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「販売促進」のより良い指導方法について 

―地元企業の取組からみる「販売促進」の考察― 

 

○○○立○○○○高等学校 ○○ ○○ 

 
１ はじめに 

 
  現在マスメディアの多くには，様々な商品の情報が掲載され，無意識のうちに消費者の購買

意欲をかき立てている。消費者は，日常生活のなかで欲しい商品を商店で選び，自由に購入す

ることができる。消費者は商品を購入するにあたり企業努力による様々な販売促進の影響を受

けて商品を購入していることは間違いない。 

例えば，多くの生徒が携帯電話を所持し，常に最新機種への交換や様々な機能の活用など，

コミュニケーションツールとして利用していることを考えると，特定の消費者にターゲットを

絞りそのターゲットの購買動向を予測し，それに対する販売促進が計画的に行われ，その動向

をフィードバックさせることで，さらなる販売促進が実施されていることがわかる。また，普

及した携帯電話を媒体に販売促進を行うモバイル・マーケティングを展開する企業も増え，常

に販売促進の分野は新たな広がりを見せているのが現状である。 

インターネットや携帯電話の普及により人々の意識や生活スタイルは大きく変わってきてい

る。一方的に伝達されていた情報は双方向で共有・交換されるものに変わりつつある。このよ

うな情報技術の進展を背景に消費者の行動は大きく変化してきている。それにともない企業が

おこなう販売促進も革新が進んでいるのが現状である。 
  企業は自社の商品や製品，サービスに関する情報を消費者に提供して市場開拓をおこない，

維持する活動をおこなっている。そのねらいは，消費者に商品を購入させ売上を維持・拡大す

ることによって利益をあげ，企業を存続・発展させるためである。 

中央教育審議会においても新学習指導要領の改善が審議され，「幼稚園，小学校，中学校，

高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」の中で，科目の再構成として，

「商品と流通」及び「マーケティング」の内容を分類整理し，主として市場調査や商品の流通

等を系統的に学習する内容を「マーケティング」にまとめるとともに，広告や商品の販売促進

等に関する基礎的・基本的な知識と技術に重点を置く「広告と販売促進」とする，との答申も

だされている。 

消費者は，多くの情報から必要な情報を取捨選択し，必要な商品を購入するための知識を身

に付けておく必要があると考える。そのためにも企業が消費者の獲得にむけて取り組む「販売

促進」について深く研究し，十分に理解する必要性があると考え今回の研究主題として設定す

ることにした。 

今回の研究に際しては，現在の広告市場についての動向を調査研究し，企業が取り組んでい

る「販売促進」について考察したいと考える。また，生徒に身近な地元富津市の地場産業を題

材に取り上げ，地元企業や団体等が取り組んでいる「販売促進」について調査研究を行い，科

目「マーケティング」の中で取り上げて授業展開をしていきたいと考える。 
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２ 販売促進の定義 

 

日本商業学会による販売促進の定義は，「特定の商品やサービスに対して購入したいと思え

る気持ちを起こさせ，さらにその気持ちから購買を決意させる販売の努力」をいう。一言でい

うならば，マーケティングにおける需要の喚起と創造を分担する仕事である。その内容は，広

義には広告および販売員による販売を主たるものとして含み，狭義には広告および販売員によ

る販売を除いたその他の方法，例えばコンテスト，リベート，プレミアム，陳列，展示，展覧

会，実演，販売店援助，販売用具，消費者の組織化などの諸手段を包括したものとしてとらえ

られるとなっている。 

  ここでいう広義の販売促進の定義は，マッカーシー（Ｅ．Ｊ．ＭｃＣａｒｔｈｙ）が提唱し

たマーケティングミックス，４Ｐのうちのプロモーション政策（Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ）にあた

るものである。 

  また，アメリカマーケティング協会の狭義での販売促進定義は，「販売促進とは消費者の購

買や取扱業者の効率性を刺激する活動で，人的販売，広告，パブリシティを除くマーケティン

グ活動」であるとしている。 
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 ※パブリシティ・・・企業のＰＲ活動の一つで，広告とは異なりマスメディアに対して，代金

を支払わずに新聞やテレビ等で取り上げてもらうものである。 

 

３ 広告市場の変化 

  

今までの商品広告と言えば，テレビ広告が中心であった。国産第１号の白黒テレビが発売さ

れたのは，今から５５年前の１９５３年である。現在のセイコー株式会社が日本初の広告第１

号として時報を放送したことが始まりだとされている。当時は日本が高度経済成長を果たして

いたため，個人消費も急速な発展を遂げているなか，当時のテレビ情報は高度な表現と新しい

情報を提供していたのである。一方企業の広告も製品やサービスを広告として紹介することで，

国民のより豊かな暮らしや購買意欲を増幅させる効果をもたらしていたのである。そのためテ

レビ広告のシェアは順調な伸びを示していった。 

しかし，最近ではテレビ広告が視聴者に届きにくい現象が起きているようである。現在では
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誰もがインターネットを利用して情報を収集できる時代である。１９９５年「Ｗｉｎｄｏｗｓ

９５」が販売されてから急速にインターネットの利用者が増え続けてきたこともあるが，テレ

ビ広告をめぐる視聴環境が大きく変わってきていることもテレビ広告の届きにくい要因である

とされる。現在どこの家庭でも利用されている録画機の進歩がその一つの要因である。テレビ

録画ができるプレイヤーなどはテレビのＣＭを飛ばして録画をしたり，「録って見」などとい

う録画しながら後から必要なところだけ見ることのできる機能が付いている。いわゆる「ＣＭ

スキップ」と呼ばれる機能である。 
  また，「～ながら視聴」もテレビＣＭが届かない理由の一つになっている。テレビを見なが

ら，インターネットをしたり，携帯でメールしたり，以前のようにテレビ画面を家族全員で見

るといった光景は現代の家庭には見られなくなってきている。そのため企業は莫大な金額を計

上しテレビ放送用の広告だけを制作するのではなく，インターネット媒体も取り入れ販売促進

に取り組んでいかなければならない現状であることが理解できる。 
 
（１）インターネット広告について 
インターネットの普及で，国内市場の広告費の動向にも変化がある。今まで４大メディアと

される，①ラジオ，②雑誌，③新聞，④テレビにインターネットを加えた年間広告費の推移は

以下の通りである。 

日本国内に投下された広告費の推移
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               日本国内に投下された年間の広告費（１月～１２月）          (単位：億円) 

