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はじめに ～これまでの取り組み～

私たち鹿沼商工高校商業部はこれまでに鹿沼市、鹿沼商工会議所、鹿沼菓子製造組合と

連携して「美たまるカステラ」、「カヌンド」の菓子を開発販売し鹿沼市の名産品作りに

携わってきました。

Ⅰ 美たまるカステラの取り組み

「美たまるカステラ」の取り組みは平成１９年度から行われ鹿沼市の代表的な特産品に

することを研究テーマに商品開発を行い、鹿沼市の各種イベントで販売を行った結果、鹿

沼市を代表する特産銘菓に育ちました。その成果、「美たまるカステラ」は、第２５回全

国菓子大博覧会で農林水産大臣賞を受賞し本校の取り組みも紹介されました。

栃木県産小麦１００％に地元産ハトムギ粉

を主原料に焼成し、「美たまるカステラ」を

商品化。パッケージもハトムギの文字をロゴ

デザインした箱を作成。全店で統一レシピに

基づいて商品化。名称の「美たまるカステラ」

は、農作業の合間に地面に腰をおろし談笑す

る様子を表す鹿沼地方の方言「びたまる」に

「美」が「溜（貯）まる」をかけて「美たま

る」としました。 （ 美たまるカステラ）

Ⅱ カヌンドの取り組み

「カヌンド」は平成２５年度から、鹿沼市内菓子店の若手経営者でつくる「お鹿しの会」

の４店舗と共同開発し商品化しました。カヌンドの菓子で共通しているのは、私たち商業

部が味や形などのアイディアを各店舗に提案し、それぞれの店主が商品を具現化しました。

そして、商業部が鹿沼市主催の各種イベントで４店舗のカヌンド商品を販売することで、

鹿沼市の名産品として定着することに努めました。その結果、各店舗での売り上げは安定

し鹿沼ブランドとして認知されました。

カヌンドの取り組みは平成２５年度の日本

政策金融公庫主催、第１回高校生のビジネス

プラン・グランプリに応募し、1,546件のエ

ントリー中、「高校生ビジネスプラン・ベス

ト100」として選出されました。また、４店舗

の販売するカヌンドの種類は、「カヌンドメ

ープルチョコ」、「白玲」、「焼きドーナツカヌ

ンド」、「いちごのカヌンド」の４種類です。 （カヌンド）



目標設定 生産から販売までを行ういちごの新商品の開発

これまでの取り組みを糧に私たちは、単にアイディアを出して、企業様に商品化して頂

く取り組みではなく、生産から販売までを行うことができる商品の開発、いちご市を宣言

している鹿沼市、いちご王国を宣言している栃木県に相応しい新たないちごに関する名産

品を開発販売することを目標に研究することにしました。

Ⅰ 現状を知る

１ 栃木県のいちごについて

平成 29年産の栃木県のいちご生産状況は次のとおりです。
〇収穫量は 25,100tで、昭和 43年産から平成 29年産まで50年連続日本一
〇作付面積は 554haで、平成 13年産から平成 29年産まで17年連続日本一
〇産出額は 271億円で、平成 7年から平成 29年まで23年連続日本一
＜ 出典：栃木県農政部ＨＰ（農林統計） ＞

（いちご王国のロゴマーク）

＜出典：都道府県別いちご収穫量（平成 29年産）＞ ＜提供：栃木県農政部＞

２ 鹿沼市のいちごについて

鹿沼市はいちごの市町別作付面積で栃木県内３位、いちごの生産の歴史も古く、品質
も高い評価を得ています。10 アール当たりのいちご農家の収入が栃木県内で最も多く
なっています。鹿沼市はイメージアップに向けたスローガンとして「いちご市」を宣言、
市が運営するいちご摘み体験を行ったり、婚姻届や市の封筒にもいちごをあしらったり
するなど、生活の隅々でいちごをアピールしています。

(鹿沼市のロゴマーク)

＜ 出典：栃木県農政部ＨＰ（農林統計） ＞ ＜提供：鹿沼市＞
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Ⅱ いちごに関する商品の実態調査

