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高校生が「フェアトレード商品」を勉強してみたら
北海道北見商業高等学校 教諭 敦賀 和芳

実施日・期間

平成２４年４月～平成２５年３月 １年間（累計５年間）

主な実施場所

教室・菊まつり会場・まちんなかＳＨＯＷ１０など

参加者及び人数
目標・ねらい

具体的な
取り組み内容及び
工夫・配慮した点等
教材・資料
含む

課題研究「フェアトレードの研究」履修生徒 ２４名
発展途上国で生産された商品を適正な価格で買い取り、生産者の労働条件を守
ることを目的とした「フェアトレード商品」を取り扱うことによって、貿易を
観点とした国際経済の仕組みを学ぶことを目標とした。また、地域の商店街や
イベントなどで「フェアトレード商品」の販売活動を行うことで、流通・販売
に関する体験を積むこともできると考えた。
(1) ガイダンス
本校では３年次で課題研究を履修している。課題研究では「商業に関する課
題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的な知識と技術の深化，
総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創造的な学習態度を育てる。」
ことを目標としている。課題研究の商業に関するテーマの一つとして「フェア
トレード商品の研究」を設定している。「フェアトレードの商品に関する研究」
について、２年次の課題研究ガイダンスにおいて説明資料（資料１）と１年間
の授業の流れにより、生徒説明を行っている。
１ フェアトレードとは 途上国で働く人達が貧困から抜け出せるように、
直接、より公正な値段で、継続的に商品を買うことを指します。直接取引を
することで、中間マージンを排除し、その分生産者が多く受け取る仕組みを
作り、途上国の生産者の自立を支援することを目指した取引内容です。
２ 目標 フェアトレード商品に関して調査研究を行う。フェアトレード商
品を用いた商品の企画・開発をして、流通活動を行う。
３ こんな人が良いのではないか？ 国際的な問題に興味がある人・お菓子
作りに興味がある人・商品販売に興味がある人
４ 昨年度行ったこと フェアトレードの校内アンケート実施・オリジナル
クッキーの共同開発・販売・フェアトレード商品を取り扱っている事業所で
の聞き取り調査・広告宣伝活動（ラジオでの告知・新聞社などへの広告依頼）
・
フェアトレード商品の販売（一人１回）
資料１ ガイダンス資料
(2) 授業開始 ３つの各学科より生徒が集まり、授業を開始す
る。クラスが異なるため、作業などを指示するとクラスごと
に固まってしまう傾向がある。そのため、各作業については
任意のグループを随時、作成し話し合いを行わせる。異なるグループ間で安
心して、コミュニケーションを取るために必要な事について話し合うことか
ら、授業を開始した。その結果、はグループでから始める。その結果、
「発言
中は私語を慎む・思ったことはハキハキと発言する・元気よくいつも笑顔で・
自分と違った意見でも反対しない・時間を守る」などの意見がでた。話し合
いの際の共通ルールを自分達で考えたことによって、コミュニケーションを
向上するためには、何が必要かということを生徒に学ばせることができた。

生徒感想（抜粋） 最初は課題研究（フェアトレード）をやりたいから選択
しただけではなく友達がやるから自分もという感じでした。しかし、今では
「フェアトレードの研究」を選んで本当に良かったと思っています。班を決
めるのは先生がランダムで選ぶので、今まで話したことのなかった人とも話
すことができました。他のクラスの人たちと交流ができたのでこの１年でか
なり仲が深まりました。
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(3) 調査研究 フェアトレードについての意味を調査させる。この調査研究段
階では、過去の生徒のフェアトレードの販売の様子をビデオで見せる。また、
フェアトレード商品を販売するにあたって、顧客から想定される質問に対して
どのように応対するかということを考えさせる。

生徒感想（抜粋） もし、お客さんに聞かれても、今のままだと答えられる
自信がないと思いました。もっとフェアトレードについて学んだ方がいいと
思いました。
(4) アンケート実施 フェアトレードについて、アンケート調査を実施させた。
アンケートはフェアトレードに対する意識の現状を把握する
ことを目的とした。調査項目については、過去のアンケート
調査項目を参考に検討させた。主な内容は、
「フェアトレード
を知っているか」
、「同じような商品で、フェアトレードと普
通の商品どちらを購入するか」、
「購入した理由」
「購入しなかった理由」などで
ある。また調査対象は、全校生徒と教職員とした。調査規模は全校生徒約５０
０名、教職員３０名程度にアンケート用紙を配布し、回収させた。調査時期に
ついては、フェアトレードに関する調査研究を終えた、５月くらいに実施し、
今後の調査研究活動に役立たせるための資料とした。集計と分析についてはエ
クセルのワークシートを利用して行わせた。また、今年度のアンケート結果と
過去５年間のアンケート結果を比較し、過去の活動が、結果にどのように反映
されているかについて考えさせた。