広告費 Ｈ9年 Ｈ10年 Ｈ11年 Ｈ12年 Ｈ13年 Ｈ14年 Ｈ15年 Ｈ16年 Ｈ17年 Ｈ18年 Ｈ19年

新聞 12,636 11,787 11,535 12,474 12,027 10,707 10,500 10,559 10,377 9,986 9,462

雑誌 4,395 4,258 4,183 4,369 4,180 4,051 4,035 3,970 3,945 3,887 4,585

ラジオ 2,247 2,153 2,043 2,071 1,998 1,837 1,807 1,795 1,778 1,744 1,671

テレビ 20,079 19,505 19,121 20,793 20,681 19,351 19,480 20,436 20,411 20,161 19,981

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 60 114 241 590 735 845 1,183 1,814 2,808 3,630 3,777

合計 39,417 37,817 37,123 40,297 39,621 36,791 37,005 38,574 39,319 39,408 39,476

表１                                        ※（株）電通社データより抜粋

ｸﾞﾗﾌ１ 
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表１より，平成１９年度における５媒体の広告費の総額は３兆９４７６億円となり，５年連

続増加している。その中でテレビが１兆９９８１億円（約５０％）と１位となっている。次い

で２位は新聞，３位は雑誌，４位にインターネット広告となっている。テレビ広告がまだまだ

他の媒体を寄せつけない強さを持っている。しかしテレビ広告費は１８年と１９年を比べると

１８０億円減少し，これに対してインターネット広告は１４７億円増加していることがわかる。 

２０１１年から地上デジタルテレビ放送にかわり，テレビ広告もどのような局面になるのか

が注目されるところではあるが，テレビ広告も，またインターネット広告も独立したメディア

となるものではなく全てのメディアがインターネット広告を包括しながら利用されるメディア

ミックスになっていることには違いないと言える。 
例えば，テレビコマーシャルで「詳しくはこちらのホームページまで」，あるいは「詳しく

は明日の朝刊で」などというようにテレビだけではなく，パソコンからインターネットへのア

クセスを求めたり，明日の折り込み広告などに目を向けさせたりと，メディアとメディアの複

合という形態，つまりメディアミックスによる販売促進は現在では当然の広告活動となってい

る。しかし，すべての消費者がネットを利用するかといえばそうではなく，電話をする人もい

れば，ＦＡＸをする人もいるようにすべての消費者に対して対応しようとすることがメディア

ミックスの特長であるともいえる。 
ネット広告の特長でもある，検索連動広告は検索した言葉に応じて広告バナーをインターネ

ットの画面上に表示するものである。例えば，ある特定の企業の製品に興味をもちインターネ

ットで検索すると，他企業でも取り扱っている同じような製品，あるいは企業そのものを広告

バナーとして表示し，消費者に広告を促すものである。 
 
（２）アフィリエイト広告 

現在急速に世の中は変化し，特にインターネット関係はいい意味でも悪い意味でも変化して

いる。その中で，既存の広告手段と比較して圧倒的にコスト面で有利なネット広告の一つとし

て「アフィリエイト広告」というものがある。 
「アフィリエイト」とは，「提携」という意味であり，アフィリエイト広告は，いわば私た

ちが一番身近にできる企業との提携である。例えば，サイト運営者のホームページやブログに

紹介したい商品やサービスの広告を掲載し，その掲載されたリンクを通じて，その訪問した一

般ユーザーが広告主のサイトへ行って買い物，申し込み等をすると，その売上額の一部を広告

主がサイト運営者に報酬として支払うものである。 
２００７年３月に総務省が調査した発表によるとブログをしている人口は８６８万人である。

その中で２００７年３月に日本アフィリエイト・サービス協会が調べた，アフィリエイト広告

を実際にしている人口は１４２万５千人である。数値にすると約１６％の人達が利用している。 

ブログ上のアフィリエイト広告に関する質問では，広告をクリックし商品を購入すると，ブ

ログ運営者に報酬が支払われることを「知っている」と答えた人は約８８％で，多くの人がア

フィリエイトシステムを理解していることがわかる。また「知っている」と答えた人で，「広

告をクリックしたことがある」と答えた人は約５３％，そのうち「広告をクリックし実際に商

品の購入をしたことがある」と答えた人は約３８．１％であった。 

この結果をみると，インターネットを活用した様々な広告活動は活性化され，多くの企業が

何らかの形でインターネット広告に取り組んでいくことになることは間違いない。 
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４ 地域産業の紹介 

 

本校の位置する富津市は，千葉県の南部房総半島の中西部に位置し，南北４０キロメートル

に及ぶ海岸線とマザー牧場がある鹿野山や，切り立った崖の鋸山など海や山に囲まれた自然豊

かな地域である。 

東京湾に突出した富津岬は，関東の天の橋立ともいわれ南房総国定公園になっている。東京

湾アクアラインや館山自動車道の開通で，首都圏からも大変身近な場所となり，潮干狩りや海

水浴，ハイキングなどで多くの観光客が足を運んでいる。 

都心からは，４０～６０ｋｍ圏内に入っており観光産業や経済面で発展も期待されている。 

このような自然や，観光産業に恵まれた富津市についての情報をまずは，生徒自身が身を持

って体験することで地元に対する愛着心や本校に対する愛校心を持つことができると考える。 

卒業後も本校の卒業生であることに誇りを持ち，また，地元を大事にする心が育つのではな

いだろうかと考え，富津市の特色である特産品やレジャー施設等のＰＲ活動を実施したいと考

える。授業ではもちろんのこと，本校文化祭等を通して積極的に行うＰＲ活動が「販売促進」

の実践につながることを目的として取り組んでいきたい。 

 

