
日本 商業教育学会 第 28回 全 国 (兵庫)大会 開催要項

統一論題 :「 知識社会に対応した商業 (ビ ジネス)教育について」

第 1日  8月 26日 (土 )    (受 付開始 12:30～  講義蘇 1ヽ 6301教 室前)

1 開 会 式 (13:00～ 13:20       会場 講義棟 1ヽ 6301教 室)

2 会員総会 (13:20～ 13:50       会場 講義棟Ⅵ 6301教 室

議事   (1)平 成 28年度事業報告及び決算報告

(2)平成 29年度事業計画及び予算

3 講演 I (14:00～ 15:30)      会場 講義棟 1ヽ 6301教 室

演題   「中内功 たった一人の革命」

講師  流通科学大学  前学長 。名誉教授  石井 淳蔵

4 学会研究助成報告 (15:40～ 16:10   会場 講義棟Ⅵ 6301教 室)

日本商業教育学会 関西部会   代表  南谷 雄司
「知識社会における商業 (ビ ジネス)教育の在 り方」

5 日韓学術交流会 (16:20～ 17:20    会場 講義棟Ⅵ 6301教 室)

~韓
国経営教育学会報告

研究報告① KRIVET  Kim,In‐ Yeop
「A Study on the Plan for lmproving National Technical QualiiCatiOn

Education&Training for the Knowledge Based Society      」

研究報告② ソウル科学総合大学院  朴 成模   在 容宙
「知識社会のための韓国教育研究 : 生涯教育」

研 究報告③  Baewha wOmen's University Yoon,Kwan‐ H0
Nalrn Seoul University        Yoon,Seok‐ Gon
「A Study on Korean University Students'perception of

Business start‐ up Education      」

☆ 記念写真撮影 (17130～ 17:50)    会場 講義棟Ⅵ 6301教 室内

☆ 教育懇談会 (18:00～ 20:00)     会場 RYUKA DINING

第 2日  8月 27日 (日 )(受付開始 9:00～  講義棟Ⅵ 3階  6301教 室前)

6 講演Ⅱ (9:30～ 10:30  会場 講義棟Ⅵ 6301教 室)

演題  「次期学習指導要領を見据えた商業教育の充実」

講師 文部科学省初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室 教科調査官 西村 修一 先生

7 統一論題研究報告 (10:50～ 12:00 会場 講義棟Ⅵ 6301教 室)

研究報告① 阪南大学          平山 弘

兵庫県立神戸商業高等学校  坂東 英敏

兵庫県立神戸商業高等学校  中塚 正裕

兵庫県立神戸商業高等学校  神田 貴司
「文部科学省スーハ・―フロフェッショナル・アヽイスクールの指定を受けて見えてきたもの

～兵庫県立神戸商業高等学校 貿易人 KOBEフ
・ロシ

゛
ェクト中間報告を中心に～」

研究報告② 北海道羽幌高等学校     大嶋 武史

北海道北見商業高等学校   中  友亮
「『学ぶ意欲』と『知の探究』を重視した新たな商業教育

～北海道利尻高等学校商業科における実践から～」

☆ 昼 食・休憩 (12:00～ 13:00 昼 食会場  RYUKA DINING内 にて )
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8 自由論題研究報告 (13:10～ 16:10)
第 1分科会  「これからのビジネス教育、キャリア教育」 講義棟Ⅵ 6301教 室

研究報告① 関西国際大学         松本 茂樹
「ルー トマップを活用したビジネス教育についての一考察」

研究報告② 岩手県立一関第二高等学校   西谷 成昭
「学科 。科目の領域を越えた新たな商業教育体系の模索

― P・ Fド ラッカー流教育理念に基づく応用科学の追究―」
研究報告③ 九州産業大学         田中 靖人

「商業科教員の養成 ～新たな時代の要請を踏まえて～」

研究報告④ 静岡県立浜松商業高等学校   中澤 秀紀

静岡県立浜松商業高等学校   中村 正義

静岡県立浜松商業高等学校   戸塚 正枝

浜松学院大学         戸田 昭直
「専門高校 (商業)の キャリア支援の課題と展望

―浜松商業高校卒業生就職支援事業 「鮭の会」の研究グループ」
研究報告⑤ 茨城大学           今村 一真

「商業教育を活かしたメソッドの展開」

第 2分科会  「会計教育、情報教育について」    講義棟Ⅵ 6302教 室

研究報告① 山形県立米沢商業高等学校   我妻 芳徳
「キャッシュ・フロー計算書に関わる指導法の研究

～財務会計Ⅱ科目の単元 「キャッシュ・フロー計算書」の

指導手引書作成の試み～」

研究報告② 栃木県立宇都宮白楊高等学校  薄井 浩信
「高等学校における総合原価計算の指導法に関する事例研究」

研究報告③ 松商学園高等学校       北澤 潤一郎
「日商簿記検定 2級の出題区分改定への対応について

一"商業高校卒業程度 “から"商業高校での修得を期待 “への難化―」
研究報告④ 北星学園大学         古谷 次郎

「高等学校商業科における一般用ミクロデータを用いた教材開発」
研究報告⑤ 千葉県立一官商業高等学校   橋本 翔平

「商業高校が担 う情報教育の在り方について」

第 3分科会  「地域連携その他」          講義棟Ⅵ 6303教 室

研究報告① 北海道武蔵女子短期大学    高橋 秀幸
「実践的・体験的学びにおける先導的取組への指導

―教員は何を大切にしながら取り組んでいるのか―」
研究報告② 鹿児島県立奄美高等学校    小官 勇作

「地方創生に貢献する高等学校専門教育の挑戦

―商業高校フードク
゛
ランフリ2016「大賞」受賞商品開発フ=ロ セスの報告を中心として一」

研究報告③ 千葉県立銚子商業高等学校   石毛 宏幸
「産学官連携による地域経済の振興と商業教育
～創造的な能力と実践的な態度の育成～」

研究報告④ 株式会社ラホ
゛
ネットワーク(一級販売士、日本販売士協会登録講師) 奥野 嘉宣

「企業人からみた販売士学習の重要性」

研究報告⑤ 流通科学大学         岸本 徹也
「大学教員と大学生による商業高校における販売士教育の取り組み」

9 閉会式 (16:20～ 16:40  会場 講義棟Ⅵ 6301教 室)

(1)次期開催地代表者の案内       (2)閉 会宣言
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