平成２９年７月３日

商業関係高等学校長各位

東京都商業教育研究会長
大 林

誠

（都立第一商業高等学校長）

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。
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、別紙「夏
季教員研修出席者連絡票」にて７月１４日（金）まで（会計分野は２６日まで）に申込みくだ
さい。研修の受講可否については、７月１８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、研修会場は都立第一商業高等学校（最寄駅：東急東横線代官山、ＪＲ線・メトロ線・
井の頭線渋谷）、日本電子専門学校（最寄駅：ＪＲ線大久保）
、大原専門学校（最寄駅：ＪＲ線
水道橋、メトロ線神保町）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。
※ 都立学校については、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とし
て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〕
第一商業 大林
０３－３４６３－２６０６

平成２９年度 夏季教員研修
＜研修１：１日コース＞
7 月 24 日(月)

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

画像編集実践講座「Photoshop 講座」
（会場） 東京都立第一商業高等学校（渋谷区鉢山町 8-1）
（講師） 名久井舞子（Adobe 講師）
Adobe 社の画像編集ソフト(Photoshop)を用いた画像編集を基礎から学びます。基本的な操作

特色

方法からトリミング、色補正、ごみ取りなどの実用的な機能や、切り抜き、合成、レイヤー
スタイルなど高度な表現まで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 の初心者歓迎です。
Windows パソコン及びマウス操作ができること。
・Photoshop の基礎知識（Illustrator との違い、画像の基本、画面の説明）
・描画１（フリーハンドで描く、レイヤー、選択範囲）

内容

・描画２（色補正、べた塗り、グラデーション、透明、文字入力、保存と書き出し）
・実用（トリミングと解像度調整、色補正、ごみ取り、カラーモード変更、課題制作）
・高度な表現（切り抜き、合成、レイヤースタイル、課題制作）
・課題（写真加工）

※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

Adobe 社で用意したものを配布して使用します。

準備

筆記用具等。

注意

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。学校近くにも飲食店もありますがランチでも 1,000 円以上です。

＜研修２：１日コース＞
7 月 27 日(木)

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

Ｊａｖａプログラミング入門「はじめてのＪａｖａ」
（プログラミング基礎）
（会場） 東京都立第一商業高等学校（渋谷区鉢山町 8-1）
（講師） 椿知浩（Progate 社講師）他
オンラインでプログラミングを学ぶためのサービスを展開する㈱Progate と連携した講座で

特色

す。初心者からでも学べるよう同社のオンライン教材で Java の基礎を学び、研修後半では
全商情報処理検定の問題を解きます。

対象

基礎から学ぶためプログラミングの知識は問いません。
Windows パソコン及びマウス操作ができること。
・午前中は㈱Progate のオンライン学習システムを活用し、Java を基礎から学びます。
Java の基本、変数、型変換、真偽値、条件式、条件分岐、繰返処理、配列
※オンライン学習システムを活用するため、研修の進度には個人差が生じます。

内容

・午後はオンライン学習システムを活用して全商の情報処理検定のプログラミング問題を
実行しながら解答を考える研修を通して、プログラミングを理解します。
※内容は演習の進度により変更する場合があります

㈱Progate 様のご厚意で研修終了後も一定期間オンライン学習システムが学校や自宅で活用できます。

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

筆記用具等。

注意

昼食は各自ご用意ください。学校近くにも飲食店もありますがランチでも 1,000 円以上です。

平成２９年度 夏季教員研修
＜研修３：１日コース＞
7 月 28 日(金) 受付９時 研修 9:30～12:30、13:30～16:45、16:45~質問等
ポスター制作講座「Illustrator 講座」
（会場） 東京都立第一商業高等学校（渋谷区鉢山町 8-1）
（講師） 名久井舞子（Adobe 講師）
特色

Adobe 社の描画ソフト(Illustrator)を用いた印刷物の作成を基礎から学びます。基本的な操
作方法から描画や図形合成など基本的な機能のほか、図形の様々な加工、文字入力、レイア
ウト編集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 の初心者歓迎です。
Windows パソコン及びマウス操作ができること。
・Illustrator の基礎知識（画面の説明）
・描画（基本図形を使用した描画、図形の合成、ベジェ曲線、保存）

内容

・加工（移動、複製、変形、整列、べた塗り、グラデーション、透明、レイヤー、画像配置）
・文字（基本的な入力方法、文字組み、文字の変形）
・レイアウト（完成見本をもとにチラシ作成、印刷データの書き出し
・課題（オリジナルポスターの制作）

※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

Adobe 社で用意したものを配布して使用します。

準備

筆記用具等。

注意

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。学校近くにも飲食店もありますがランチでも 1,000 円以上です。

＜研修４：２日コース＞
7 月 31 日(月)と 8 月 1 日(火) 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

テキスト等

・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
・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
商業教育研究会で用意したものを配布します。

準備

筆記用具等。

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。

内容

※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２９年度 夏季教員研修
＜研修５：１日コース＞
8 月 7 日(月)と 8 月 8 日(火) 受付９時 研修 9:30～12:30、13:30～16:45、16:45~質問等
「ゼロから学ぶ連結財務諸表作成」
（会場） 大原簿記学校 水道橋校 （千代田区西神田２丁目２）本館
（講師） 大原簿記学校講師
特色

日商簿記検定や全商簿記実務検定で範囲となっている「連結財務諸表の作成」について、基
礎からアップストリーム、ダウンストリームまでの講義を行います。

対象

商業科教員等。
・連結財務諸表の目的や範囲、連結財務諸表作成の基礎等を学んだ後、連結第１年度末

内容

の連結財務諸表作成の方法を学びます。また、未実現損益のアップストリーム・ダウン
ストリームについても学びます。日商簿記２級の範囲を中心に進めますが、日商簿記１
級の範囲についても簡単に触れたいと思います。

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

筆記用具及び電卓を必ず持参して下さい。

注意

この研修の参加申し込みは、別添の参加申込書により第三商業高校の木藤先生にお願い
します。
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２９年度 夏季教員研修
＜研修５：２日コース＞
平成２９年７月３日
関係学校長各位
東京都商業教育研究会会長
大 林
誠
（都立第一商業高等学校長）

平成２９年度第１回 会計分野教員研修の実施について（お知らせ）
拝啓 盛夏の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
この度、大原学園様の全面協力で標記の教員研修を下記のとおり開催することになりました。
ご多忙中とは存じますが、関係の教職員に周知方よろしくお願い申し上げます。
敬 具
記
１ 日
１ 日

程
程

平成２８年８月７日 月曜日
平成２８年８月８日 火曜日

２ 時

間

９：３０から１６：４０まで（受付９：００）

３ 会

場

両日とも 大原簿記学校 水道橋校 本館

４ 研修内容

「ゼロから学ぶ連結財務諸表作成」
日商簿記検定や全商簿記実務検定で範囲となっている「連結財務諸表の作
成」について、基礎からアップストリーム、ダウンストリームまでの講義を
行います。

５ 時

９：００～ ９：３０
９：３０～１２：００
１２：００～１３：００
１３：００～１６：３０
１６：３０～１６：４０

程

受付
開会・研修会（午前の部）
休憩
研修会（午後の部）
閉会

６ 持 ち 物 筆記用具・電卓
７ 申込方法

７月２６日（水）までに別添の申込書をファクシミリで送信ください。

※ 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（内国研修）
」として扱うことが可能です。
《都立学校の場合》
※ なお、ご不明な点がございましたら、各校の校長を通じて、メールにて芝商業高等学校：石山または第三
商業高等学校：木藤までお問い合わせください。
以 上