（１）特産品 
 ア 江戸前のアナゴ 
   千葉のさかなの認知度を高め，広く県内外にアピールするために，平成１８年度から始ま

った「千葉ブランド水産物」の，１９年度の認定品に地元富津市の「大佐和漁協江戸前あな

ご」が認定された。 

認定番号 生鮮－６（認定された大佐和漁協江戸前あなご） 

認定品名 大佐和漁協江戸前あなご 

認定申請者名 大佐和漁業協同組合 

認定品の概要  

全国に知られる江戸前のあなごの産地の一つで

あり，資源管理を意識した穴子筒漁（小型魚の抜

ける穴の大きさを設定）で漁獲されている。漁場

にこだわり，出荷前には 1 日以上泥を吐かせるな

ど，品質管理規約を設け積極的に実施している。  

富津市大佐和地域では，飲食店を中心に「はかりめ丼」をＰＲしており，この活動

との連携も図りながら，販売促進を進めることとしている。  

規格等 認定対象期間（旬）５月～１１月  １２０ｇ以上 

（ア）はかりめ丼 

富津ではあなごのことを，親しみをこめて「はかりめ」と呼び，その「はかりめ」を使っ

た丼を「はかりめ丼」と呼ぶ。そもそも，この呼び名は点々と等間隔に並ぶ側線を持つあな

ごのその姿に由来し，市場や河岸で重さを量るのに使われていた棒はかり（秤目）の形状に

似ていることから，あなごの別称として関係者の間で使われだしたのが始まりである。 
平成１９年４月に富津市内の３つの商工会が合併して，新たに富津市商工会が発足するの
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を前に，同市内の３９の飲食店が共同で，東京湾内で取れるあなごを富津自慢の味として売

り出す「はかりめ祭」を３月１７日から７月３１日まで実施した。千葉県民だより平成１９

年５月号に「磯の香り豊かなはかりめ丼」として紹介された。また，新聞や各情報誌などに

も「特産料理」や「江戸前の味」などと賞され多方面で掲載されている。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

（イ）「はかりめ倶楽部」の発足 
アクアラインが開通したことを契機に，地元富津市を活性化するため，地元アナゴ料理を

なんとかＰＲしていきたいということから平成１４年に地元飲食店を中心に「はかりめ倶楽

部」を発足させた。 
発足以前は，いかに自分の店にお客を集めるかを考え，いかに他店との差別化をはかるか

が焦点になっていた。しかし，根本的に地元にいかにお客に足を運んでもらえるかが大事な

ことであるとして倶楽部発足に至った。それまではあまり横のつながりがなかった商店も，

「はかりめ倶楽部」を発足してからは，横のつながりができたという。 
当初，倶楽部名をどうするかという会議の中で，アナゴを昔「はかりめ」と呼んでいたこ

とから「はかりめ」を使用することになった。「アナゴ」という名称はどこでも使用してい

るので，インパクトがないということで昔呼んでいた「はかりめ」という名前を使うことに

した。以前，ＮＨＫの取材時に富津市の「はかりめ」を放送するにあたり，テレビ局側が

「はかりめ」は富津地元だけの名称なのかを放送前に確認するため調査を実施した。その結

果，神奈川県のある地域でもアナゴを「はかりめ」と呼んでいることがわかった。 
（ウ）「はかりめ」の商標登録 
「はかりめ」を地元富津で大々的にＰＲするためには商標登録をすべきとのことになり，

平成１５年に登録認定された。 
認定登録分類  第２９類 食用魚介類 

第３０類 菓子及びパン 
第４３類 飲食物の提供 

現在，１７店舗が「はかりめ倶楽部」に加入している。その中の店舗に，地元富津市の店

舗以外に東京銀座に店を構える「燗酒はかりめ」というアナゴ専門店も，「はかりめ倶楽

部」の準会員として登録している。なぜ，地元店舗ではないのに準会員として登録している

のかというと，以前インターネットで「はかりめ」と検索をかけた時に，この店舗がヒット

したためこの店舗に連絡を入れ，「はかりめ」はすでに商標登録されていることを知らせる

と，店舗名をそのまま使用したいので会員に登録させてほしいとのことから，現在「はかり

め倶楽部」の加盟店となりパンフレット等でも紹介されている。 

地元飲食店「かん七」のはかりめ丼 棒はかり（秤目） 
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イ 海苔 
現在は，海苔ヒビは使わず「べた流し」という方法で海面に網を張り，海苔採取船を網の