私たちは、いちご王国を宣言している栃木県、いちご市を宣言している鹿沼市に相応し

い新たないちご商品を開発するにあたり、いちごに関する商品についてインターネットで

状況分析を行いました。インターネットでいちご商品を画像検索すると７，０００万件以

上の関連商品が表示され、たくさんのいちごに関する商品があることが分かりました。そ

のうち、栃木県が日本一のいちご生産量を誇る「とちおとめ」に関する商品を検索すると

１００万件の表示がありました。また、とちおとめのライバルである「あまおう」に関す

る商品を検索すると２３０万件の表示がありました。

このことから、インターネットでの状況分析の結果、いちごに関する商品はたくさん商

品化されていることが分かりました。そこで、状況分析を踏まえ私たちは、いちごを使用

している商品が実際にどのように販売されているかを調査することにしました。

インターネットでの状況分析を踏まえ、実際に栃木県内で販売されているいちごに関す

る商品について実態調査を行いました。いちごに関する商品の調査対象店は、地元鹿沼市

内のコンビニエンスストア、栃木県の県庁所在地である宇都宮市のＪＲ宇都宮駅ビル、観

光客の利用者が多い東北自動車道大谷パーキングエリア上りの売店、いちごの生産量が日

本一の真岡市にある「道の駅にのみや」の４カ所で行いました。

また、どのような種類のいちごに関する商品があるのか、商品に使用しているいちごの

品質、生産地などを調査しました。

１ 鹿沼市内のコンビニエンスストア

鹿沼市内のコンビニエンスストアでいちごに関する商品を調査しました。いちごに関

する商品は、大手の菓子メーカーが製造した商品が多く商品の製造所も全国各地の工場

でした。原材料名表示の箇所にはいちごパウダー、いちご粉末の表示が多く、いちご生

産地のいちごを使用した商品はありませんでした。店長さんに聞き取り調査をしたとこ

ろ、期間限定商品として、あまおうを使用したパンや菓子などが入荷することがあると

伺いました。

（コンビニで販売しているいちごの商品） （いちご商品のいちごの成分）



２ ＪＲ宇都宮駅ビル

栃木県の県庁所在地、ＪＲ宇都宮駅ビル２階のお土産品売り場で、いちごに関する商

品の調査を行いました。いちごに関する商品はたくさんあり、多くの店舗で販売してい

ました。とちおとめ使用の栃木県限定商品が多く、製造所も県内の企業で製造されたも

のが大半を占め、とちおとめ使用を表示し栃木県のお土産品としてまとめて商品陳列さ

れていました。また、大手メーカーのいちごに関する商品も、とちおとめを使用した栃

木県限定商品として販売していました。このことから、大手メーカーのいちごに関する

商品はコンビニエンスストアで販売する商品と栃木県の限定商品で販売するお土産商品

は差別化されていることが分かりました。

（いちごチョコレート菓子） （いちごタルト菓子）

３ 東北自動車道大谷パーキングエリア東京方面販売所

大谷パーキングエリア内の売店でいちごに関するお土産品の調査をしました。大谷パ

ーキングエリア内のいちごに関する商品の販売は、いちご以外の栃木県のお土産品と区

別するため、とちおとめスイーツコレクションとして、栃木県のいちごに関する商品の

コーナーを設け販売していました。とちおとめを使用した焼き菓子類が中心で、商品の

製造所も地元企業や大手の菓子メーカーがありました。栃木県限定商品ではなく、栃木

県のお土産品としてのいちご商品として販売していました。

（いちご商品のＰＲポスター） （いちご商品の陳列）



４ 真岡市道の駅にのみや

いちご生産量日本一の、栃木県真岡市にある道の駅にのみやの売店でいちごに関する

商品を調査しました。お土産品については大手メーカーのとちおとめを使用した限定商

品や、栃木県のメーカーのとちおとめ商品がありました。道の駅の特徴である地元生産

品として、真岡市のパン屋さんが生産したイチゴのバターロールが販売されていました。

（いちご日本一をＰＲした旗） （いちご味のパン）

Ⅲ いちごに関する商品の検証結果

いちごに関する商品を調査した結果、栃木県内で販売されているいちご商品の販売傾向

が４つに大別されることが分かりました。

①大手メーカーの製造する栃木県限定いちごのお土産商品。

②栃木県内の企業が製造するとちおとめを使用したいちごのお土産商品。

③大手メーカーが製造するいちごパウダーを使用したいちご商品。

④地元の商店がとちおとめを使用したいちご商品。

また、調査したいちごを使用した商品は、いちごの味の商品があっても、いちごの形を

した商品が無いことが分かりました。

（いちご商品） （いちごに関する商品例）

・いちご大福

・いちごクッキー

・いちごゼリー

・いちごどら焼き

・いちごアイス

・いちごドーナツ

・いちごクリームパン

・いちごポッキー

・いちごキャラメル

・いちごラスク

・いちご羊羹



いちごの形をした商品が無いことから、いちごの形をした商品

を開発すれば、名産品への第一歩を踏み出せるのではないか。

私たち商業部が生産から販売までを行う、いちごの形をした新商品の開発を実

現することにより、栃木県や鹿沼市に貢献できると考えています。これまでに実

施した、いちごに関する商品の現状分析の結果に基づき、仮説を設定しました。

企画 いちごの形の商品開発

Ⅰ いちごの形をした商品の開発

私たちは、いちごの形をした商品を考えているときに、メロンの形をしたメロンパンは

あるのにいちごの形をしたいちごパンがなぜ無いのかという疑問が生じました。いちごの

形の商品は作るのが難しいのかと思い、まずは、学校の近くのパン屋さんで聞き取り調査

をしました。

なぜ、いちごの形をしたパンがないのかをパン屋さん

で聞き取り調査を行いました。その結果、パンは発酵

過程で２回の発酵があり、２回目の発酵の時にパンが

膨らみいちごの形に仕上げるのが難しいことや焼き上

がりの形成が難しいこと、いちごの色であるピンクま

たは、赤の焼き上がりの発色が難しいことが分かりま

した。このような要因でいちごパンが販売されていな

いことが分かりました。 （場所：山本パン）

パン屋さんでの調査を受け、私たちは、いちごの形をした商品を開発するにあたり、部

員全員でＫＪ法とブレーンストーミングを用いて、いちごの形をした各自の商品アイディ

アを発表しました。発表された商品案の中から現実的に商品化できる商品を検討しました。

（アイディアのカード化） （グループ化：実現化） （図解化：担当者割り当て）



検討をした結果、いちご焼きはたい焼きサイズ、大判焼きサイズの２種類のいちご焼き、
いちご饅頭、いちご人形焼き、いちご最中、いちご羊羹、いちご水羊羹の商品案に決まり
ました。この商品案を基に生産から販売までを行うことができる商品の開発ができるかど
うかを調査することにしました。

１ いちご最中

宇都宮で大谷石最中を製造している飯田屋菓子店さんに聞き取り調査を行いました。

店長の松島様にお話を伺ったところ、最中の生地を米粉で製造している会社は栃木県で

は１社しか無く、最中の生地の製造は型の製造から開発しなければならないこと、いち

ご最中の生地の製造は生地の厚みの調整のため、開発日数と開発費用がかかり製造の依

頼が難しいことが分かりました。このことから、いちご最中の製造が難しいことが分か

りました。

（場所：飯田屋）

２ いちご羊羹、いちご水羊羹

日光市で羊羹製造販売している老舗羊羹店で聞き取り調査を行いました。製造販売し

ている店員さんにお話を伺ったところ、いちご羊羹、いちご水羊羹は、いちごの形の羊

羹を作ることが難しいこと、いちご羊羹の型の製造が手作りになることや、いちご水羊

羹の消費期限は６日であり、さらに、水羊羹の味をいちご味にするのか、いちごをカッ

トして入れるのかによって、いちごの消費期限の設定が変わり売れ残りを考えると製造

販売することが難しいと分かりました。

（場所：日光の羊羹店）



３ いちご焼き（大判焼き、たい焼き、人形焼き）

いちごの形をした大判焼き、たい焼き、人形焼きを開発するにあたりインターネッ
トで製造業者を調べた結果、栃木県佐野市の栗崎鋳工所で型の製造を行っていること
が分かりました。電話で連絡を取ったところ、いちご焼き型を鋳造することができる
ことが分かり、相談に伺うことになりました。早速、栗崎鋳工所を訪問し、代表の栗
崎二夫様にいちご焼きの焼き型について相談しました。栗崎鋳工所は、千百年の伝統
ある天明鋳物の鋳造業者でこれまで東日本各地のキャラクター焼きなど、数々の商品
の型を鋳造してきた実績がありました。いちご焼きの型についても図案があれば鋳造
できると回答を頂きました。また、「これまでにいちごの形をしたいちご焼きについ
て鋳造の実績がありますか」と伺ったところ、いちごの形をした商品の鋳造は初めて
であり、東日本では初めてではないかとのことでした。
いちご焼き型の鋳造は、一連は５個焼き、２連一組で鋳造されること、また、たい

