
令和２年８月吉日

会員各位

日本商業教育学会九州部会南九州支部長 池崎和弘

日本観光学会九州・沖縄支部長 石田尾博夫

日本商業教育学会九州部会南九州支部・日本観光学会九州・沖縄支部

合同学会（総会・研究会）のご案内

拝啓 会員の皆様には益々ご清祥のことと思います。

さて、標記合同総会・研究会を下記の要領で開催いたしますので、万障お繰り合わせの上ご参加

くださいますようご案内申し上げます。

なお、開催におきましては、コロナウィルス感染拡大防止の観点から「書面開催」、「オンライン

開催」に変更し、懇親会も中止されることもありますので、ご理解のほどお願いいたします。

敬 具

記

１ 主 催 日本商業教育学会九州部会南九州支部

日本観光学会九州・沖縄支部

２ 協力団体 商業教育国際学会

全国高等学校情報教育研究会鹿児島県研究会

九州商業教育研究協議会 西日本商業教育研究会

南九州高等学校簿記教育研究会 南九州高等学校情報教育研究会

南九州高等学校知的財産教育研究会 南九州高等学校統計教育研究会

鹿児島県商業科教職員観光教育研究グループ

鹿児島県商業科教職員金融教育研究グループ

国際商業教育連合研究所

３ 協 賛 実教出版（株）

システム・フューチャー株式会社

４ 後 援 鹿児島県

５ 期 日 令和２年８月２９日（土）

６ 場 所 鹿児島大学（総会･研究報告・国際ビジネスコースグランプリ）

郡元キャンパス教育学部第２講義棟

１階【講義室Ｂ】【講義室Ｃ】※各８０名収容

〒890-8580 鹿児島市郡元1丁目21番24号

TEL：099-285-7111（代表）

７ 日 程

９：００～ ９：３０ 日本観光学会九州・沖縄支部受付

９：３０～１０：００ 日本観光学会九州・沖縄支部総会【講義室Ｂ】

※ 鹿児島県観光課長あいさつ

※ 日本観光学会九州・沖縄支部長あいさつ

※ 日本観光学会九州・沖縄支部長総会

（総会延長が必要な場合，昼食時に【講義室Ｂ】使用可能）

※ 日本商業教育学会九州部会南九州支部会員は参加

１０：００～１２：００ 自由発表①（３０分×４コマ）

研究報告① １０：００ ～１０：３０ 【講義室Ｂ】（観光）

「大分県で進められる観光産業へのIoT技術の導入についての考察

A Study on Introduction of IoT Technology to

Tourism Industry in Oita Prefecture」

西嶋啓一郎 氏（日本経済大学大学院）



研究報告② １０：３０ ～１１：００ 【講義室Ｂ】（観光）

「韓国・済州島の世界農業遺産地域の保全と観光資源活用

～石垣（バッダム）の保全とオルレ～」

平 瑞樹 氏（鹿児島大学農学部）

研究報告③ １０：３０ ～１１：００ 【講義室Ｃ】（商業）

「高等学校普通科学科再編と商業教育」

井上 栄喜 氏（第一工業大学）

研究報告④ １１：００ ～１１：３０ 【講義室Ｂ】（観光）

「対面的コミュニケーションが構築する観光経験

－「かごっまふるさと屋台村」の事例－」

岩切 朋彦 氏（鹿児島女子短期大学）

研究報告⑤ １１：００ ～１１：３０ 【講義室Ｃ】（商業）

「教科「商業」における情報処理教育の一考察

－ビジネス情報分野での商業科教員の育成に向けて－」

野上 高義 氏（福岡県立武蔵台高等学校）

研究報告⑥ １１：３０ ～１２：００ 【講義室Ｂ】（観光）

「令和・ｗｉｔｈコロナ時代の地域観光

〜太宰府市観光推進基本計画・大太宰府観光の挑戦を中心に〜」

竹川 克幸 氏（日本経済大学）

研究報告⑦ １１：３０ ～１２：００ 【講義室Ｃ】（商業）

「大学におけるビジネス教育とキャリア教育の現状について」

杉野博貴 氏（久留米大学商学部教授）

杉野優子 氏（日本経済大学経済学部准教授）

１２：００～１３：００ 昼食時間 【講義室Ｃ】

高校生発表 １２：１５ ～１２：３０ 【講義室Ｃ】 ◆ＩＢＧＰ枠

「知識基盤社会を生きるための課題研究

～資格取得日本一からキャリア教育実践までの軌跡～」

鹿児島県鹿屋市立鹿屋女子高等学校

● 国際ビジネスコースグランプリ（ＩＢＧＰ） ※【講義室Ｃ】

《内 容》

※ 発表枠の中で，以下について募集（書類審査）を行う。また，その発表・報告実績に対して，

合同学会特別賞を授与する。発表枠は，以下のとおりとする。ビデオによる参加も可。

【研究報告部門】

研究生の部 大学生の部 短大生の部 留学生の部 （３０分程度）

【研究発表部門】

高校生の部 （１５分程度） ※ 高校生の部は，昼食時間発表

【商品開発部門】

高校生の部 （開発商品及び開発商品の説明プリントＡ４サイズ提供）

※ 発表希望校は，メールにて事務局に連絡。（ただし，会員所属校に限る）