下部に潜らせ，海苔を刃で切り落として採取する方法が採用されている。なお，現在では海

苔付け・裁断・乾燥などの一連の作業は全て機械化されている。 
海苔の収穫は潜水船で，朝６時に収穫に行き，収穫した海苔を軽トラックで運び，前もっ

て海水をいれておいた撹拌機に海苔を入れかき混ぜる。異物除去機で海のゴミなどを取り除

きながら洗い，粗めに一度切る。海苔切断機で細かくミンチして，調合機で海苔を練り混ぜ

る。乾燥機で１枚ずつ海苔すにつけ，室内の湿度や温度をコントロールしながら２時間ほど

かけてゆっくりと乾燥させる。選別機で切れたり穴があいたりしたものを取り除いて真四角

の良いものだけを１０枚ずつ数えて揃える。折曲機 で１０枚ずつたたんで１００枚の束に

する。 

結束機で１００枚ずつ帯をかけて整え，重さを計って製品のできあがりである。 

収穫時期は１１月から４月がシーズンで，正味１００日間にわたり海苔を製品として出荷

している。その量は，１日平均２万枚でシーズン２００万枚ほどである。できた製品は組合

に毎日出荷して，後に漁連の共販入札にかけてもらい価格が決まる。その後，入札指定商社

に販売され，卸売業者あるいは消費者へと販売されることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

信頼される海苔づくりのため，千葉県漁連共同販売事業所では，「あなたの気のゆるみが

組合の信用を落とします」として，製品仕上がりの自主選別チェックの徹底を促している。

出荷までの責任は生産者にあるとして，製品の仕上がりを毎日厳しくチェックすることで良

品の乾のりを提供し，千葉県産乾のりの信用を落とさないよう各生産者にお願いしている。 

富津市はいくつかの漁業協同組合（新富津，富津，天羽，大佐和，富津市下洲）に別れて

いる。組合員に登録されている人数は，平成１１年現在で２９１名である。県内の海苔養殖

として組合員に登録している人数の合計が５６５名であることから，県内でもっとも多く海

苔養殖に携わっている人がいることがわかる。 
日本全国の海苔経営漁師の数は昭和５０年には３万７千人以上いたが，平成１７年には６

千人に近くまで減少している。生産枚数は昭和５０年が６７億枚であったが，現在では１０

０億枚前後と増えている。これは大型機械の導入により大量生産されていることが最大の要

因である。 
   千葉県は毎年約４億枚前後の海苔生産能力があり，漁場も木更津，富津の両地区が主力漁

場になっていて香りの良い海苔が生産されている。地元富津市の海苔は質と香りで関東地区

では非常に人気の高い品質を維持している。 
 

海苔乾燥機 海苔乾燥機 海苔結束機 
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（２）観光・レジャー施設 

ア 鋸山ロープウェイ 
鋸山は風光明媚を謳い文句にして，夏涼しく冬暖かい温暖な気

候に恵まれ，四季を通して観光客の絶えない場所として観光客に

愛されている。鋸山の山頂展望台からの眺めは，３６０度の一周

大パノラマであり，海・山，遠くには富士山・天城山・伊豆大島

近くは三浦半島，横浜の高層ビルや東京湾を行き交う船を見るこ

とができる。 
イ 東京湾観音 
東京湾観音は，東京湾を一望できる南房総国定公園（大坪山）に

建つ高さ５６ｍの救世観音である。本像は昭和３６年に宇佐美政衛

氏が世界平和の理念の元に建立したもので，美術作品としても有名

な東京湾観音の原型の作者は，国際グランプリを受賞した彫刻家の

長谷川昴（こう）氏であり，観音様の胎内にも長谷川氏の作品が多

数ある。天上界から一望できる東京湾は絶景で，天候に恵まれた日

には富士山や夕焼けも美しく見ることができる。 

ウ マザー牧場 

マザー牧場は，房総半島の山々や，東京湾，富士山の雄大

な景色が見渡せる鹿野山に位置し，都心から近い場所にあり

ながら，豊かな自然とふれあうことができる。子供から大人

まで楽しめる観光牧場として親しまれ，国内有数の施設とし

て発展してきた。 
南房総に足を運ぶといたるところに，マザー牧場の広告が

目に飛び込んでくる。道路沿いに他の企業とは比べものにな

らないくらい大きな看板を目にすることができる。 
公共施設や地元飲食店，観光案内所等にポスター掲示や割

引券の配布などを積極的に行っている。また，ホテルとの提

携でチケット付き宿泊セットも提供している。その他に，新

聞やテレビ，インターネットなどの各媒体を利用してＰＲ活

動を積極的に行っている。とくに，関東地方を中心に地元を 
意識した広告活動を行っている。 
マザー牧場の広報担当者である渡邉周一氏にマザー牧場の取り組みについて話を伺うこと

ができた。 
広告活動については，すべての媒体（テレビ，新聞，インターネットなど）を利用して広

告活動を行っている。しかし，エリアについてはすべて関東地方のみの限定である。なぜな

らば，マザー牧場のような施設は他県にも多く存在し，あえて遠くから千葉のマザー牧場ま

で足を運ぶ顧客は少ないからである。年間を通して，各種のイベント等を四季に応じて実施

しているが，その中でも花火大会やイベントショーなどもほとんどが地元地域限定の広告活

動になる。しかし，パブリシティについてはその限りではない。 

マザー牧場 

鋸山山頂 

東京湾観音 

マザー牧場 
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広告費については，莫大な費用がかかっているわけではない。売上に対する割合を設定し

年間予算の中で計上をしている。あくまでも関東地方のみの広告活動な

のでエリア的には狭いものである。 
今年２００８年マザー牧場イメージガールとしてイトーカンパニーグ

ループに所属をしているカエデ藤倉さんを採用した。あくまでもタイア

ップだけであり，お互いにメリットがあるということでのタイアップ広

告である。 

品質管理（商品製造）については，昨今のニュースでも報道

されているように，販売側・製造側に一度でも汚点があった場

合には企業存続にかかわる取り返しのつかない事態になってし

まうので，独自のチェック体制を確立し管理している。多くの

商品を取り扱い，とくに乳製品が多いので消費期限や賞味期限

については徹底した管理体制のもと行っている。 
 

５ 生徒へのアンケート 

 

科目「マーケティング」を履修している２年生の商業科２クラスの生徒を対象に，富津市の

地域特産品及びレジャー施設等についてアンケートを実施した。このアンケートをもとに，生

徒の地域に対する意識を探り「販売促進」の指導方法につなげてみたいと考える。 

 

（１）アンケート結果 

アンケート内容および結果は次のとおりである。（回答数 ７６人） 

ア 富津市の特産品（土産品，食べ物等）を知っているだけあげて下さい。 

    海苔 ４８人， あさり １７人， はまぐり １人， わかめ  １人 

鰺   １人， 魚    １人， アオヤギ １人， はかりめ ３人 

海産物 ７人， 醤油   ４人， 米    １人， びわ   １人 

菜の花 ３人， ラーメン １人， ソフトクリーム  １人 

イ マザー牧場へは行ったことがありますか？ 

  ある ７５人， ない １人 

ウ 鋸山ロープウェイへは行ったことがありますか？ 

  ある ３５人， ない ４１人 

エ 東京湾観音へは行ったことがありますか？ 

  ある ４１人， ない ３５人 

 

（２）アンケート結果について 

アンケート結果の中で，富津市の特産品について知っているものの中に，「海苔」をあげた

生徒が一番多かった。 

海苔は古くから伝わる産物であることや，また，実家や親戚，近所で現在でもなお仕事とし

て営まれていることで特産品であると認識される要因である。また，地元のアナゴ料理である

「はかりめ」については，地元富津市に住んでいる生徒はなじみがあるようだが，それ以外の

陳列されている乳製品

イメージガール 
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生徒はあまり知らない，あるいはあまり関心がないようであった。また，関心を示さない生徒