焼きなどは１個焼きの商品があると説明を受けました。
焼き器は、ガス台、電気台と２種類あり、ガス台で焼きあげたほうが商品の焼き方

が安定し、販売原価も低く抑えられるとのことでした。
鋳造費用は開発費用、消費税を含め約４５万円と見積もりを頂きました。

（打ち合わせ風景） （１個焼きの商品の説明）

４ いちご焼きの可能性（マーケティング計画）
① ＳＴＰ分析
いちご焼きの開発が可能なのかを進めるにあたり、まず、市場でのいちご焼きの優

位な立ち位置を探し、効果的なマーケティング戦略を導き出すためにＳＴＰ分析を行
いました。いちご焼きを食べたいと思う顧客はどのような人なのか、どのようなター
ゲットに向けて訴求していくべきなのか、また、いちご焼きはどのような点で競合と
差別化できるのかを探ってみました。分析をしていく中で、いちご焼きの場合、ポジ
ショニングが非常に重要であると気づくことができました。いちご焼きが他の商品と
異なる価値をもっていることを明確にし、差別化していくことで、商品のコモディテ
ィ化を回避し、優位な販売を実現できると考えました。

② ４Ｐ政策
○価値を具体的な商品として創造（Product）・・・・・・いちご焼き
○具体化された商品の価値を貨幣で表示（Price）・・・・１５０円
○顧客が購入できる場所まで商品を移転（Place）・・・・市内行事、学校行事
○商品を顧客に知らせて、購買を説得（Promotion）・・・ＨＰ、マスコミ報道

私たちは、このマーケティング計画を作成したことにより、顧客のニーズを満たす
ことを目指した活動、そして、同時に鹿沼市、栃木県の地域活性化、さらには、本活
動が利益を獲得でき、存続可能な活動にしなければならないと強く決意しました。