１３：００～１３：３０ 日本商業教育学会九州部会南九州支部受付

１３：３０～１４：００ 日本商業教育学会九州部会南九州支部総会【講義室Ｂ】

※ 日本商業教育学会九州部会南九州支部長あいさつ

※ 日本商業教育学会九州部会長あいさつ

※ 日本観光学会九州・沖縄支部長来賓あいさつ

※ 日本商業教育学会九州部会南九州支部総会



１４：００～１６：００ 自由発表②（３０分×４コマ）

研究報告⑧ １４：００ ～１４：３０ 【講義室Ｃ】（商業）

「教科商業・新科目「観光ビジネス」を考える

―鹿児島県薩摩川内市における実践②―」

清川 康雄 氏（鹿児島県立川内商工高等学校）

研究報告⑨ １４：００ ～１４：３０ 【講義室Ｂ】（観光）

「新型コロナウイルスに立ち向かう飲食店

―新しい「まちづくり」への変化―」

新田 時也 氏（東海大学熊本キャンパス）

研究報告⑩ １４：３０～１５：００ 【講義室Ｃ】（商業）

「魅力ある商業教育の構築

～これからの時代に求められる商業教育カリキュラムの開発②～」

新留 崇夫 氏（鹿児島県鹿屋市立鹿屋女子高等学校）

研究報告⑪ １４：３０ ～１５：００【講義室Ｂ】（観光）

「地方の観光現場における受入環境の整備についての検証」

寺地 一浩 氏（大阪経済法科大学）

留学生報告 １５：００ ～１５：３０【講義室Ｂ】◆ＩＢＧＰ枠

「聖地巡礼と持続可能な地域観光についての研究

～日本のコンテンツツーリズムの現状と課題～」

楊 豊 氏（日本経済大学）

短大生報告 １５：００ ～１５：３０【講義室Ｃ】◆ＩＢＧＰ枠

「歴史がつまった山下町のまち歩き

－まち歩きで見つける地元の新しい魅力－」

鹿児島女子短期大学 観光研究サークル

各種研究会等参加報告

１５：３０ ～１６：００【講義室Ｂ】

全国高等学校観光教育研究協議会オンライン全国大会参加報告

全国高等学校情報教育研究会オンライン全国大会参加報告

１６：００～１６：３０ 閉会行事(講義室Ｂで合同)

※ 記念撮影

１７：３０～ 懇親会（「吾愛人鹿児島中央駅東口店）

８ 懇親会 １７：３０～１９：３０

会 場 吾愛人（わかな）中央駅東口店 ※駅から徒歩３分

住所・連絡先 鹿児島市中央町４－４２ TEL 099-202-0031

９ 参加費及び支部会費

大会参加費 ￥２，０００（資料代等）

日本商業教育学会九州部会会費 ￥２，０００（未納者に限る）

懇親会費 ￥４，５００

※１ 参加される会員は、当日受付でお支払いください。

※２ 非会員は、大会参加費並びに懇親会費(参加される場合)をお支払いください。

10 申込締切 【大会参加】令和２年８月２１日（金） Mail ykiyoy2005@yahoo.co.jp

【発表題目】令和２年７月１７日（金） Mail ykiyoy2005@yahoo.co.jp

【ＩＢＧＰ締切】平成２年８月２１日（金）】 Mail ykiyoy2005@yahoo.co.jp

【原稿締切】平成２年月２１日（金）【テンプレート有】

Mail ykiyoy2005@yahoo.co.jp



11 その他

（１）日本観光学会九州・沖縄支部会員及び日本商業教育学会九州部会南九州支部会員の方は

８時30分に郡元キャンパス教育学部第２講義棟１階にお集まりください。

（２）宿泊先案内 ＪＴＢ鹿児島支店特別ダイヤル（担当：中島） 0906295850

（３）駐車場案内ダイヤル 09049904026

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

令和２年９月吉日

会員各位

日本商業教育学会九州部会南九州支部長 池崎和弘

日本観光学会九州・沖縄支部長 石田尾博夫

日本商業教育学会九州部会南九州支部・日本観光学会九州支部

合同総会・研究会開催について（御礼）

拝啓 会員の皆様には益々ご清祥のことと思います。 ８月29日（土）に開催された日本商業教

育学会九州部会南九州支部・日本観光学会九州支部 合同総会・研究会においては、コロナウィルス

感染拡大等の影響を考え、別紙要旨集について、当日、審査会を設けた上での書面での開催となり

ました。

多くの会員の投稿及び協力団体により、無事に開催できましたことを心から御礼を申し上げます。

敬 具

《第２回国際ビジネスコースグランプリ（ＩＢＧＰ）結果》

●留学生報告特別賞

【研究報告部門】

日本経済大学経済学部生商学科 楊 豊 氏

●短大生報告特別賞

【研究報告部門】

鹿児島女子短期大学 観光研究サークル

●高校生発表特別賞

【研究発表部門】 【商品開発部門】

鹿屋市立鹿屋女子高等学校 鹿児島県立川内商工高等学校


