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学校間連携プロジェクト報告書 
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１ はじめに 

  本校は明治３７年（１９０４年）糸満村立水産補習学校として設立され、創立１１８年目となる伝統

校である。海洋技術科、海洋サイエンス科、総合学科の３科があり、私の担当する食品科学系列は総

合学科に所属する。水産都市としての地域社会に貢献できる人材を育成すべく、水産食品加工や品質

管理、安全管理等の座学や水産物や農畜産物の製造実習や販売の学習に力を入れている。３年生は年

３回のまぐろの缶詰販売実習を実施しており、産業教育フェアでは、販売実習の場として、食品科学

系列３年生全員が参加している。産業フェアで販売するまぐろ油漬け缶詰は、例年、好評で販売開始

から３０分ほどで売り切れることが多い。 

コロナ渦の影響で、３年間沖縄県産業教育フェアの参集型実施が見送られ、Ｗｅｂでの開催が続い

ているが、今年度初めて同プロジェクトに参加させていただいた。きっかけは、さまざまな学校行事

が制限され、学校外での活動が減少する中で、生徒達が主体的に活動する場を設けたいと思い、本プ

ロジェクトに参加を決意した。 

 

２ プロジェクト計画  

(1)参加者：沖縄水産高校 総合学科 食品科学系列３年生 課題研究（週２単位）（８名） 

 

南部商業高校 流通ビジネス科３年生 課題研究（週３単位） 商品開発グループ(８名) 

             情報ビジネス科３年生 課題研究（週３単位） 商品開発グループ(２名) 

(2)計画 

  コロナ緊急事態宣言中のため、生徒同士の直接会議が実現できず、オンライン会議にて顔合わせ

等を行うことにした。生徒会議の前に両校の担当職員でプロジェクトの詳細を確認し、方向性を決

定した。 

 

沖縄水産のプロジェクト計画 

月 沖縄水産高校 南部商業高校 

令和４年 

４・５月 

プロジェクトメンバーの決定（各校） 

商品コンセプトシート作成 

（Teams会議に向けて準備しておく） 

 まぐろ油漬け缶製造実習 アイディア会議 

市場調査（地域の食材） 

６月 

Teams会議にて顔合わせ 

商品コンセプト・年間計画の確認 

開発商品の決定 

ツナ缶製造実習 沖縄水産高校訪問（実習見学） 

市場調査（消費者アンケート） 

７月 

試作品づくり 

 

仕入先検討 

販売先開拓 

メディアへの取材依頼 

試作品の試食会 

９月 

試作品づくり 

試作品の試食会 

商品完成 

商品パッケージ作成 

ＰＯＰ等の作成 

販売先決定 

生
徒
商
業
研
究
発
表
大
会
へ
参
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１０月 

大量生産実習 

製品づくり 

栄養成分分析検査 

販売実習準備 

販売促進活動 

１１月 販売実習 

１２月 
まとめ 会計処理 

プロジェクトの振り返り・協力企業へのお礼状作成 

 

３ プロジェクトチーム組織図 

   沖縄水産高校の商品開発・製造部８名と南部商業高校の商品開発部の５名をプロジェクトのメイン

メンバーとした。また、効率的にプロジェクトを進められるよう組織図を作成し、各自が自覚と責

任を持って取り組めるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実践内容 

 (1)まぐろ油漬け缶製造実習 

 沖縄水産高校 総合学科 食品科学系列では５月～９月まで課題研究及び総合実習の一環として 

缶詰製造実習を実施している。本年の実習では、生徒たちからの発案によりマグロの解体の工程

で食材には不適として飼料用又は廃棄に回される血合い肉に食材としての付加価値をつけた商品

開発をした。本実習成果を基に「SDGｓ」及び「長期保存可能」のカテゴリーを念頭に置き、新た

な商品開発を考案する。 

 

 

 

 

(2)まぐろ油漬け缶詰実習・南部商業高校訪問 

 本校の海洋技術科の生徒が海邦丸実習船にて漁獲したマグロを原料としてまぐろ油漬け缶詰を製

造している。マグロの解体・加工風景を南部商業高校の生徒に見学していただいた。 

   R4,6/7(火)9:30～10:30  

沖縄水産高校 総合学科 食品科学系列 実習室 

    

 

 

 

 

販売促進部
３名 

商品開発部
５名

商品開発・製造部
８名 

沖縄水産高校 南部商業高校 南部商業高校 

各校の学科職員 

統括会議 

全員参加 

担当職員 ２名

沖縄水産高校
食品科学系列３年生

製造補佐部
１８名

写真1 本系列-60℃冷凍庫 写真2 まぐろ血合い肉 

写真4・5 マグロ解体実習を見学 写真6 沖縄水産高校ﾒﾝﾊ゙ ｰと初対面 

写真3 マグロの解体 



 

