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（１）マーケティング・ビジネス経済分野研修 

＜研修１：半日コース＞ 

7月 22日(月)  受付 13時 研修 13:30～16:30 

ビジネスアイデアを考えるためのフレームワーク入門 
 
（会場） 東京都立第一商業高等学校（渋谷区鉢山町 8-1） 
 
（講師） 書籍著者 

特色 
ビジネスアイデアの授業等で生徒にビジネスを考えさせるために活用できるフレーム

ワークについて「ビジネスフレームワーク図鑑」の著者から解説していただきます。 

対象 
ビジネスアイデアやマーケティングなどを担当する商業科教員等。 

フレームワークで生徒のアイデアを引き出したいと考えている教員等 

内容 

・問題・課題を発見するフレームについて 

・課題解決のアイデアを練るフレームワークについて 

・他者に伝える・共有するフレームワークについて 

・フレームワークの授業での活用の仕方について     ※内容は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「ビジネスフレームワーク図鑑」を配布します。 

準備 筆記用具等。 

注意 講義が中心の研修です。著者にフレームワーク活用の質問等ができます。 

 

＜研修２：１日コース＞  

7月 23日(火) 受付 8時 30分 研修 9:00～16:30 

生徒の演習を参観して学ぶ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） 都立芝商業高校（港区海岸 1-8-25） 
 
（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 

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

ツールとしてビジネスキャンバスメソッドを活用することが有用です。この研修では講

師が芝商業高校の生徒にビジネスモデルの構築の考え方を指導する様子を参観し、思考

力を鍛える様々なビジネスツールの活用や演習の進め方を学びます。 

対象 
ビジネスアイデアやマーケティングなどを担当する商業科教員等 

ビジネスキャンバスメソッドを学びたいと考えている教員等 

内容 

・ビジネスモデル・ジェネレーションとビジネスモデル・キャンバスについて 

・ファースト・キャンバス演習（参観を通して） 

・顧客分析・マーケティング戦略（参観を通して） 

・セカンド・キャンバス演習（参観を通して） 

・キャンバス発表 （参観を通して）    ※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 筆記用具等。 

注意 
生徒への講義と演習を参観しながら指導法を学ぶ研修です。 

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。 
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（２）ビジネス情報分野研修 

＜研修３：半日コース＞  

7月 25日(木)  受付 13時 研修 13:30～16:30 

ドローン操作研修 
 
（会場） 富士電機ＩＴソリューション株式会社（千代田区外神田 6-15-12） 
 
（講師） 富士電機ＩＴソリューション派遣講師 

特色 
様々な場面でドローンが活用されています。本研修ではドローン操作の初歩として、法

律関係の知識とドローンのしくみや基本的な操作方法について学びます。 

対象 今後様々な場面で活用されていくであろうドローンについて興味がある教員等 

内容 

・基礎知識編 

ドローンで知るべき法律や制度、ドローンを扱う上での注意点、ドローンを飛ばす上

での注意点など 

・基本操作編 

ドローンの基本操作、安全確保、メンテナンス など 

 ※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 筆記用具等。 

注意 

研修は室内で行いますが、小型のドローンを操作します。 

基本的なことを学ぶ研修のためドローン操作に係る知識は必要ありません。 

企業を会場とした研修です。13時から 13時 25分までに１階受付に参集ください。 

 

＜研修４：１日コース＞  

8月 5日(月) 受付 9時 研修 9:30～16:30 

通信ネットワーク研修 
 
（会場） 富士電機ＩＴソリューション株式会社（千代田区外神田 6-15-12） 
 
（講師） CISCO社派遣講師 

特色 

CISCO 社と連携した研修です。通信ネットワークの基本を学ぶとともに CISCO 社が開発

したシミュレーターソフト「Packet Tracer」を活用し PC上でネットワークの構築を演

習します。 

対象 通信ネットワークのしくみや技術革新について学びたい教員等 

内容 

・情報通信技術の現状 

・ネットワーク装置のしくみと種類 

・ＴＣＰ／ＩＰプロトコル 

・[演習]ネットワーク設定と確認              ※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て使用します。 