実践(Step1) いちご焼きの製造にチャレンジ

私たちは、聞き取り調査結果を持ち寄り検討した結果、いちご最中、いちご羊羹、いち

ご水羊羹は開発が難しいことが分かりました。しかし、いちご焼きについては、マーケテ

ィング計画等により、新しいいちごの商品として開発が可能であると判断し、製造販売に

着手することにしました。

Ⅰ 資金調達の方法

鋳造費用の資金調達について検討した結果、次の方策を考えました。

１ クラウドファンディングで資金調達

私たちは、はじめにクラウドファンディングでの資金調達を考えました。クラウドファ

ンディングの資金調達は、金融機関からの借り入れとは異なり、資金調達が手軽なことや

資金調達先が拡散的なこと、テストマーケティングに合致し有用性が高いといった点が魅

力で、新たな資金調達の仕組みとして近年注目されています。

今回、クラウドファンディングで資金調達をすることで、私たちが製造したいと考えて

いる「いちご焼き器」のアイディアを起案者として発信でき、それに共感し応援したい、

援助したいと思った人が誰でも支援者として支援することができ、双方にとっての有益性

がある資金調達が可能だと考えました。

５つあるクラウドファンディングの方法の中から、寄付型、購入型で資金調達をできな

いかと考えました。

寄付型

寄付型クラウドファンディングとは、起案されたプロジェクトに対して支援者がお

金を寄付する仕組みのクラウドファンディングです。社会的な問題の解決などに取り

組む NPOや個人に対して資金提供をするタイプです。昔からある「寄付」と同じで、
サイトで広く一般的に募集し出資者にお金のリターンはしなくても良く、商品やサー

ビスなどのリターンは基本的に発生しません。

購入型

購入型クラウドファンディングとは、起案されたプロジェクトに対して支援者がビ

ジネスやプロジェクトなどに資金を提供するタイプで、支援者はそのリターンとして

モノやサービスを得る仕組みのクラウドファンディングです。また、購入型クラウド

ファンディングには「All or Nothing型」「All In型」といった２種類のやり方があり、
起案者はどちらで資金調達を行うか選ぶことができます。

クラウドファンディングを調べた結果、２つのタイプで資金調達することを考えました。

関係者と協議した結果、栃木県立鹿沼商工高等学校の学校名でクラウドファンディングを

行うことで決定しました。しかし、栃木県教育委員会等の関係機関と協議した結果、学校

名により資金調達することのリスクを指摘され今回は実現に至りませんでした。



２ 株式会社を設立

私たちは次に、とちぎアントレプレナー・コンテストに応募し学校に株式会社を設立し

て資金調達をすることを考えました。アントレプレナー・コンテストの目的は高校の教育

活動の中で「起業家育成教育」を学び、新しい商品やサービスのアイディア創出の場とし

てだけではなく、ビジネスの最前線にある企業経営者のサポートの基ビジネスプランを作

成し、学生自身が実際に開業を目指す実践的起業家教育プログラムであり、私たちの目指

すコンセプトが一致したため応募しました。優勝者には優勝賞金１００万円と事業支援が

受けられます。

『とちぎアントレプレナー・コンテスト』とは

「とちぎアントレプレナー・コンテスト」は、栃木県内の高校、高専、専門学校、短大、

大学に在籍する学生に、県内中小企業経営者の有志が本気で「未来の社長への道」を開く

“実践的起業家教育プログラム”です。２０１３年度に第１回のコンテストが開催され、

今年度第６回大会が開催されました。（２０１８年度 １，０４９組の応募）

アントレプレナー・コンテストでは応募総数１，０４９組の中から書類選考で１次選考

５０組の中に残りアイディア賞を受賞しました。２次選考に進む前に企画案、収益計算な

どを記入するコンセプトシートの説明会に参加しました。説明会ではアントレプレナー・

コンテストを運営する企業の社長様にいちご焼きの事業計画案の指導助言を頂きました。

指導助言の中には、「いちご県、栃木県に相応しい商品」、「発想、着眼点が良い」などの

意見を頂きました。また、製造費用、販売計画など、私たちには気付かない部分を丁寧に

説明して頂き、改善したコンセプトシートで２次選考に応募しました。２次選考はコンセ

プトシートを基にプレゼンテーションによる選考が行われました。２次選考では実際に起

業が可能か、事業に新規性があるのかが審議されました。プレゼンテーションの結果、私

たちいちご焼きの事業プランは事業の新規性が評価され２次選考２６組の中に残りコンセ

プト賞を受賞し最終選考に進出することができました。２次選考終了後、アントレプレナ

ー・コンテスト主催社代表の青木社長様との意見交換会では、企業経営者の目線で指導助

言を頂き最終選考までの検討課題を解決することができました。

（主催企業社長様にいちご焼きコンセ （２次選考会終了後、主催社代表、青木

プトシートの助言を頂いている様子） 社長様との事業企画意見交換の様子）



最終選考のプレゼンテーションでは、優勝することはできませんでしたが審査員特別賞

を受賞しました。アントレプレナー・コンテストに応募したことで、主催する会社の社長

様からいちご焼き事業に関するアドバイスを頂けたこと、参加した他校の生徒や大学生の

起業アイディアを知ったことなど多くの貴重な体験ができました。しかし、アントレプレ

ナー・コンテストの関係者と相談した結果、すぐに株式会社を設立することは難しいとア

ドバイスを頂き、路頭に迷うことになりました。

（最終選考プレゼンテーションの様子） （審査員特別賞を受賞）

３ 学校、同窓会、ＰＴＡに相談

私たちは、クラウドファンディング、アントレプレナー・コンテストでの資金調達がで

きなくなり学校関係者と協議しました。栗崎鋳工所を訪問して栗崎二夫様から「いちごの

型の鋳造はこれまでに無い」との助言を受けて同窓会、ＰＴＡ関係者と協議しました。

同窓会役員の方々、ＰＴＡ役員の方々に、これまでの取り組みを説明した結果、本校が

今年度、学校創立１１０周年を迎えることから創立１１０周年記念事業の一環として「い

ちご焼き」の開発を援助して頂けることになりました。その結果を受けていちご焼きの型

の製造に着手することになりました。

（同窓会役員との打ち合わせ） （ＰＴＡ役員との打ち合わせ）



実践(Step2) いちご焼き器の製造

Ⅰ いちご焼き器の作製

１ いちごの形の検討

パソコンで作製したいちごの絵といちごの写真を基に栗崎鋳工所の栗崎二夫様と何度も

打ち合わせを行った結果、２つのいちご焼きの形の図面ができました。図案１はパソコン

で作製した絵を基に作製し、図案２はいちごの写真を基に作製しました。

いちごの図案

（ＰＣで作製した絵） （ いちごの写真）

最終的にいちご焼きの形は図案１と図案２の中間の形を採用し、焼き上がりの形を考え、

左右対称としました。いちごのへたの形は図案１を参考に可愛い形にしました。

最終案

図案１ 図案２



２ いちご焼き器の鋳造

