本校の特徴ある教育実践について

「課題研究」情報教育に関わる取り組みを中心として
福岡県立宇美商業高等学校 教諭 岸 原 貞 弘
はじめに
本校は、昭和 37 年糟屋郡宇美町に地域振興、発展
の期待を受け、福岡地区唯一の県立単独商業高等学校
として創設され、今年度で創立 59 周年を迎える。

路を選択できる望ましい勤労観、職業観を育てて
いる。
【 総合ビジネス科 】
本校創立以来の伝統的学科として、簿記会計分野を
中心に学習し、日商簿記検定２級・全商情報処理検定
１級など高度なレベルの資格取得を目指している。取
得した資格を活かして大学への進学を実現している。
ビジネスマナーなどの社会人基礎力の育成にも力を注
ぎ、これからのビジネス界をリードする人材を育てて
いる。
【 ビジネス情報科 】
情報化社会をリードする人材を育てることを目的とし
た学科で、ビジネス活動に必要なコンピュータ関連の
知識・技術を学習している。情報処理技術者試験（国
家試験）など、高度なレベルの資格取得を目指し、取
得した資格を活かして大学等への進学を実現してい
る。

設置学科と学級数は、全日制２学科（総合ビジネス
科、ビジネス情報科）15 クラスが設置されている。
学科
１学年
２学年
３学年
総合ビジネス
３ｸﾗｽ
３ｸﾗｽ
５ｸﾗｽ
ビジネス情報
２ｸﾗｽ
２ｸﾗｽ
１ 学校概要
「誇りをもて 意欲をもて 明るい校風をつくれ」の建
学方針のもと、
「品性・誠実・挑戦」を教育理念と
し、逞しく生き抜く力を育成している。また、優れた
起業家精神と経営感覚をもった将来のスペシャリスト
を育成する。
２ 教育課程
⑴ １年次ではくくり募集のため共通科目を学習
し、２年次から進路希望別に類型（進学型・総合
型）選択制をとり、進学・就職に対応した教育課
程を編成している。
⑵ 学習する科目は、約３分の１が商業に関する専
門科目で、専門高校の特色を活かしている。
⑶ 少人数授業や習熟度別授業を多く展開している。
また進路実現のために、朝課外・夏季課外・冬季
課外授業等を実施している。
⑷ 基礎学力向上のため「チャレンジテスト」や、
資格取得・学力向上のため、土曜日課外を計画的
に実施している。
⑸ 「キャリア教育」を推進しており、主体的に進

３ 資格取得の状況
全学科をとおしての全商検定と高度資格の過去３年
間の取得状況は次のとおりである。
各種の高度資格については、取得した生徒の集合写
真でパンフレットを作り、中学生や中学校等関係者へ
アピールをしている。
〇全商検定１級
2018
2019
2020
簿記
83
81
86
珠算
6
3
3
電卓
170
122
32
ビジネス文書
9
23
6
英語
4
2
2
ビジネス情報
62
38
71
プログラミング
17
2
12
商業経済
43
18
31
会計実務
1
7
1

〇国家試験・日商簿記検定
日商簿記２級
基本情報技術者
ＩＴパスポート

2018
12
3
6

2019
31
2
10

2020
11
―
11

令和２年度は、コロナ禍において、本校では４月から
５月末まで約２か月ほど学校が休業となり、授業や検定
試験の受験が計画通りに進まなかった。本年度は数日の
学校休業となったが、オンラインでの授業を実施するこ
とにより、授業に遅れが生じないようにすることができ
た。

４ 課題研究の取り組み
本校の「課題研究」は３年次に全クラス３単位時間
で実施している。自分の進路や興味ある講座を選択し
て担当の教員の指示を仰ぎながら実施している。
課題研究講座一覧
分類
№
講 座 名
１
財務諸表の分析
２
観光ビジネス研究
３
時事探究
４
チーム宇美商生によるチャレンジ
ショップ (ぷちｓｈｏｐ店舗経営)
調査・
５
日本の仕事、世界の仕事
研究・
６
Society5.0
実験
７
“伝える力”を考える
８
地域連携・商品開発
「 甘酒で宇 美町を活 性化 しよ
う！」
９
○○はなぜ売れるのか
１
「メモ帳」を使った
Ｗｅｂページ作成
２
画像処理・動画処理研究
作品
３
「メモ帳」を使った
製作
Ｗｅｂページ作成
４
ストップモーション
アニメの作成
（１）
「課題研究」情報教育に関わる取り組み①
分類 調査・研究・実験 №3 時事探究
ア 講座内容
人口知能（ＡＩ）やグローバル化などの進展によ
り、これからの世の中は変化のスピードが速く、さま
ざまな課題が絡み合い、予測困難な社会になっていく
と言われている。
このような社会において、さまざまなニーズや問題
点を踏まえ、深く柔軟に発想し、スピード感を持って
結論を出していくことが必要になる。

