校法人電子学園 日本電子専門学校 本館(171 教室、171 教室 172 教室)
JR 大久保駅
※アクセスマップ http://www.jec.ac.jp/access/

【１日目】

【２日目】

時刻

内容

9:30

開校式・オリエンテーション

9:40

アイスブレイク：

時刻
9:30

内容
■キャンバス演習
■顧客分析
■セカンド・キャンバス演習
■発表準備

10:30

休憩

10:40

■ビジネスモデル・キャンバスの理解

11:30

昼休み

■ファースト・キャンバス演習
11:30

昼休み

12:30

■発表準備

12:30

■ファースト・キャンバス発表およびレビュー

15:00

■キャンバス発表

■マーケティング戦略

■講評
■まとめ（成果の還元について）

17:00

終了

【講師プロフィール】

17:00

終了式

今津 美樹（いまづ みき）

通信および AI 関連ソフトの設計開発の経験や外資系 IT 企業にてマーケティングスペシャリストとして
20 カ国以上におよぶ長年のグローバルでの経験を活かし、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。また、オンラインチケッティングのリーディング企業、株式会社リンクステー
ション社外取締役を歴任。IT やハーマンモデルを活用したマーケティングに関する講演・企業研修など
幅広く活動し、IT アナリストとしてラジオ解説、執筆活動・解説・書評等多数。
BMG および BMY ワークショップ、ハーマンモデルのファシリテーターとして国内外の数多くの企業研修
を手掛けるほか、Business Model You 日本代理店として原著者ティム・クラークと日本における
Business Model You の普及推進や

コースの提供を行う。

近著『図解ビジネスモデル・ジェネレーション ワークショップ』
「図解ビジネスモデル・ジェネレーション ワークブック」
「読むだけでプレゼンがうまくなる本」プレゼンはつかみだ（共著）

本研修に関するお問合せ
[内容] 東京都教育庁指導部 大林 Makoto_Oobayashi@member.metro.tokyo.jp 03-5320-6894
[運営] 日本電子専門学校産学連携教育企画室 海野(ウンノ) unno@jec.ac.jp

03-3369-9333