いちご焼き図案が完成し、いちご焼きの型の作成を行いました。型は石膏で作製し、い

ちご焼きの大きさは栗崎鋳工所様と検討した結果、今回はたい焼きサイズにしました。

（いちご焼きのサイズは１１㎝） （たい焼きとのサイズの比較）

いちご焼きの型が決定し、栗崎鋳工所でいちご焼きの鋳造に着手しました。まず始めに

いちご焼きの鋳型を作製しました。次に、型に鋳物を流し込み、いちご焼き器の原型が作

製され、型抜きが行われました。さらに、手作業で細部を磨き上げ、フッ素樹脂加工を行

います。最終的にガス台が取り付けられ、いちご焼き器が完成しました。

（いちご焼き器の鋳型の作製） （型抜き後のいちご焼き）

（フッ素樹脂加工前のいちご焼き器） （完成したいちご焼き器）



実践(Step3) いちご焼きの生地・中身の製造

Ⅰ いちご焼きの生地・中身の検討

１ いちご焼き生地・中身の試作

いちご焼きの生地・中身の開発にあたり私たちで試作を行いました。最初は生地、中身

とも市販のたい焼きと同じ原料を使用し試作してみました。焼きあげてみるといちごの形

はとても可愛いのですが、焼き上がりの色や味は市販されているたい焼きと同じでインパ

クトに欠ける印象でした。

（市販の餡を使用して試作） （普通のたい焼き粉で焼きあげ）

そこで、試食を行った結果、市販されているたい焼きと差別化を図るため、いちご焼き

の生地も中身も全く違うものにすることで研究を始めました。いちご餡・カスタードクリ

ームの開発は、市販の冷凍餡・カスタードクリームに、いちご、いちごシロップ、いちご

の粉末、いちごジャム等を混ぜ合わせ、数種類の餡を試作しました。

（餡の試作の様子）

試作を行った結果、私たちで作るいちご入りの餡やカスタードクリームの中身を大量生

産すると時間がかかること、また、中身の品質の安定製造が難しいことが分かりました。

そのため、中身の製造については対策を考えることにしました。



２ ６次産業化推進協議会への参加

いちご焼きの生地、中身の開発に際し、これまで私たち商業部が製造販売活動でお世話

になった鹿沼商工会議所に相談しました。その結果、鹿沼市役所経済部「農林商工連携・

６次産業化推進協議会」を紹介して頂きました。入会に際し鹿沼市役所で行われた６次産

業化推進協議会担当者会議に参加し、本校のいちご焼きの事業プランやこれまでのいちご

焼きの取り組みについて説明を行いました。会議の結果、６次産業化推進協議会に参加す

ることが了承されました。

６次産業化への参加は、鹿沼市の特産品である、いちご（１次産業）を使用し、いちご

餡、いちごカスタードを製造業者（２次産業）から中身を購入し、いちご焼きを販売（３

次産業・本校の担当）することで事業が成立しました。栃木県内の商業高校では初め

て６次産業化支援事業に参加しました。

１次産業（農業） ２次産業（製造業） ３次産業（サービス業）

共同事業

農林商工連携・６次産業化推進協議会資料

栃木県立鹿沼商工高等学校

○現在までの取り組み状況

本校商業部の本年度の取り組みとして「第６回とちぎアントレプレナー・コンテスト」に、「い

ちご焼き」の商品開発を目指し応募しました。応募総数 1,049 組の中から最終選考１１組に残り

審査員特別賞になりました。つきましては、いちご焼きの商品開発については下記のとおりです。

◇事業概要 １ 事業の目的・理念

（会社の経営方針など）

・栃木県のブランド向上の一環として、いちご焼き、いちご焼きの型を開発製作して、いちご

焼きを販売し栃木県の名産品にします。

以下省略



３ いちご焼きの試作

鹿沼市６次産業化推進協議会の協力を得て、いちご焼きの生地・中身の試作が行われま

した。生地については、もちもち感のある白いたい焼き粉の生地と、鹿沼市出会いの森い

ちご園から提供を受けたいちごでピューレを作成し白いたい焼き粉に混ぜた生地と、白い

たい焼き粉に食紅を混ぜた生地の３種類を試作しました。

（いちごピューレの作成） （白いたい焼き粉の試作風景）

いちご焼きの中身については、６次産業化推進協議会の協力で紹介された鹿沼市内の２

つの事業所から提供して頂きました。いちご餡は菓子店の末広製菓さんから、鹿沼市内で

生産されたとちおとめいちごを１０％配合したいちご餡と、とちおとめいちごを２５％配

合したいちご餡が試作品用として提供されました。

いちごカスタードは洋菓子店ロージェさんから鹿沼市内で生産されたとちおとめ使用の

いちご入りカスタードクリームの提供を受けました。

上・・・いちご配合１０％の餡 いちご入りカスタードクリーム

下・・・いちご配合２５％の餡

（提供：末広製菓） （提供：洋菓子店ロージェ）



４ いちご焼きの完成

いちご焼きを６次産業化推進協議会、いちご生産者、学校関係者、生徒代表者と試食

した結果、いちご焼きは、白い生地のいちご餡、赤い生地のいちごカスタードクリームの

２種類で販売することになりました。

いちご餡は、もちもち感のある白いたい焼き粉の生地に、いちご配合２５％のいちご餡

を採用することになりました。いちご焼きのいちごカスタードクリームは白いたい焼き粉

に食紅を混ぜた赤い色の生地にいちごカスタードを入れたものを採用することになりまし

た。

（白い生地のいちご餡、赤い生地のいちごカスタード）

商標登録 なぜ、栃木県産の「とちおとめ」より福岡産の「あまおう」の方が商品化されているのか。

① あまおう

あまおうは、福岡県で

栽培されているいちごで

す。甘みと酸味が中和し

た濃い味が特徴で、全国

に普及しているいちごの

中でも味、知名度ともに

上位の代表品種となって

います。「あ（かい）、ま

（るい）、お（おきい）、

う（まい）」の4つの頭文

字と、「いちごの王様」と

いう意味をこめて名付け

られました。「あまおう」

について「あまおう」は、

育成者権における『品種

の名称』を「福岡S６号」

とし、「あまおう」は商標

として商標登録されてい

ます。商標「あまおう」

は種苗や果実だけでなく、

果実飲料や果実酒などの

加工品分野についても商

標権を取得しています。

このような商標戦略に

よって、加工品業界もブ

ランドを活用した地域の

活性化を図っています。

「あまおう」を商標と

して権利化したことによ

り、永久権として「あま

おう」を独占的に使用す

ることができます。さら

に、品種改良後のいちご

についても商標「あまお

う」を付して販売するこ

とができるため、「あまお

う」のブランド力を継続

的に向上させることがで

きます。

② とちおとめ

とちおとめは、栃木県

が原産の品種です。日本

一のいちご生産県である

栃木県の代表品種で、表

面につやがあり、円錐形

の形をしています。糖度

が高く、収穫したてであ

れば甘酸っぱい香りが広

がります。いちご生産日

本一の栃木県内で作られ

る９割以上がとちおとめ

です。「とちおとめ」につ

いて「とちおとめ」は育

成者権における「品種の

名称」として使用されて

