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活動報告 
～３組のHR活動について～ 

大水 万穂子 
奈良  花恋 
小田桐 稀平 
今村   星 
赤坂  春佳 
西野  耀諒 

•座学やフィールドワークを通して 

 

 青森の歴史 
    について学んだ 
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５月 

青森を 

どう思って
いるか 

過去のイベントの 
振り返り 

６月 
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函  館  と 
青  森  の 

商店街の
比  較 

７月 

伊香さん作製の 
ねぶたDVDから 
ねぶたの歴史を 
学ぶ 

９月 
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伊 香 さ ん の 
ガイドによる 
街 歩 き 研 修 

１０月 

 
青森市の成り立ち・商店街の歴史 

  にちなんだ本探し 

１１月 
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１２月 

中間発表 
「カフェ 

プロジェクトに
重きをおいて 
考えていく」 

１２月～２月 

喫茶店へ赴き 
現 地 調 査 
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青森の歴史を尋ね、 

 

  これからに 
     つなげる方法 
       
          を考える 

３組企画提案 
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カフェプロジェクト 

クリエイトカフェプロジェクトの歴史 

平成２５年度  高校生カフェABC発足 

平成２６年度  高校生カフェseed発足 

          

その後    マルシェ、春フェス、ハロウィン 

       各イベントへの参加 
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高校生カフェABC 

高校生による「起業と経営体験」 

高校生カフェseed 

自らが種となり、成長する 
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「学び」と「実践」の 
   積み重ね 

青森の歴史を学ぶ中で出会った本 

愛しの昭和青森市S30年ー64年の記憶―写文集 2015 泰斗舎 
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中心商店街にはかつてこんなにも喫茶店が！ 

愛しの昭和青森市S30年ー64年の記憶―写文集 2015 泰斗舎 

●ここ数年でできた喫茶店  →１５店舗 

●今もある喫茶店      →１７店舗 

●今はない喫茶店      →２３店舗 

●今もある喫茶店 
●今はない喫茶店 
●ここ数年でできた喫茶店 
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COFFEE COLORS 
 

喫茶店文化の変遷 
コーヒーの味に対するこだわり 

喫茶店の研究１ 

ウィーン菓子 シュトラウス 

喫茶店の研究２ 

ウィーンの 
喫茶店文化を体現した 
シュトラウスから学ぶこと 
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喫茶店の研究３ 

喫茶マロン 

喫茶店が利用される所以 

ＳＮＳ(インスタ)映え       

・ゆったりとした時間 

・店の内装の充実 

・会話を楽しむことができる 

・ひとつの社交場 

昔から不変の 
魅 力 

・サードウェーブ 
新たに感じる 

魅 力 ・サードプレイス 

・商品のユニークなビジュアル 
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これまでの研究から、 

 『今』高校生である私たちにしか 

    できない『なにか』を見つけ出す 

高校生 
純喫茶 
限定オープン 

夏・秋各１回、1週間土日限定 
計 ４ 日 間 の 限 定 復 活 ！ 
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運営する場所を探す際の留意点 

・あまり家賃をかけられない 
 
・電気・水道のほか、調理機材一式が必要 
 
・保健所の許可の取得も必要 

この条件を満たす場所として、、 

まちなか工房 林檎倶楽部 

カフェムーランルージュ 
 土日のみ営業 
 店舗コンセプトは 
        『映画と過ごす時間』 

現  在 
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SNS映えをイメージした店づくり 
高校生純喫茶という『場』の空間づくり 

 

 

  

  スタッフお勧め 

  アップルパイ＆コーヒー お得なセット   ５００yen 
 
 コーヒー            ３００yen 
 カフェラテ           ３００yen 
 カフェモカ           ３５０yen 
 ココア             ３００yen 
 マシュマロココア        ３５０yen 
 中心商店街女性部さん自慢のアップルパイ 
                 ３５０yen 
 ビーユさん特製 ゴマロン      ２００yen 
 ムーランルージュさん製の塩クッキー      ２００yen 

ー M E N U ー 
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限定OPENを盛り上げる店内イベント 

•他団体と連携したイベント 

•インスタ映えレクチャー 

•ビブリオバトル(書評合戦) 

•メンバーによる弾き語り 

•フリーマーケット 

•市内高校生団体との交流会   etc. 

お金をかけない 

高校生純喫茶という『場』を理解してもらうため 

総予算  140,000円 
項 目 金 額 根 拠 

会場費 家賃 12,000円 @3,000円×4日 

内装費 

テーブル代 26,000円 

椅子代 24,000円 @6,000円×4脚 

他消耗品代 5,000円 

看板代 5,000円 

飲物代 
コーヒー原価 4,200円 @26.25円×40杯×4日 

他ドリンク原価 2,400円 @30円×20杯×4日 

食物代 
アップルパイ 30,000円 @250円×30食×4日 

他商品仕入 10,000円 

広報費 ちらしコピー代 20,000円 

衣装代 エプロン 1,400円 @350円×4日 

合 計 140,000円 
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訪れてくださった 
お客様の声を大切に 

喫茶店に対する想い 
 
喫茶店の利用方法 
  
をお伺いし、「今」 

純喫茶に求められる
「場所」の姿を探る。 

特定非営利活動法人あおもり若者プロジェクト クリエイト 

高校生カフェ事業化・ニーズアンケート 

 

 

１．お客様の性別をお知らせください。 

  □男性    □女性 

 

２．お客様のご年齢をお知らせください。 

  □～20歳 □20～40歳 □40～50歳 

  □50～60歳 □60歳より上 

 

３．本日は何名様でご利用いただいてますでし 

ょうか。 

  □１人 □２人 □３人 □４人以上 

 

４．前問で１人以外の回答をされた方は、どな

たといらっしゃったのでしょうか。 

  □友人 □恋人 □家族 □同僚 

  □その他（            ） 

 

５．当店への印象はいかがでしょうか 

  □また必ず来たくなった 

  □たまに来てもいいかなと思った 

  □もしかすればまた来るかもしれない 

  □もう来ないと思う 

 

６．新町周辺へはどれくらいのペースでいらっ 

しゃいますか。 

  □毎日 □週何回 □週１日 □月数回 

  □月 1回 □年数回 □年１回 

 

８．新町周辺に来た際、喫茶店等へはどれくら

いのペースで利用されますか。 

  □毎回       □たまに利用  

□滅多に利用しない □ほぼ利用しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．新町周辺で、他の喫茶店はどこに行きます 

  か？ 

  □マロン □クレオパトラ □デルヴォ 

  □シュトラウス □その他(      ) 

 

10．喫茶店の利用目的・選定ポイントはなんで 

  すか。 

  □美味しいコーヒー □店主・店員の人柄 

  □内装 □時間がつぶせるところ 

  □安上がりに 

 

11．喫茶店で使う金額はどれくらいですか。 

  □～500円 □500～1000円 □1000 円以上 

 

12.接客スタッフに求めるものについて１つ選 

  んでください。 

  □明るくハキハキしてほしい 

  □上品な対応 

  □軽快なトーク 

 

13．どんな商品があればいいと思いますか。 

  □コーヒーの種類がもっとほしい 

  □紅茶もほしい  □ジュースも欲しい 

  □焼き菓子がほしい □洋菓子が欲しい 

   

アンケート調査にご回答いただき、ありがとうございました。ご回答いただいた情報は、今後の活動方針の検討

にのみ活用させていただきます。 

まち 市 民 
高校生 
純喫茶 

高校生純喫茶の存在を通して、 
    現在まちに求められる 
      コミュニティの追究をし続ける。 
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御清聴ありがとうございました 