この講座では、自ら課題を発見・設定し、その課題
を解決する学習「探究学習」に取り組む。
（マイプロ
ジェクト）
課題は誰かに与えてもらうのではなく、自分で発
見・設定する。学習の過程は「課題設定→情報の収集
→整理・分析→まとめ表現→課題設定→・・・」を繰
り返す。
イ 生徒の取り組み
この講座を選択した生徒１２名は、数人のグループ
に分かれ、マイプロジェクトに取り組んでいる。テー
マは、１）現代的な諸課題について探究する。２）地
域課題に関する諸課題について探究する。３）自らの
興味・関心にもとづく課題を探究する。からテーマを
設定した。
生徒が設定したテーマ
・LGBT に対する理解を深めるためには。
・バスの遅延を減らすには。
・宇美商オリジナル商品の売り上げを伸ばすには。
・宇美商フェスタの在り方について（販売実習が実施
できない場合）
・観光産業におけるペット同伴事業について
これらの課題を解決する方法として、モバイルアプ
リを開発することによって解決できるのではないかと
指導者より提案し、アシアル株式会社の統合開発環境
の「Ｍｏｎａｃａ」を利用することとした。
Web 制作に必要な
HTML や CSS と人気のプ
ログラミング言 JavaScript
を基礎から学べるテキスト
を参照して、章ごとのサン
プルアプリを作成すること
で、自然と言語が身につく
ようになった。
「生徒用テキスト」
ウ 「Ｍｏｎａｃａ」導入の利点
＜「Ｍｏｎａｃａ」の開発環境＞
・Ｍｏｎａｃａはクラウド上で動作する統合開発環境
で、インターネットが利用できれば、いつでも、どこ
からでも作業をすることができる。
・スマートフォンで動くアプリを開発するには、さま
ざまな方法が存在するが、android や iOS といった
OS ごとに別々のプログラミング言語を使わなければ
ならない方法もあるが、ＭｏｎａｃａではＯＳの種類
を問わずに共通のプログラミング言語（HTML／CSS
／JavaScript）を使ってアプリを開発する。Ｍｏｎａ
ｃａで開発したアプリは android や iOS のどちらでも
動作する。

・Ｍｏｎａｃａはすでに多くの人々が開発に利用して
おり、実際の活用されているアプリも多く、開発の参
考となるサンプルアプリも多く存在している。

③ MonacaIDE アプリ制作の知識と技術を習得。

④

設定したテーマの仮説・検証の手段を決める。
仮説を確認する方法は？アンケートを取り、
エクセ
ルで分析する。実際に実験してみる。経験者や実務
家など専門家の意見を仰ぐ。
アプリを作成して問題
を解決する。など、具体的な取り組みを実施する。

③④は平行して実施
⑤ まとめ
検証結果についてパワーポイントや模造紙にてプ
レゼンテーションの準備する。
1・2 月に講座内発表会と全校集会での発表会を実
施している。

「ログイン画面」

「開発画面」
ＰＣでの開発画面でも実行
結果は確認できるが、簡易的
な仕様のため、スマートフォ
ンのカメラやコンパスなどの
ハードウェアの機能にアクセ
スできない。また、表示崩れ
が起こる場合もある。そこ
で、実際にスマートフォン上
でアプリの動作を確認するデ
バッガーを利用する。
「携帯端末デバッガ画面」
＜時事探究講座の学習過程＞
① さまざまな課題の学習
人工知能（ＡＩ）やグローバル化などの進展により、
これからの世の中は変化のスピードが速い。そのよう
な社会における問題や課題とは何か？
（調べ学習と指導者による講義）