います。つまり、「とちお

とめ」はこの品種を示す

普通名称といえます。従

って、第三者が「とちお

とめ」の種苗を購入し、

収穫物であるいちごを販

売する際には「とちおと

め」の表示を付すること

ができます。育成者権は

「とちおとめ」の表示を

独占的に使用できません

が この種苗から収穫され

たいちごを「とちおとめ」

と表示して販売すること

ができるため、「とちおと

め」が 全国的に広く流通

することになります。「と

ちおとめ」の育成者権は

栃木県ですが、市場には

「茨城産とちおとめ」や

「北海道産とちおとめ」

などが流通しています。

「あまおう」の場合と異

なり、「とちおとめ」は「品

種の名称」ではあるが商

標権ではないため、品種

改良により「とちおとめ」

の次世代となる新イチゴ

が創出できたとしても、

それに「とちおとめ」を

用いることができない点

で注意が必要になると考

えられます。

このように、権利取得

の方法によって効果が大

きく異なることから、権

利確保に際してはその戦

略を慎重に検討する必要

があるのです。 ＜出典：

農林水産業・食品産業の公

的研究機関等のための知

財マネジメントの手引き 平

成31年3月＞



実践(Step4)いちご焼きの販売にチャレンジ

Ⅰ いちご焼きの販売

１ いちごの型の意匠登録

いちご焼きの販売を行うにあたり、私たちの権利を守るために、いちご焼きの意匠を登

録することにしました。意匠登録の前に特許庁のＨＰからいちごの形をした菓子を検索し、

既存の登録が無いことを確認しました。６次産業化推進協議会と協議した結果、いちご焼

きの新規性を確認するとともに、いちご焼きの今後の汎用性を考え、６次産業化推進事業

の一環として鹿沼商工会議所から弁理士事務所を紹介して頂き、関係書類を整え特許庁に

意匠登録の申請をしました。登録にあたっては学校名では登録できないため代表者として

生徒会長の中島春陽さんを出願人としました。

＜意匠登録の一部＞

＜特許庁から意匠登録の受領書＞

提出日 平成３１年 ２月 ６日

整理番号＝Ｋ００８Ｄ０００１ 意願 2019-002400
【書類名】 意匠登録願 【代理人】

【整理番号】 Ｋ００８Ｄ０００１ 【識別番号】 １００１４３５４６

【提出日】 平成３１年２月６日 【弁理士】

【あて先】 特許庁長官 殿 【氏名又は名称】 押久保 政彦

【意匠に係る物品】 菓子 【電話番号】 ０２８－×××－××××

【意匠の創作をした者】 【手数料の表示】

【住所又は居所】 栃木県日光市 【振替番号】 ０００１６７８０

【氏名】 中島 春陽 【納付金額】 １６０００

【意匠登録出願人】 【提出物件の目録】

【住所又は居所】 栃木県日光市 【物件名】 図面 １

【氏名又は名称】 中島 春陽 【意匠の説明】

背面図は正面図と対称に表れるため省略する。



２ 食品衛生協会加入と食品衛生責任者資格取得

私たちは、いちご焼きを販売するにあたり、栃木県の食品衛生協会に加入することにし

ました。食品を取り扱う施設では、施設ごとに営業許可を取り、食品衛生責任者を置く必

要があります。そのため、栃木県食品衛生協会に加入することになりました。

会員になることで高校生が食品衛生責任者講習会を受講でき、食品衛生責任者になるこ

とができます。また、食品衛生協会の保険に加入でき、調理中の怪我や食中毒、ＰＬ法に

対応できることになりました。現役の高校生の取得は鹿沼市では初めてでした。食品衛生

責任者講習会の内容は、安全な食品の提供を目指して食品衛生に関する知識の学習をはじ

め、公衆衛生学、衛生法規、食中毒、食品表示、食品添加物、苦情対応などを学習します。

食品に携わる人が、食の安全についての責任を自覚し、消費者に信頼される食品を提供す

ることを求められる講習です。

（修了証書） （食品衛生協会保険）

（食品衛生法に基づくいちご焼きの表示） （腸内細菌検査修了認定ステッカー）

品 名：いちご焼き
原材料名：小麦粉、砂糖、その他

加工でんぷん、
ベーキングパウダー
乳化剤、増粘多糖類
いちご 餡 食紅

特定原材料：小麦、卵、乳、大豆
消費期限：本日中に召し上がり下さい。
製造者氏名：栃木県立鹿沼商工高等学校
製造所在地：栃木県花岡町１８０－１

※生地が、やわらかいので注意して食

べてください。



３ いちご焼きの販売

① いちごのもりでの販売

２月１７日に行われる、「いちごのもり」での販売に際し、事前に鹿沼市長、副市長、

市役所関係者にいちご焼きの商品を試食して頂きました。佐藤市長様との試食懇談会では、

「いちごの味がはっきりでていて美味しい」、「紅白で敬老会の記念品になるのでは」と

の評価を頂きました。また、市役所の関係者からも、いちご焼きのいちご餡、いちごカス

タードとも好評で鹿沼市の名産品として協力をして頂くことになりました。

（鹿沼市長訪問） （下野新聞掲載記事）

いちごのもりでの販売は、２月１７日（日）６次産業化推進協議会の協力の下、鹿沼市

営花木センターで行われました。生地の準備は朝７時から学校の調理室で行い、８時３０

分には会場での販売準備が整いました。事前に下野新聞、鹿沼市広報紙によっていちご焼

きの出店が周知されていたこともあり、９時の販売開始直後から行列ができ、すぐに９０

分待ちの状態になりました。３時間３０分で販売予定の４００個を終了し、追加販売を行

い全部で４７０個を販売しました。

（いちごのもり販売風景）



② いちごのもりでの販売結果

いちごのもりでの決算は、売上高￥７０，

５００に対して、売上原価￥４６，０００

でした。売上原価の内訳は、原料費（たい

焼き粉、いちご餡、いちごカスタード代）

でした。また、販売費及び一般管理費が￥

１０，０００（ガス代、包装紙等）でした。

しかし、６次産業化推進協議会から売上原

価、販売費及び一般管理費の１／２が補助

され営業利益が￥４２，５００計上されました。

③ いちごのもりでのアンケート結果

私たちは、いちごのもりでのいちご焼き販売に際し、お客様にアンケートを採りました。

多くのお客様はお土産として持ち帰る人がほとんどでしたが、フードコートで食べている

お客様に聞き取り形式でアンケートに答えて頂きました。

美味しいですかの問いに、「とても美味しい」、「美味しい」が１００％でした。「値段

は」の問いに「適当」が９５％、「安い」が５％でした。「大きさは」の問いに、「ふつう」

が７５％、「大きい」が２０％、「小さい」が５％でした。アンケートに協力をして頂い

たお客様４０名に、すべての質問項目で好評を頂けました。

(アンケート結果) ＜質問法：調査対象者４０名＞

また、いちご焼きをどこで知りましたかの問いに、

「このイベントで」が５０％、「新聞記事」が３０％、

「口コミ」が１５％、「鹿沼市の広報紙」が５％でし

た。いちご焼きを購入して頂いたお客様のうち半分が

事前の広告または口コミで購入して頂いたことが分か

りました。また、自由意見では、「いちごの形がとて