生徒感想（抜粋） 自分が予想したよりも、フェアトレードを知っている人
が少なかった。たくさんの人に知ってもらえるようにこれから、努力する必
要があると思った。過去の先輩の活動により、少しずつフェアトレードを知
っている人が増えているので、私たちも頑張りたいです。
(5) 関係団体への訪問 フェアトレード商品の販売実習を行う場所を提供して
いただける、関係機関へ生徒が訪問し、販売の許可と、販売するにあたっての
アドバイスをいただくことを目的とする。販売場所については。
「菊まつりの物
産展（北見市役所）
」、
「北見市商店街の空き店舗を利用した施設（北見商工会議
所）
」で過去、行っているので、北見市役所と北見商工会議所へ訪問する。事前
の電話でのアポイントメントをとることから、当日どのような
質問をするかなどについて生徒で検討を行わせる。主な質問内
容は、①今年度の予定を伝え、今年度、協力していただけるか。
②去年の感想。③場所を使わせていただくにあたって、注意す
ること。④販売をするにあたってのアドバイス。⑤高校生が地域に関してどの
ような形で貢献できるか。⑥その他、必要と思われる質問。事前準備が完了し
た段階で各場所へ訪問を行う。
(6) 販売準備 販売するにあたって、どのような点に注意すべきか、また、事
前にどのような準備が必要かについて話し合いを行わせた。

生徒からの販売準備に関する意見
～仕入れについて～・商品の仕入れ方法に気を配り、幅広い年齢層に対応で
きるように食品類の品ぞろえを充実させる。
・笑顔でチラシ配りをする（恥じ
らいを捨てる）・元気よく、様々な人とコミュニケーションをとる。
～事前準備～・幼稚園や小中学校にポスターを掲示してもらう。
・商品の品ぞ
ろえを充実させる。・広告、ポスターをたくさん増やす。・商品の説明をでき
るようにしておく。・質問に答えられるようにしておく。・販売方法を事前に
考えておく。
(7) 宣伝活動（プロモーション） フェアトレード学習の調査研究から販売体
験までを学習するに当たり、宣伝活動も重要な事柄である。自分達が販売活動
を行う商品や販売行為について、広告活動を行うという事は、販売促進の基礎
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的な方法について理解をさせることができる、良い機会で
ある。フェアトレード商品の販売を広く、多くの人に知っ
てもらうために、地元コミュニティＦＭ放送局のＦＭオホ
ーツクに出演した。ラジオ出演前に、想定される質問につ
いて、回答を考えておくなどの準備を行った。

生徒感想 緊張して質問に答えられなかった、などが無いように事前に台本
を用意しまとめておきました。多くの質問を受けましたが、無事に終えるこ
とができました。販売実習の時に、お客さまから「ラジオ聞いて来たよ」と
いう方もいて、ラジオの宣伝効果を実感しました。
ラジオ出演以外に、各所へのポスター掲示や、新聞へのチラシの折り込みな
どを行った。
(8) 商品開発 主な取扱商品は、フェアトレードに関する雑貨であった。生徒
より、自分たちが関わった商品を販売したいということで、フェアトレードに
関わる商品開発を行った。校内で砂糖を使った試食品を作成した。商品開発に
ついては保健所に食品販売のための必要な手続きを、生徒が問い合わせた。そ
の結果、費用や施設、手続きなどの関係で本校で食品を作ることは難しいとい
うことがわかり、市内の菓子店舗に製作依頼を行うこととした。生徒に商品開
発について、案を出させた結果、フェアトレードの砂糖
を使った商品を作るという案を出した。その後、自分た
ちの考えた、お菓子の案を市内菓子店舗へ製作してもら
えるかどうか協力依頼を行った。その結果、フェアトレ
ードの砂糖を使ったシフォンケーキと黒糖クッキーを作
ることができた。
(9)販売活動 販売場所は、初年度は北見市駅前商店街の空
き店舗を利用した「まちんなかＳＨＯＷ１０」のみであった。
その後、菊まつりの物産展や、地元で行われている国際ふれ
あい祭りなどにも出店させていただけるようになった。販売
当日は、販売活動の他に、チラシの配布などを行った。