の中にはアナゴそのものを食として嫌いだと受け付けないものもいた。 

アンケートを実施し，気づいた事はレジャー施設である「マザー牧場」の知名度が高く何度

も足を運んでいることである。７６人中一度も足を運んだことがない生徒はたったの１人であ

った。とくに，小学生時の遠足や家族での行楽で訪れたと答えた生徒が最も多かった。 

地元にありながら「鋸山ロープウェイ」や「東京湾観音」については，知ってはいるが行っ

たことがない生徒が半数以上見受けられた。「マザー牧場」と比べると，年齢層や若者向けと

いう点で足を運ばないことはあろうが，「鋸山ロープウェイ」や「東京湾観音」に行ったこと

のある生徒からは，景色が最高だから一度は行ってみる価値があるとの意見もあった。 

これらのアンケート結果から，富津市の特産品やレジャー施設の生徒の意識を調査すること

ができた。この結果を踏まえて，授業展開していくポイントをレジャー施設である「マザー牧

場」に絞り込んでいきたいと考える。 

 

６ 科目「マーケティング」での授業展開 

 

生徒のアンケート結果を踏まえて，一番人気があり足を運んだことのある「マザー牧場」を題

材に授業展開を行うことにした。他の観光地についてはあまりにも足を運んだことがない生徒が

多いことと，特産品については，好みの問題で好き嫌いがはっきりしていて調査研究の題材には

あまりふさわしくないと考えたからである。こちらからの情報や，インターネットからの情報だ

けではなく，生徒自身がそれぞれ持っている情報を共有できればと考え，「マザー牧場」につい

て何でも知っていることや，感じていることなどをレポートとして書かせることにした。その中

で気づいたことは生徒たちの中では，「マザー牧場」のことを「マー牧」と呼んで親しんでいる

ことだった。 

生徒の中には，夏季休業中を利用してアルバイトを経験しているものもいたので，積極的に情

報提供してくれるようお願いした。 

生徒を５～６人前後の班に分けて，こちらで用意をした資料（情報）とインターネットあるい

は生徒が事前に用意した資料等を利用し「マザー牧場」について調査研究を行わせた。ただの情

報収集に終わるのではなく調査した結果を生かし，自分がマザー牧場の広報担当者あるいは経営

者になったつもりで，「マザー牧場」について発表できるよう取り組ませた。 

はじめにテーマを決めさせて，そのテーマに沿った情報収集を行わせた。ここでは，ただ漠然

と「マザー牧場について」としてしまうとあまりにも広すぎて調査研究したいポイントが定まら

なくなってしまうことからテーマを決定させた。それぞれのテーマごとの情報収集から，それを

もとに何か顧客に発信できる情報を作成するよう指導した。各班のまとめた内容を，模造紙に書

かせそれを発表させようとしたが，生徒からＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを利用したいとの声があり，

コンピュータ室の空時間を調整し，授業振替等をして何とか時間を作って取り組ませた。 

実際に取り上げたテーマで一番多かったものは，「ソフトクリーム」である。つぎに「体験」

や「景色について」などである。生徒は，お互いに情報交換をする中で積極的に意欲を高めて取

り組んでくれた。 

レポートの中で，「マザー牧場」のイメージは何と言っても「ソフトクリーム」であると答え

た生徒が圧倒的に多かった。また，その中でほとんどの生徒が「マザー牧場」の「ソフトクリー
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ム」は大変おいしいと答えている。「マザー牧場」＝「ソフトクリーム」というイメージが非常

に強いということがわかった。 

「マザー牧場」は良いイメージばかりかと考えていたが，動物がいるので「臭くて嫌だ」と答

える生徒もなかにはいた。 

 マザー牧場の情報収集から生徒が調査研究を行い発表するまでの流れをまとめてみた。また，

生徒が取り組んで発表した内容をいくつか紹介してみたい。 

調査研究から発表までのスケジュール 

内       容 時間 場所 資料･その他 

ア 「マザー牧場」に関する事前調査 ７～10 ﾏｻﾞｰ牧場 

イ 収集した情報を整理し生徒へ提示 １ 教室 

ウ 生徒側からの「マザー牧場」についての情報提示 １ 教室 

エ 生徒側からの情報を再度生徒へ提示 １ 教室 

オ 班分けおよび「調査研究テーマ」の決定 １ 教室 

カ 「調査研究テーマ」に沿った情報収集 １ 教室 

キ 集めた情報から発表データを作成 ３～４

ク 発表原稿の作成 ２～３

ケ 発表 ２ 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

雑誌･情報誌 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ経験者 

広報担当者 

その他 

 

（１）調査研究から発表まで 

ア 「マザー牧場」に関する事前調査 

  「マザー牧場」には何度か足を運んだことはあるが，今回のように地元企業の取り組みと

いう観点から見学をしたことはなかったので，私自身新鮮な気持ちで「マザー牧場」につい

て情報収集に取り組むことができた。 

最初は「マザー牧場」を知るためにホームページを検索し理解することにした。「マザー

牧場」のホームページは非常に見やすく作成されていることがわかった。 

つぎに，夏季休業中の午後を利用して実際に「マザー牧場」へ行くことにした。十数年ぶ

りということもあり新たな発見ができるのではないだろうかと期待をしながらの調査となっ

た。デジタルカメラを持参し，多くの景色や看板，様々な販売促進のヒントになるような掲

示物等を撮影することにした。あいにく当日は雷雨に見舞われ，ほとんどの時間を非難した

売店内で過ごすことになってしまった。そのため外のイベントを見学することができなかっ

たので非常に残念である。 

  また，広報担当の渡邉周一氏にマザー牧場について話を伺うことができた。渡辺氏からは

主にマザー牧場の宣伝（ＰＲ）について話を伺った。 

イ 収集した情報を整理し生徒へ提示 

  「マザー牧場」のホームページ，実際に足を運んで見てきたこと，「マザー牧場」の広報

担当者である渡辺氏から伺った話の内容等をそれぞれまとめた。これらの内容を生徒へ提示

することで「マザー牧場」について再度理解してもらうこと，さらにはそれ以外の情報を生

徒が持っていないのかを確認することができると考えたからである。 

ウ 生徒側からの「マザー牧場」についての情報提示 

  こちらから提示した情報以外に持っている情報を，今度は生徒側から提供してもらうため
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「レポート作成」という形で「マザー牧場」について知っている情報を記入してもらうこと