も可愛い」、「いちごの味がでていて美味しい」、「次

はいつ販売するのですか」、「生地のもちもち感が高

齢者にとって食べづらいのでは」などの回答がありました。

いちごのもり決算書

Ⅰ 売上高 @\150×470個 ￥７０，５００

Ⅱ 売上原価 ４６，０００

売上総利益 ２４，５００

Ⅲ 販売費及び一般管理費 １０，０００

Ⅳ 補助金 ２８，０００

営業利益 ４２，５００



④ いちごの生地の再検討

私たちは、いちごのもりでのアンケートの回答の中で、生地の特徴である「もちもち感

が高齢者にとって食べづらいのではないか」という意見について、関係者で検討し、もち

もち感を減らすために再試作を行いました。生地の製造業者さんに相談した結果、白いた

い焼き粉に薄力粉を１０％混ぜるともちもち感が減らせることが分かりました。

早速、再試作を行い薄力粉を１０％混ぜた生地にいちご餡、いちごカスタードを入れて

焼きあげ、６次産業化推進協議会の関係者と試食会を行いました。

試食を行った結果、もちもち感をある程度保ちつつ以前より抑えることができました。

試食して頂いた関係者の皆さんからも、いちご餡、いちごカスタードとも改良前のいちご

焼き同様に美味しいとの評価を頂きました。

（薄力粉を混ぜている様子） （関係者と試食の様子）

米粉のいちご焼きにチャレンジ

私たちは、今回の試作にあたり小麦粉アレルギーの消費者に対応するため、グルテン

フリーの食材として注目を集める米粉を使用したいちご焼きの試作にチャレンジしまし

た。栃木県の米の生産量は全国８位で栃木県の主要農産物いちごやにら、生乳、米など

と一緒に、生産量で全国上位を占めています。米粉のいちご焼きは米粉に水を加えただ

けで生地を作成し焼きあげましたが、膨らみと焼

き時間の調整が難しく焦げてしまいました。そこ

で、いちご焼き器の火力を弱火にし通常の２倍の

焼き時間で米粉のいちご焼きを試作しました。関

係者と試食を行った結果、焼き上がりの形はいち

ご焼きと同じで好評を得ましたが、食感が表面は

硬く中身が柔らかく、焼き加減が安定しないこと

からすぐに販売することは難しいと分かりまし

た。今後の課題として、試作を重ねていくことに

しました。 （米粉のいちご焼き）



⑤ いちご焼きのＰＲ活動

いちご焼きの再試作の取り組みについてＮＨＫから取材を受けました。取材の結果、４

月９日（火）ＮＨＫ宇都宮放送局とちぎ６４０と４月１７日（水）ＮＨＫ～関東甲信越～

ひるまえほっと１１：００からの番組に、いちご焼きの取り組みが紹介されました。

（とちぎ６４０）

（ひるまえほっと）

ＦＭラジオ、レディオベリーの番組取材も受けました。３０分の番組でこれまでのいち

ご焼きの取り組みについて詳しく取材され放送されました。また、鹿沼市が鹿沼市全世帯

に発行している「広報かぬま」に、鹿沼商工の生徒

が、５月３日（金）に行われる春の彫刻屋台祭りで

いちご焼きの販売を行うことが掲載されました。

いちご焼きのＰＲ活動として他に、鹿沼市出身の

スポーツタレント、栃木県出身の漫才コンビの二組

にいちご焼きをＰＲして頂くことを考え双方の事務

所に連絡を取りましたが、残念ながら食品販売に関

わることは他社との契約都合上できないとの回答を

頂き断念しました。

今後は、いちご焼きは赤と白の商品でインスタ映

えするので、私たちから情報を発信する積極的な手

段としてＳＮＳを利用したいと考えています。 （ラジオの収録風景）



⑥ 鹿沼春の彫刻屋台祭り・花火大会での販売

５月３日（金）に行われた鹿沼春の彫刻屋台祭りでの販売は、６次産業化推進協議会の

協力を得て、鹿沼市のまちの駅、新・鹿沼宿で行われました。鹿沼市の彫刻屋台祭りはユ

ネスコ無形文化遺産に登録されている祭りで、当日は４万人が訪れました。いちご焼きの

販売は、事前にＮＨＫのニュースやひるまえほっと関東版でいちご焼きの取り組みが放映

されたことや、ＦＭラジオのレディオベリーで３０分間いちご焼きについて放送されたこ

とで、開始３時間で４５０個を販売し完売しました。前回、いちごのもりのいちご焼きお

客様アンケートの中から、生地のもちもち感が強いのではないのかとの指摘があり、もち

もち感を削減した生地で販売しましたが、購入したお客様から美味しいとの好評を頂きま

した。

その後、５月２５日(土)に行われた鹿沼花火大会でいちご焼きを販売しました。当日は、

天気が良く気温が上昇することで売り上げが減少すると予測し、３００個の売り上げを目

標に販売しました。その結果、花火大会終了１時間前に３０３個を売り上げ完売しました。

（彫刻屋台祭り販売風景） ＜有効回答対象者５３名＞ ＜有効回答対象者３５名＞

気温と販売個数の関係 （ウェザーマーチャンダイジング）

花火大会販売時は、暑さが心配された

ため、あらかじめ販売予定個数を300個程

度に設定しました。また、気温と販売個

数の関係についても調査してみました。

結果は予想通り、気温が高い時は売上が

伸びず、２３度を下回った頃から徐々に

売上が伸びました。例えば、コンビニエ

ンスストアでは、おでんや肉まんを夏場

には販売していないのが現状です。いち

ご焼きについても、夏場の販売時間、販

売方法を再考しなければならないと思い

ます。



検証

いちごの形をした商品が無いことから、いちごの形をした商品

を開発すれば、名産品への第一歩を踏み出せるのではないか。

検証 いちご焼きの開発・販売成功
・鹿沼市長等からの高評価
・販売実習では常に完売 様々な視点からの
・学校への多くの問い合せ 外部評価
・マスコミからの高評価

私たちは、実態調査の結果、いちごの形をした商品が無いことから、いちごの形を
した商品を開発・販売すれば鹿沼市、栃木県の名産品への第一歩を踏み出せるのではな
いかと考え、研究を進めてきました。鹿沼市長、副市長、市役所職員の方々に試食して
頂き、すべての方から高評価を得ることができました。特に、鹿沼市長からは、敬老会
で配られる紅白饅頭の替わりに、いちご焼きを配れば人気が出るのではないかとアイデ
ィアを頂けました。販売実習では、常に完売であり地域の方々からの認知度も上がって
いることが予想されます。それを裏付けるデータは、学校への問い合せの件数です。最
初の販売終了時は学校に問い合せはありませんでしたが、２回目の販売以降は、一週間
で２０件以上の問い合せを頂きました。「次はいつ、どこで販売するのか」という問い
合せがほとんどでしたが、多くの方から、「応援しているから頑張ってください。」と
いう言葉があり、私たちの活動に理解を示して頂いているのだと実感しました。
マスメディアからも試作の段階から取材をして頂きました。地元紙は、いちご焼きに

ついて計６回掲載していただきました。その他、ＮＨＫテレビが２回、地元ＦＭ局が１
回放送して頂きました。特に、地元ＦＭ局は、いちご焼き特集を組んで頂き、いちご焼
きの誕生秘話等、私たちとの会話を３０分間も放送して頂きました。
このようなことから、地域の方々がいちご焼きに興味・関心をもって頂けていること