準備 筆記用具等。 

注意 

基本的なことを学ぶ研修のため特に必要な知識はありません。講義中心の講座です。 

「Packet Tracer」の登録に gmailや hotmailなどのメールアカウントが必要です。 

企業を会場とした研修です。9時から 9時 25分までに１階受付に参集ください。 

会場内に昼食場所は用意できませんので、秋葉原周辺でおとりください。 
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＜研修５：半日コース＞  

8月 22日(木) 受付 13時 研修 13:30～16:30 

情報セキュリティ研修 
 
（会場） 富士電機ＩＴソリューション株式会社（千代田区外神田 6-15-12） 
 
（講師） CISCO社派遣講師 

特色 
CISCO 社と連携した研修です。情報セキュリティの基本を学ぶとともに CISCO 社が開発

した eラーニング教材「Cisco Networking Academy」の活用について説明します。 

対象 情報セキュリティの技術や世界的な課題などについて学びたい教員等 

内容 

・情報セキュリティにかかわる事件や事故 

・主な情報セキュリティ対策 

・[演習]自分でできるセキュリティ対策 

 

    ※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て使用します。 

準備 筆記用具等。 

注意 
基本的なことを学ぶ研修のため特に必要な知識はありません。講義中心の講座です。 

企業を会場とした研修です。13時から 13時 25分までに１階受付に参集ください。 

 

 

 

（３）会計分野研修 

＜研修６：１日コース＞  

7月 31日(水) 受付 9時 研修 9:30～16:45 

夏季会計研修Ⅰ 
 
（会場） 大原簿記学校 水道橋校 本館（千代田区西神田 2丁目 2） ※会場は予定です 
 
（講師） 大原簿記学校講師 

特色 

① ６月の日商３級で出題された改定論点と今後の日商３級で出題が予想される改定論点

及び、日商２級における税効果会計と為替換算会計について大原簿記学校の先生に解説

していただきます。 

対象 商業科教員等。 

内容 

・日商３級で出題された改定論点の解説 

・今後の日商３級で出題が予想される改定論点の解説 

・日商２級における税効果会計と為替換算会計の解説 

    ※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 大原学園で用意いただいたものを使用します。 

準備 筆記用具等。 

注意 大原簿記学校との連携研修です。 
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＜研修７：半日コース＞  

8月 21日(水) 受付 13時 研修 13:30～16:30 

夏季会計研修Ⅱ 
 
（会場） 東京都立第五商業高等学校（国立市中3丁目 4番地） 
 
（講師） 中島博己指導教諭（都立第五商業高校） 

特色 

指導教諭による簿記の指導法の研修です。日商簿記２級の連結会計を中心に、生徒がつ

まずきやすい箇所の指導法について学ぶとともに生徒にあった指導の在り方ついて受

講者と協議します。 

対象 商業科教員等。 

内容 

・日商簿記２級連結会計の指導法の解説 

・生徒がつまずきやすい箇所の指導法 

・生徒にあった指導の在り方ついて協議 

    ※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 講師若しくは商業教育研究会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 
指導法にかかわる研修です。 

指導教諭に簿記指導にかかわる質問ができます。 

 

 

＜予 告＞ ※３月に開催する研修の予告です 

 

＜研修８：半日コース＞ 

3月下旬を予定 受付 13時 研修 13:30～16:30 

春季会計研修Ⅰ 
 
（会場） 東京都立第一商業高等学校（渋谷区鉢山町 8-1） 
 
（講師） 遠藤耕二指導教諭（都立第一商業高校） 

特色 

指導教諭による簿記の指導法の研修です。全商簿記の指導を中心に、生徒がつまずきや

すい箇所の指導法について学ぶとともに生徒にあった指導の在り方ついて受講者と協

議します。なお、この研修は全国簿記教育研究協議会の報告を兼ねて行います。 

対象 商業科教員等。 

内容 

・全商簿記１級の指導法の解説 

・生徒がつまずきやすい箇所の指導法 

・生徒にあった指導の在り方ついて協議 

・全国簿記教育研究協議会報告 

    ※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て使用します。 

準備 筆記用具等。 

注意 
指導法にかかわる研修です。 

指導教諭に簿記指導にかかわる質問ができます。 

 