にした。マザー牧場でアルバイトをしている生徒からも積極的に情報を提供してくれるよう

お願いをした。 

エ 生徒側からの情報を再度生徒へ提示 

  生徒から収集した「マザー牧場」の情報については，再度生徒へフィードバックすること

にした。これで，教師側と生徒側からのすべての情報を，すべての生徒へ提示できたものと

考えられる。しかし，あくまでもこの情報については，個々に持っている情報に過ぎない面

が多いので，これから班ごとのテーマに沿った調査研究でさらなる情報収集を行わせること

にした。 

オ 班分けおよび「調査研究テーマ」の決定 

  最初に生徒を５～６名程度の班に分けてグループを作ることにした。最初はこちらから班

構成を指定しようとも考えたが，調査研究をするうえでは，仲の良いグループのほうがスム

ーズにできるのではないだろうかと考え，班構成は生徒に任せて自由とした。結果，特に問

題もなくスムーズに決定することができた。ちょうど修学旅行前ということもあり，ある程

度の班構成はできていたようである。班長1名，コンピュータ操作１～２名，発表者１～３

名の人数割りで班構成をするよう指導した。 

  つぎに各班の調査研究テーマの決定であるが，こちらからいくつかのテーマを参考にする

よう提示した。多くの生徒が「マザー牧場」のソフトクリームはおいしいとアンケートで答

えていることから，多くの班とくに女子の班が「ソフトクリームについて」としてのテーマ

を決定した。つぎに多かったのは「体験について」である。体験はとくに男子の班が多かっ

た。ある班の生徒は，「マザー牧場」に咲く花を観賞するため年間を通して，家族でよく訪

れているということから，「マー牧で花を見る」というテーマを提案していた。 

カ 「調査研究テーマ」に沿った情報収集 

  各班で決定したテーマに沿って，さらに情報収集を行わせた。情報収集にはインターネッ

トからの情報や，アンケート用紙を作成し，意識調査をするために「おいしいものアンケー

ト」を実施する班もあった。班によって様々な情報収集を行っていた。ある班は，直接「マ

ザー牧場」に確かめたいとのことで，こちらが窓口となり「マザー牧場」に直接電話をして

質問するという形をとった。主な情報収集手段は以下のとおりである。 

 （ア）インターネットからの情報（ホームページ含） 

 （イ）アルバイト経験者からの情報 

 （ウ）実際にマザー牧場へ問い合わせての情報 

 （エ）生徒間の「アンケート調査」の実施 

 （オ）その他 

キ 集めた情報から発表データを作成 

  当初，各班の調査した結果を発表するために，模造紙に記入させ発表させるつもりであっ

たが，生徒側から発表するならパワーポイントを利用したいとの意見があった。 

パワーポイントについては，クラスの生徒ほとんどが使用したことがなかったので指導に

ついて不安を感じたが，使用したことのあるワープロ部の生徒数名を中心に最低限の機能説

明にしぼり使用方法を説明することにした。また，この授業は教室での展開であったため，

コンピュータ室が割り当てられていなかったので，発表データ作成のため５時間程授業交換
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を行い空いている時間に合わせて対応することにした。 

  使用方法の説明には２時間程度を考えていたが，生徒は１時間内で最低限の機能等につい

て操作できるようになったので，２時間目以降は早速データ入力を始めた。入力を始める前

に，まずは簡単なフローチャート形式で図式化し，それに沿って入力させ，各班が１０分前

後で発表できるよう指導した。 

  生徒はソフトの操作に慣れるにしたがって，様々な機能を利用し始め，パワーポイント自

体の学習になってしまっている班も見受けられたので，最低限の機能のみを利用して作成す

るよう指導した。 

ク 発表原稿の作成 

  つぎに，パワーポイントで作成した画面に沿って，発表のための原稿作成を行うよう指導

した。パワーポイントで作成した画面を紙芝居のようにストーリー立てて説明できるよう，

原稿をワープロで入力させた。一番苦労したのはこの発表原稿の作成である。どうしても文

章の表現力に欠ける生徒が多く，発表するための文章として成り立たなかったからである。 

  授業内だけでは発表原稿の作成が終わらなかったので，各班から数名を放課後残し，発表

原稿の作成にあたらせた。出来上がった原稿に目を通して内用に肉付けをし，おかしな文章

表現の訂正をするなどかなりの時間を費やすことになった。 

ケ 発表 

  実際に授業を通して，各班の発表を行った。いくつかの班の発表を紹介してみたい。 

（ア）発表例１ 「マザー牧場 －ソフトクリームについて－」 

この班は「おいしいものアンケート」を実施した結果

から「ソフトクリーム」が，第１位となり一番人気は何

といっても「ソフトクリーム」であることからテーマを

決定した。 

まず，最初にマザー牧場のソフトクリームの特徴につ

いて調査し，その中でマザー牧場のソフトクリームが牧

場以外でも食べられることを知り，どこで食べられる  

のかを調べていくことにした。それは，マザー牧場が各地域に数店舗直営店として展開して

いるからである。その中で，大阪難波にも直営店があることがわかった。なぜ大阪にあるの

か不思議だったのでマザー牧場に問い合わせた。結論は，最近修学旅行の団体が訪れるよう

になったのをきっかけに情報発信地として出店することを決めたらしいのである。 

   つぎに，ソフトクリームの価格について調査をした。牧場内と直営店の価格には２０円の

差があることがわかった。なぜ，２０円直営店が高いのか。牧場内から各直営店には商品を

直送しているので輸送代がふくまれているのではないだろうかとの結論を出した。 

   最後にマザー牧場のソフトクリームを「良い点」と「良くない点」にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