が立証できると思います。私たち自身も思ってもいなかった反響にビックリしています。

今後の課題および展望

Ⅰ いちご焼きの販売について

いちご焼きはこれまでの製造販売の過程でマスメディアに取り上げて頂いたので、鹿沼

市内のお客様に少しずつ認知されてきました。今後の取り組みとして、いちご焼きが栃木

県の名産品として定着するためにいちご焼きの常設販売を目指したいと考えています。６

次産業化推進協議会と協議した結果、いちご焼

き器の貸し出しや、いちご焼きの生産販売委託

や移譲を行いたいと考えています。また、栃木

県の多くの企業が加入する栃木県産業労働観光

部産業政策課の「フードバレーとちぎ推進協議

会」に入会しました。入会後、いちご焼きの指

導助言といちご焼きのＰＲ活動を行って頂くこ

とになりました。



Ⅱ いちご饅頭の取り組み

いちご焼きの意匠登録が成立後、いちご焼きから、いちご饅頭への移行を考えています。

いちご焼きの意匠登録はいちご饅頭に対応した登録を行いました。そこで、広島県のお土

産品として代表的なもみじ饅頭について調査しました。

広島県のもみじ饅頭は年間１００億円以上の売上市場があります。もみじ饅頭を製造し

ている業者上位３社で年間７４億円の売り上げになっています。

広島県のもみじ饅頭の売上市場年間１００億円

売上高上位３社（全体の６０％）

＜参照：にしき堂、やまだ屋、藤い屋ＨＰ、広島県ＨＰ＞

そこで、広島県と栃木県を国土交通省の観光入り込客数で比較しました。県外からの観

光客入り込数は広島県の約１，６０２万人に対して、栃木県は５，０１１万人で広島県よ

りも約３倍多い観光入り込客数となっています。県外からの観光消費額も広島県の１，２

４１億円に対して栃木県は５，３４３億円と４倍多い観光消費額となっています。

広島県と栃木県の観光入り込客数の比較

＜出典：国土交通省統計 Ｈ２９年度＞

このことは、栃木県が首都圏に近いため日帰りで日光東照宮やアウトレットモールに訪

れる観光客が多いことが要因となっています。いちご饅頭を開発販売することでいちご饅

頭の市場を開拓し、１０年後、栃木のお土産はいちご饅頭と言われるような商品開発を行

いたいと考えています。目標は２０２２年に行われるとちぎ国体に栃木の高校生が

開発したいちご饅頭として販売したいと考えています。

商店名 売上高 従業員数 資本金

にしき堂 35億円 250人 1,000万円

やまだ屋 19億円 180人 1,400万円

藤い屋 20億円 170人 3,000万円

平成29年度 広島県 栃木県

県外からの観光入込客数
（日本人観光目的）

1,602万人 5,011万人

県外からの観光消費額
（日本人観光目的）

1,241億円 5,343億円



まとめ

今回の「ゼロから始めるいちご焼き」は、文字通りまったく何もないゼロからの状況か

ら始まり、実際の開発・販売までやっと到達することができました。しかし、この１年間

は、様々な壁と戦った１年間と言っても過言ではありません。私たちの研究は、「生産か

ら販売までを私たちで行う」ということをコンセプトに商品開発をスタートさせました。

いちご焼きの開発を進めるにあたり、まず、市場でのいちご焼きの優位な立ち位置を探

し、効果的なマーケティング戦略を導き出すためにＳＴＰ分析を行いました。市場標的を

定めその市場におけるいちご焼きの位置づけを行い、様々なマーケティング活動を実践す

るために、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングについて順番に考えて

いきました。次に、ＳＴＰ分析に基づいて４Ｐ政策について考えました。ゼロからのスタ

ートということもあり、マーケティング計画を策定するために相当な時間を費やすことに

なってしまいました。しかし、マーケティング計画を作成したことにより、顧客のニーズ

を満たすことを目指した活動、そして、同時に鹿沼市、栃木県の地域活性化、さらには、

本活動が利益を獲得でき、存続可能な活動にしなければならないと強く決意しました。

いちご焼き器を製造する費用を捻出するための方策については、クラウドファンディン

グの研究を重ね、業者からも詳しい話を伺い、準備が整ったところで県教育委員会に相談

した結果、学校名による募集のリスクを指摘され断念することになりました。この結果を

受けて諦めてしまいたい気持ちになりましたが、再度奮起し、今度は株式会社を設立でき

ないかを考え、優勝賞金100万円のとちぎアントレプレナー・コンテストに応募しました。

審査員特別賞を受賞したものの、株式会社設立はすぐに実現することは難しいと審査員か

らアドバイスを受け、一時はいちご焼きを断念することも考えましたが、諦めなくて本当

によかったと思っています。

いちご焼きの生地や中身については、たい焼きと差別化を図り、インパクトの強い商品

を目指し、試行錯誤を繰り返しながらやっと完成することができました。試作の段階では、

何度作っても理想とする味や見た目になりませんでしたが、全員が諦めずに努力を継続し

た結果、鹿沼市商工会議所や鹿沼市役所から助言を頂けるようになりました。特に、６次

産業化推進協議会でプレゼンする機会を与えて頂き、承認され、協議会に参加できるよう

になったことは、私たちにとって希望の光となりました。

また、いちごの型の意匠登録をしたり、食品衛生責任者になったりしたことは、非常に

時間が掛かり大変なことでしたが、視野を広げるとともに、今まで商業科で学習してきた

ことを体現でき、私たちの大きな財産となりました。さらに、商品開発をする過程で、様

々な壁があり、関係機関との連携を図ることで問題を解決することが大切であること、何

よりも諦めずに最後まで努力することの大切さを改めて実感することができました。今後

は、いちご饅頭の開発に向けスタートしていきます。地域の方々の期待に応えるためにも

成功させたいと思います。



＜いちご焼きの研究に協力してくださった方々（順不同・敬称略）＞

鹿沼市役所経済部 佐藤 信（鹿沼市長） 鹿沼商工会議所

鹿沼市６次産業化推進協議会 栃木県産業労働観光部 栃木県農政部

栃木県教育委員会 栃木県食品衛生協会鹿沼支部 下野新聞

ＮＨＫ宇都宮放送局 鹿沼ケーブルテレビ レディオベリー

押久保政彦国際商標特許事務所 とちぎアントレプレナー・コンテスト事務局

ＪＲ宇都宮駅ビル 東北自動車道大谷パーキングエリア東京方面販売所

飯田屋 道の駅にのみや 栗崎鋳工所

山本パン 末広製菓 洋菓子店ロージュ

鹿沼市出会いの森 松屋 鹿沼花木センター

パソコン太郎（株）

学校紹介

本校は明治４２年４月、上都賀郡立農林学校として開校し、その後は栃木県立実業学校、

栃木県立鹿沼農商学校、栃木県立鹿沼農商高等学校、栃木県立鹿沼商工高等学校と校名を

変えながら、今年度で１１０周年目を迎える歴史を刻んでまいりました。

明治から大正、昭和、平成と激しい時代の変遷のなか、それぞれの世情を背景に、勉学

に勤しんだ生徒はもちろん、教育にあたった教職員、保護者、同窓会等の関係者が母校愛

に燃え、懸命な努力と献身的な協力を積み重ねた結果、名実ともに県内有数の伝統校とし

て今日を迎えております。これまでに卒業生は25,919名を数え、産業界はもとより、社会

の指導的役割を担う有益な人材を多数輩出してまいりました。今後も社会及び地域経済の

発展に寄与する工業人、商業人の育成に努めてまいります。

平成３１年度から、１学年は全日制情報科学科（工業科）１クラス、商業科３クラス、

定時制商業科１クラスで構成され、１クラスの定員は４０名です。

商業科は資格取得への取り組みを積極的に進めており、簿記や情報処理、電卓・珠算、

ビジネス文書（ワ－プロ）、商業経済などの資格取得を目指す学習を通して、専門知識や技

能の深化を図って、進路実現に結びつけています。

ゼロから始めるいちご焼き
～様々な壁と戦った商業部の１年間の軌跡～

（令和元年度 全国高等学校生徒商業研究発表大会 研究報告書）
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