② 解決すべきテーマの設定
生徒個人でそれぞれのテーマを発見し、
各人でそ
のテーマを付箋紙に記入後、
ＫＪ法でグループ協議
をし、グループのテーマを設定する。

（２）
「課題研究」情報教育に関わる取り組み②
分類 作品製作 №２ 画像処理・動画処理研究
ア 講座内容
本校ではマルチメディア関連の科目がないため、課
題研究で photoshop や Illustrator、premiere などの専
門的なソフトウェアを使用し、画像処理・動画処理に
ついて基本的な知識・技術を身に付けさせている。小
型のドローン機器を操作し動画を撮影して、画像処
理・動画処理の素材として利用している。また、画像
や動画を編集することにより、見る人に感動を与えら
れる編集効果にどのようなものがあるのかについて考
えさせる。
イ 生徒の取り組み
この講座は３年生の総合ビジネス科１７名が履修し
ている。
基礎知識の習得については各自で取り組ませる。動
画の作成にあたっては、プロデューサー２人、撮影担
当２人、制作担当２人の計６人を１グループとし、３
グループに分かれて制作する。
プロデューサーは全体の構成や撮影する画像や動画
を指示する。撮影担当は、動画作成に必要な写真や動
画を撮影する。制作は、撮影担当が撮った画像や動画
を使用し、プロデューサーに指示された通り、ソフト
を使って制作する。

ドローンで撮った動画（一部）

かできなかったが、徐々に複雑な動きを組み込むこと
ができていった。その結果、横スクロールのアクショ
ンゲーム、弾幕ゲーム、ブロック崩しの３つのゲーム
を完成させた。

グループ協議の様子

年度末の発表会では、３グループごとにテーマ設定
とテーマ設定の理由、作品の動画を発表する。
（３）
「課題研究」情報教育に関わる取り組み③
分類 調査・研究・実験 №6 Society5.0
ア 講座内容
Society5.0 とは、狩猟社会（１．０）
、農耕社会
（２．０）
、工業社会（３．０）
、情報社会（４．０）
に続く新たな社会を目指すものとして提唱された。現
在は少子高齢化や地方の過疎化などの課題に対して
様々な制約があるため対応することが困難であった。
５．０の社会ではそれらの課題に、人工知能（ＡＩ）
やロボット、自動走行車などの技術で対応しようとし
ている。本講座では、近未来で実用されるであろう最
新技術の一旦について触れ、今後、これらの技術がど
のように発展していくのかを考察する講座である。
イ 生徒の取り組み
使用教材
・Scratch
・ドローン（Tello）
・プログラミングロボット（Mbot）
今回は“Tello”というドローンと“Mbot”というプロ
グラミングロボットの２種類を使用した。どちらも
Python 等のプログラミング言語を組んで自由に動か
すことができるが、総合ビジネス科の課題研究でプロ
グラミングを履修していないということもあり、まず
は Scratch を使ってプログラミングの勉強からスター
トさせた。はじめはネコを横に移動させる、跳ね返ら
せる、ジャンプさせるというような単純な動きのみし

Scratch でのプログラム開発画面

次にドローンでは、動かしたこともないドローンを
操縦させることから始めた。始めは慣れない操縦に生
徒たちも戸惑っていたが、コツをつかむと離陸から着
陸までの一連の動きをスムーズに行うことができるよ
うになった。次にＳｃｒａｔｃｈを使って、離陸から
教室内を１周し、着陸までの命令を作らせた。最終的
には地震の発生を想定し、人が通れない場所に救急用
具を運ばせるという設定でプログラムを作成した。こ
のような取り組みにより、危機管理の重要性や他者へ
の配慮について考えさせることができた。

ドローンを操作している様子①

プログラミング言語を用いてプログラムを組めば更に
細かい動きが出せるのではないかと考える。使用した
“Tello”や“Mbot”等の小型のロボットでも必要な動き
を自分で制御できることが体験できたのではないかと
思う。より複雑な動きを追加することができればもっ
と Society5.0 の世界を体験できるようになるかもしれ
ない。今後も更に研究を続け、生徒が多くの課題に対
応できる資質や能力を高めていきたい。

ドローンを操作している様子②
ロボットでは、ドローンと同じように１周させるプ
ログラムや障害物に対して避けるプログラムを作りロ
ボットに荷物を載せ、宅配させるイメージで正常に移
動できるか実験を行った。近い将来に自動運転の車が
道路を走り回ったり、介護用ロボットが活躍したり、
人が接触することなく配送することが難しいことを学
んだ。

おわりに
今回の研究を通して、内閣府が出している
Society5.0 の動画にもあるような近未来の姿を実際に
ドローンやロボットに命令を出すことで体感してくれ
たのではないかと考えている。今回はプログラミング
を１から勉強する生徒が対象であったので Scratch の
みでしかプログラムを組めなかったが、Python 等の