おいしいものアンケートの結果

第１位 ソフトクリーム ４９名

第２位 ジンギスカン ９名

第３位 マザーキャンディ ６名

第４位 牛乳まんじゅう ５名

第５位 牛乳 ４名

第５位 チーズ ４名

第７位 牛乳パン ３名

マー牧のソフトクリーム

良くない点

・マザー牧場のソフトクリームは融けやすい。

・値段は手ごろだが量が少ない。（一つだと物足りない）

・地元では食べたくても牧場内に入園しないといけない。

・直営店はあるが地元では食べられない。

良い点

・マザー牧場のソフトクリームはとにかくおいしい。（味が濃厚）

・マザー牧場 ＝ ソフトクリーム の好イメージ。

・出かけた時に直営店があるとうれしくなりきっと食べる。

・地元富津にあることを自慢できる。
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（イ） 発表例２ 「マザー牧場 －マー牧で花を見る－」 

 この班は「マー牧で花を見る」をテーマとしてまとめ

た。班員の中には，毎年数回家族でマザー牧場に訪れて

いるらしい。それは，四季によって変わる「景色」を楽

しむためのものである。「景色」とは，四季折々に変化

する「花」の景観である。そのことからこの班は「マー

牧で花を見る」というテーマを設定し，調査研究を始め

ることにした。 

まず，最初にマザー牧場に咲く花を，春・夏・秋の季節に分けてその特徴をまとめた。そ

れぞれの花がいつ開花する時期なのかを調べて「おすすめの見ごろ」という表を作成した。 

その中で，開花が重なり一番見ごろの時期をわかりやすく表にし，おすすめの時期を３つ

に絞りこんで情報として提供している。 

   最後に，四季折々の花を楽しめることができるマザー牧場は，年間を通して観光客が集ま

りリピーター客が多い理由であるとの結論を出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 発表例３ 「マザー牧場 －マザー牧場で体験する－」 

この班は「マザー牧場で体験する」をテーマとして

まとめた。 

マザー牧場では小さな子どもから大人まで，多くの

人が年間を通して様々な体験をすることができること

を調査研究の対象とした。 

それぞれの体験内容をグループに分け，体験できる

時期や時間，金額などを情報として取り入れた。 

マザー牧場の体験を楽しむためには，日頃できない

体験をしてみる。体験は体験できる時期や時間があるのでホームページの年間スケジュール

を確認するとよい。体験と他のイベントやショーなども合わせて楽しめるよう計画を立てる

ことをお勧めする。以上のように体験を楽しむためのポイントをまとめた。 

最後に，マザー牧場のホームページの年間スケジュールと体験の時間等を確認しながら，

マザー牧場を１日楽しむための仮行程表を作成した。その仮行程のお勧め理由も述べてまと

めとしている。 

 

おすすめの見ごろ

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ７月 ８月 ９月 １０月

水仙

梅

菜の花

桜

黄花ｺｽﾓｽ

ｺｽﾓｽ

ｻﾙﾋ゙ ｱ

◎２月中旬～下旬の水仙と菜の花
◎３月中旬～下旬の梅と菜の花と桜
◎１０月中旬のコスモスとサルビア

マー牧で花を見る

四季折々の花を楽しむことができ
るので、年間を通して（時期をずらし
て）観光客が集まる。

この四季を感じられる景観があ
ることで、リピーター客の多い理由だ
と考える。
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（２）発表を終えて 

  発表中は生徒がそれぞれ発表している班の評価をするよう指導した。評価については，評価

用紙を生徒全員に配布し，評価用紙の各項目について評価するよう指導した。 

評価の内容は「発表内容」，「発表態度」，「その他」の項目で，それぞれを１～５段階に

分けて評価させた。また，気づいた点についても記入させた。生徒が気づいた点で記入をした

内容を良い点と改善点としていくつかあげてみたい。 

－良い点－ 

ア 写真や図を使っていて分かりやすかった。 

イ スムーズに発表していて聞きやすかった。 

ウ 表などを使っていて見やすかった。 

エ 写真がきれいだった。 

オ 動物だけじゃなくて花を見るのもありだと思った。 

カ 知らない体験などが多くて次に行くことがあったら体験してみたい。 

キ 今度マザー牧場の直営店でソフトクリーム食べてみたい。 

ク マザー牧場のイメージが変わった。 

ケ 何を伝えたいのかが良くわかった。 

コ 詳細に調べていてすごいと思った。 

 －改善点－ 

ア 発表するときにもう少し顔をあげるとよい。 

イ もう少し大きな声で発表するとよい。 

ウ お勧めの行程はハードすぎるのでは。 

  授業展開をする中で，生徒は積極的に取り組み調査研究をすることができたようである。生

徒は調査研究をしていく過程で，「マザー牧場」の様々な取り組みや宣伝活動を知ることがで

きたのではないだろうか。最初考えていた模造紙での発表ではなく，パワーポイントを利用し

て発表させたことは，こちらも生徒側もまとめやすく，また理解しやすかったので良かった点

だと思われる。 

  今回は，「マザー牧場」に限定したため，生徒も意欲的に取り組んでくれた。やはり何度か

足を運んで身近で体験しているからであろう。 

今後，指導をしていく上でこのことを十分理解しながら他企業や地元特産品等についてもさ

らに調査研究を行い，授業展開をしていきたいと考える。 

 

マザー牧場お勧め仮行程
（案）４月●日（日曜日）

－仮行程－

9:00（入園） → 10:00（乳牛の乳しぼり体験） → 10:45（ジャム作り）
→ 11:30（昼食ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ） → 13:00（ｲﾁｺﾞ&ﾄﾏﾄ刈り）
→ 14:00（ﾁｰｽﾞ&ﾊﾞﾀｰ作り） → 14:30（ｱﾋﾙの大行進）
→ 15:00（羊飼いｼｮｰ） → 15:30（羊の毛刈りｼｮｰ）
→ 16:00（お土産ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ） → 16:30（退園）

－お勧め理由－

活動するのには４月が動きやすいことと、４月は開園時間が早く、閉園時

間が遅いので少しでも多くの体験ができる。また、日曜日は平日より体験
が多く設定されている。菜の花なども咲いているので見ても楽しめる。ただ、
日曜日は混む可能性があるので人数制限のある体験は気をつけないとい
けない。