(3)teams会議 

  R4,6/10(金)10:15～10:50 オンライン会議① 

プロジェクト概要確認・自己紹介など 

      事前に考えた商品案を提案 

  

R4,7/14(木)9:10～10:00 オンライン会議② 

      前回提案された商品の改善点などを話し合い、レトルトカレーを開発することが決定。 

      各校の役割を確認 

 

 

 

  商 品 名：沖水のマグロを使用したレトルトカレー（仮） 

コンセプト：沖縄水産高校生徒が水揚げしたマグロを使用する。 

      ＳＤＧｓの観点から、これまで廃棄していたマグロの血合いを有効活用。 

 地域の特産物である野菜を使用する 

      ターゲット：子供から大人まで好まれるレトルトカレー 

 

(4)カレー試作・試食会 

   R4,9/15(木)、10/6(木)、10/20（木） 

1校時～6校時 

   カレーの試作を行った。血合い肉独特の臭みがある 

ため、血合い肉の下処理に時間を要した。 

数回の試作と試食を繰り返し、最終的にお酢を使用 

して臭みを排除することに成功した。 

 

 

 

(5)大量生産実習・製品づくり 

R4,11/1(木)、11/8(木)、 

1校時～6校時 

 

  レトルトカレーのレシピが決まり大量生産開始。 

  目標の３００食を目指す。 

血合い肉の下処理班、野菜の下ごしらえ班に作業を分担 

して効率よく行っていた。試作では５０食分を製造し 

ていましたが、本番では４００食を生産した。 

  パッケージのデザインは、南部商業高校流通ビジネス科 

の生徒が考案し、イラストレーターを使用して制作した。 

日頃、各学科で学んでいる専門分野を活かし良い連携が 

取れた。パッケージ裏には、沖縄水産高校に作成して頂 

  いた原材料表示・栄養成分表を記載するとともに、 

  商品の最大の特徴である「マグロの血合い肉」の 

説明、ＳＤＧｓへの貢献内容を加えた。 

 

 

 

水産：マグロを使ったレトルトカレーの製造 

商業：素材の仕入れ、販売促進・販売・会計処理全般 

写真7 お酢を使って血合いの下処理 

している様子 

写真6 

teams会議 

写真8・9 365食分の野菜とカレー 

写真10 ﾊ゚ ｯｹー ｼ゙ ﾃ゙ ｻ゙ ｲﾝ 



(6) 栄養成分分析検査（沖縄県立総合教育センター訪問） 

R4,11/15(火) 

1校時～3校時 

沖縄県立総合教育センター 

産業教育班 分析ｼｽﾃﾑ研究室 

   

沖縄市の泡瀬にある沖縄県立総合教育

センターにおいて完成したカレーの栄養

成分分析検査を行った。これは栄養成分 

表示が食品衛生法上、義務づけられて 

いるからである。 

産業教育班の上唐主事の指導の下、 

カロリーアンサーという栄養成分機器

を使ってたんぱく質量や脂質量をはかっ

た。 

この栄養成分機器は県内でも数カ所しか 

なく、成分表示に係るプロセスを辿れたことは 

生徒たちにとって貴重な経験となった。 

分析結果を南部商業高校さんへ報告し、 

パッケージに記載してもらった。 

 南部商業高校の生徒が作成してくれたポスターや 

沖縄タイムスで取り上げていただいた新聞記事を拝見し、 

生徒の士気も高まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)合同実習 

   R4,12/20(火)9:10～10:30 

    場所：沖縄水産高校 食品科学実習室 

    参加者：沖縄水産高校生徒８名 南部商業高校生徒１０名 教諭２名 

  沖縄水産高校が製造したレトルトカレーパウチ、南部商業高校が製作したラベル付きカレー箱を

用いて、合同実習を行った。衛生面に最大限 

の配慮をしながら、商品パッケージング作業 

 を実施。生徒達にとって、初めての直接対面の 

 場であった。緊張した様子も見られたが、協力 

して作業を進めたり、販売日の打ち合わせを 

  しながら、少しずつコミュニケーションをとる 

様子が見られた。 

写真11～14 栄養成分分析検査の様子 

写真18・19 合同実習の様子 

2022年12月18日(日) 沖縄タイムス 

写真16 新聞記事 写真17  ポスター 

写真15 ﾊ゚ ｯｹー ｼ゙ ﾃ゙ ｻ゙ ｲﾝ 



(8)販売実習 

  R4,12/21(水)11:00～15:00 

  参加者：生徒１７名（南部商業高校10名、沖縄水産高校7名） 

  商品ラインナップ：①ハイサイ！冬瓜とまぐろのトマトカレー ３６５箱 

           ②くるスパ オリジナル          ８０本（委託商品） 

           ③くるスパ グリーンカレー        ８０本（委託商品） 

           ④クラフトコーラ             ３０本（委託商品） 

           ⑤うっちん茶               ２０袋（委託商品） 

           ⑥フレーバーティ（４種）         ４０個（委託商品） 

 