販売活動を終えた生徒の感想 不安もあったが、やってみると楽しく販売を
行う事が出来た。自分の説明を聞いて、理解して買ってくれた時はとても嬉
しかった。チラシを受け取ってくれなかったときは、とても辛かったです。
成果

発展

５年間、フェアトレード商品の研究をテーマに課題研究を行った結果、校内で
のフェアトレードの認知度が約１０％から２０％に増えた。過去５年間の販売
結果から、フェアトレード商品の購買層は４０～５０代の女性が多く、全体の
４０％程度を占めた。また、一人あたりの買い取り個数は１～２個だった。平
均一人￥１，０００程度の商品を購入していることになった。販売場所につい
ては、初年度は１か所であったが、５年目には４か所で販売活動を行った。
「フェアトレード商品を取り扱うことによって、貿易を観点とした国際経済の
仕組みを学ぶ」点については、単に机上の学習だけでなく、販売体験を行う事
によって、商品としてのフェアトレードの品物について、考えることができた。
アンケートにより、認知度の低いフェアトレード商品を販売する際には、どう
しても商品の背景を説明することが必要になる。商品の説明をできることで、
フェアトレードの商品を通して、国際経済の仕組みを理解することができたと
考えられる。また、地域の商店街やイベントなどで販売活動を行うことで、流
通・販売に関する体験を積むことについても、毎年、販売個所が増えていき、
様々な地域イベントで販売する経験を得ることができた。今後は継続をしてい
くことで認知度をさらに深めて、前年度の反省を次回に生かしていき、学校と
しての取り組み、フェアトレードの認知度を深めていきたい。
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「フェアトレード商品の研究と地域交流」
写真とデータで見る４年間

北海道北見商業高等学校

４年間の販売データ
お客様の数：のべ３３２名
販売した商品の数：５３４品
販売金額：３１４，５４０円

４０・５０代の
女性の方が
多く利用して
いただきました。

「フェアトレード商品の研究と地域交流」
～課題研究

１年間の授業の流れ～

北海道北見商業高等学校
授業開始

今年は 24 名でスタート

販売準備

調査研究

調査活動を行いました

ＦＭオホーツクにて

アンケート集計中

関係団体へ訪問

北見市役所

ラジオ出演

アンケート実施

北見商工会議所

今年度の販売体験

まちんなか SHOW10

菊まつり会場

販売体験後
次年度へ

ハスカフェ

在庫の返品、決算業務、販売傾向
次年度への引き継ぎ事項などを、
まとめます。

国際ふれあい広場

「フェアトレードって？」
北海道北見商業高等学校
校内アンケート結果（抜粋）
フェアトレードとは
「フェアトレード」、直訳すれば「公平な貿易」。現在のグローバルな国際
貿易の仕組みは、経済的にも社会的にも弱い立場の開発途上国の
人々にとって、時に「アンフェア」で貧困を拡大させるものだという問題
意識から、南北の経済格差を解消する「オルタナティブトレード：もう一
つの貿易の形」としてフェアトレード運動が始まりました。
フェアトレードとは、途上国で働く人たちが貧困から抜けだせるように
直接、より公正な値段で継続的に商品を買うことを指します

フェアトレード基準
経済的基準

社会的基準

環境的基準

最低価格の保証

安全な労働環境

農薬・薬品使用規定

長期的な安定した取引

労働者の人権

環境に優しい農業

前払いなど

児童労働の禁止など

有機栽培の奨励など

なぜフェアトレード？
フェアトレードにより生産者が安定した収入を得ることができれば、子
どもを働きに出すようなことはなくなります。フェアトレードで得た収入
により、生産者たちが自ら地域の教育や医療など社会基盤の充実を
図ることも可能になりました。また、環境面でも厳しく基準が決められ
ており、自然環境を守りながら生産されているのです。

フェアトレードジャパン HP より

フェアトレードの流れ

平成２４年５月

フェアトレード団体の委託販売を利用した商品

生産者

マスコバド糖を利用した商品開発
LOOBHP より

フィリピンの黒糖
マスコバド糖を使い

ｼｬﾌﾟﾗﾆｰﾙ HP より

アイデアを
出し合い

北商黒糖フェアクッキー
北商黒糖フェアシフォン

北見市内の菓子店舗の協力を得て
ＡＬＴＪＰより

新商品を完成させました。

本校にて全校生徒を対象に調査

販売体験