体験することでマザー牧場を楽しむ

１．マザー牧場を楽しむためには、日頃できない体験を
することが良いと思う。

２．体験は時期や時間があるので、事前にマザー牧場
のホームページで確認すると良い。

３．体験の他にイベントやショーなども合せて楽しめるよ
うに計画を立てることをお勧めする。
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（３）文化祭での発表 

１１月１日（土）に行われた本校文化祭「君商祭」に，「地元富津市の観光ＰＲ」として今

回，調査研究した成果を教室に掲示し発表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）富津市産業まつりでの発表 

１１月９日（日）に富津市公民館で行われた「第１４回富津市産業まつり」において今回の

調査研究の成果を掲示させていただく機会をいただいた。 
この産業まつりは年に１回開催され，富津市の基幹産業である農林水産商工観光団体による

地域の食文化・地場産業・伝統工芸などを紹介するイベントである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 販売士検定の取り組みについて 

 

本校では，２年生の商業科２クラスの生徒を対象に科目「マーケティング」を通して積極的

に販売士検定３級を受験するように指導している。本校では，毎年約６０％以上の生徒が就職

を希望しており，販売関係の仕事に携わる生徒も少なくない。また，販売士検定３級の出題範

囲や合格基準とする人物像が，実際に売場の販売員として接客に関する基礎知識の習得，商品

の専門的な知識の習得を想定して出題される。 
３級についての試験科目は以下の範囲から出題される。 

ア 小売業の類型 
イ マーチャンダイジング 
ウ ストアオペレーション 

本校文化祭にて 本校文化祭にて 

富津市産業まつりにて 富津市産業まつりにて 
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エ マーケティング 

オ 販売・経営管理 
 
（１）リンケージ制度について 

平成１８年７月の販売士検定３級試験からリンケージ制度がスタートして，実施されている。

リンケージ制度とは，商業経済検定の各科目等に合格した場合にその合格科目との組合せによ

り販売士検定の「マーケティング」１科目，または「販売・経営管理」の２科目を免除しても

らえる制度である。 
 商業経済検定試験 合格科目 販売士検定３級試験 免除科目 

パターン１ 
１ ビジネス基礎 

２ マーケティング 

１ マーケティング 

（上記１科目を免除） 

パターン２ 

１ ビジネス基礎 

２ マーケティング 

上記２科目と 

３ 商品と流通 

４ 国際ビジネス 

５ 経済活動と法 

３～５のうち１科目 

（合計３科目に合格） 

１ マーケティング 

２ 販売・経営管理 

（上記２科目を免除） 

 
（２）３級販売士養成講習会と３級販売士通信教育講座 
リンケージ制度とは別に，３級販売士養成講習会または３級販売士通信教育講座のいずれか

１つを修了した受講者は「販売・経営管理」科目が免除される。ただし，３級販売士養成講習

会は予備試験に合格した者，３級販売士通信教育講座はスクーリングを修了した者であること

が条件となる。 
３級販売士通信教育講座については，日本商工会議所が指定する以下の通信教育機関により

実施される養成通信教育講座を受講することで免除される。 
教育機関 講座名 

日本販売士協会 ３級販売士養成講座 
公開経営指導協会 販売士検定講座３級コース 
産業能率大学 販売士講座３級通信教育コース 
日本経営協会 販売士検定３級コース 

本校では，３級販売士養成講習会の申請を行い「販売・経営管理」科目の免除を受け検定に

取り組んでいる。 
３級販売士養成講習会は，千葉県商工会連合会より講習時間全体の８０％以上出席した受講

者に，３級販売士養成講習会修了証明書が交付される。養成講習会を修了し，予備試験に合格

した受講者に「販売・経営管理」科目を免除している。試験免除の有効期間は，養成講習会修

了直後に行われる２度の３級販売士検定試験までである。 
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８ おわりに 

 

 ２年間にわたる「販売促進」の研究は，地元「富津市」に限定をして，地元の企業や観光地，

特産品等を調査してきた。地元企業や観光地が生徒にとって身近であり，スムーズに受け入れて

もらえるものだと考えたからである。地元を調査することで学校と地域の関係が見えてくるので

はないだろうか，また，本校がすばらしい観光地に立地していること等を理解させ，生徒自身が

本校の生徒であることを誇りにしてもらえるのではないだろうかという期待も込めて教科研究に

取り組んできた。 

 調査研究で得た題材を今回は授業展開の中で，「マザー牧場」を中心に取り込んできたが，生

徒は非常に興味を示してくれたので授業もスムーズに進めることができた。しかし，生徒個々に

よるが多くの生徒がそれ以外の観光地や特産品にはあまり興味を示してもらえなかったことは残

念である。また，地元にいながら地元を知らない生徒も多くいたことも事実である。私自身も今

回の調査研究に携わらなかったら，富津市について知らずに過ごしていたかも知れない。 

 今回の調査研究を振り返ると，自分自身の調査研究が中心となってしまい，もう少し生徒を動

かして一緒に取り組ませるよう努力すべきだったと考える。今後は「マーケティング」の授業を

中心にさらなる研究を深めて，生徒へフィードバックしていきたいと考える。 

 

 最後に，本研究に際し，千葉県教育庁教育振興部指導課主幹 草刈精一先生，本校校長 遠山

光則先生，教科研究員の先生方，その他ご協力いただいた多くの先生方からご指導・ご助言を賜

りましたことを深く感謝申し上げます。また，地元企業および施設担当者の方々にはお忙しい中

本研究のためにご協力をいただきましたことをあわせて感謝申し上げます。 
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 ・千葉県ホームページ（http://www.pref.chiba.jp/） 

 ・株式会社電通社（http://www.dentsu.co.jp/） 

 ・日本アフィリエイトサービス協会（http://j-ask.org/modules/news/） 

・総務省（http://www.soumu.go.jp/） 

・全国海苔貝類漁業協同組合連合会（http://www. zennori.or.jp/） 