販売当日は9:30から店舗設置・商品陳列を開始。代表生徒４名がバックヤードから、商品等を運び

入れることになったが戸惑うことなく店舗設営を開始できた。サンエー様より陳列ワゴン４台を借用

したが、依頼していた配置と異なっていた。このままでは予定していた店舗設営ができないと判断

し、急遽ワゴンを移動。天井から吊り下げられていた電源・コンセント等の結束バンドをすべて外し

ての作業となったが、生徒達の咄嗟の判断、機敏な行動のお陰で、開店時間に間に合わせて準備がで

きた。持参した備品等で店舗を飾り付ける。これまで２度の販売実習を経験してきた南部商業生徒主

体で、商品が際立つレイアウトを考えた。 

11時の販売開始後からお客様の行列ができ、好調なスタートとなったが、レジを 1カ所しか準備し

ておらず、お客様を待たせてしまったこと、目の前のお客様対応に必死で、行列が周囲のお客様の邪

魔になっていることに気づかずにいたことは課題である。 

生徒達にとって、一般のお客様に向けて販売を行うのは初めての経験であったが、実に活き活きと

一生懸命商品をお薦めする姿が印象的であった。生徒の感想からも、充実感や達成感を得たとの声が

多く聞かれ、この実習を通して生徒の成長を感じることができた。 

 

 

 

 

 

 

(9)まとめと発表 

R5,1/26(木)14:45～15:00 

    場所：那覇県立博物館・美術館 講堂 

 

産業教育講演会にて「学校間連携プロジェクト」活動発表    

を行った。それぞれの学校での活動をまとめで発表原稿を作   

成した。発表用スライドは情報ビジネス科の生徒さんたちが   

主に作成してくれた。そのおかげで、本校の生徒達は 

製造工程等を振り返り、まとめる時間が出来た。 

  今回の活動を、講演会に参加された 

企業や専門高校の先生方にも 

 報告することができてよかった。 

 

  

 

 

 

 

 

写真20～23 販売の様子 

写真24 ﾒﾃ゙ ｨｱで取りあげられている様子 

写真25～27 産業教育講演会の発表と事前練習の様子 



５ 成果と課題 

  生徒は普段の授業でも自主的に取り組んでいたが、販売当日の生徒の動きには目を見張るものがあっ

た。やはり、実践の場を経験することで、机上では得られない充実感・達成感があったと実感した。 

 

成果 ・人の流れを観察し、効果的な呼び込みを考え実践していた。 

   ・お客様に積極的に声をかけ、お客様を笑顔にする接客をしていた。 

   ・お客様に製品の内容や製造工程をわかりやく説明していた。 

   ・お客様の目線を常に意識し、商品レイアウトを変えるなどの工夫をしていた。 

   ・生徒同士がコミュニケーションを密にし、声を掛け合って協力する姿勢が素晴らしかった。 

   ・teams等で他校の取り組みの様子などを共有し、互いの学習内容を知ることが出来た。 

 

課題 ・生徒同士が顔を合わせる機会が少なかった。原因はコロナ渦だけでなく、両校の授業日程を

合わせることが難しいからだと考える。本来の授業時間を守りながら、学校・企業に出向く

には限界があると感じた。 

   ・各校予算は十分な額を準備していただけたが、県費限定なので使い勝手が悪かった。 

    現金払いや、賃借料などにも対応していただけるとありがたい。 

    理由：ネット注文でしか手に入らない材料やポケットwi-fiレンタル等があったため。 

 

 

５ おわりに 

  両校とも他の学校行事と平行しての実施となり、限られた授業時間の中での活動となったが課外

活動を問わず生徒が頑張ったおかげで無事プロジェクトを終えることが出来た。また、必要な経費

を予算として執行できたおかげで、納得した商品開発をおこなうことができた。 

南部商業高校の久保教諭とはteamsや電話を通し、リアルタイムで相談・情報交換ができ大変心強

く感じた。久保教諭の迅速で丁寧なご対応、生徒を動かす指導力、フットワークの軽さがあったか

らこそ、プロジェクトが成功したと心から感謝している。 

  両校の生徒が話し合いを重ね、それぞれが自分の考えを形にすることに喜びを感じながら、プロ

ジェクトを楽しんでいたように思う。水産・商業で普段学んでいる分野の違いに驚きと感動があ

り、それぞれの取り組みを認め合っていたように思う。販売実習を終えた生徒から「販売が成功し

たのはもちろん嬉しいが、同時にたくさんの方に支えられていたと知った」との感想があった。生

徒同士が互いを認め合うこと、周囲に対する感謝の気持ちを持てたことは、本プロジェクトから得

た大きな成果だと感じている。このプロジェクトにご協力いただいた関係者の方々に心から感謝申

し上げたい。 


