
日本商業教育学会第２４回全国（愛媛）大会 開催要項

統一論題： 「ビジネス（商業）教育の魅力を発信し、
ビジネス(商業)教育の課題に対応する」

会 場：松山大学

第１日 ８月１７日（土） 受付 １２：００～
１ 開 会 式 （１３：００～１３：３０）

２ 会員総会 （１３：３０～１４：００）
（１）平成２４年度事業報告及び決算報告
（２）平成２５年度事業計画及び予算案

３ 講演Ⅰ （１４：１０～１５：１０）
演題 『学校法人経営の経験を通じて認識した会計教育の重要性と課題』
講師 松山大学前学長 森本 三義 氏

４ 自由論題研究報告Ⅰ（１５：２０～１６：２０）
[Ａ会場]
研究報告① 『魅力ある千葉県商業教育の発展を目指して

～未来を切り拓く商業教育～ 』
報告者 千葉県立千葉高等学校 岡松 英雄 氏

全国商業高等学校協会 浅野 達也 氏
千葉県立下総高等学校 塚本 宏 氏

研究報告② 『経済・経営リテラシーの育成に必要な英語運用能力』
報告者 富山大学大学院経済学研究科 端野 純江 氏

[Ｂ会場]
研究報告③ 『XBRL 教授法のすすめ』

報告者 愛媛県立宇和島東高等学校 松浦 哲仁 氏
研究報告④ 『新学習指導要領を見据えた商業科における金融教育の実践』

－地域に根ざした金融教育の活用－
報告者 霧島市立国分中央高等学校 清川 康雄 氏

鹿児島県立霧島高等学校 新留 崇夫 氏

５ 日韓学術交流会 （１６：３０～１７：３０）
韓国経営教育学会報告
① 『ＣＳからＣＭ，大学教育の満足度に関する研究』

培花女子大学校 權秀姸, 曺ウンビョル, 尹寬鎬 氏
② 『The New Paradigm of Commercial Educationin Korea』

Baewha Women's University Kwon, Kye-Ho, Park, Hee-Won, Yoon, Kwan-Ho 氏
③ 『The Effects of Governmental Employment Policy

for Specialized Commercial High School Students』
Teacher in Commercial High School Ho Seung, Choi 氏
Kongju National Uni Jong Ho, Lee 氏

④ 『ビッグデータを活用したスマートコンピューティング経営に関する研究』
柳韓大学 梁在英 氏

⑤ 『専門商業的な高校生のための政府の仕事方針の影響』
商業高校 Ho スン、チェ 氏
Kongju 国立大学 ジョング Ho、リー 氏

※ 記念写真撮影 （１７：４０～１８：００）

※ 教育懇談会 （１８：１５～２０：１５） カルフール１階



第２日 ８月１８日（日） 受付 ８：４５～
６ 統一論題研究報告・パネルディスカッション（９：１０～１２：１０）

(1) ビジネス(商業)教育の魅力を発信する （９：１０～１０：００）
研究報告① 『マーケティング分野におけるケースメソッドを活用した授業展開』

報告者 広島修道大学 河内 満 氏
広島県立福山商業高等学校 礒本 光広 氏
広島県立総合技術高等学校 玉繁 克明 氏

研究報告② 『商業教育活性化方案の追求とその理論的考察のアプローチ』
とりわけ、「一関活性化プログラム」の取り組みから「総合学習」への期待
報告者 岩手県立一関第二高等学校 西谷 成昭 氏

(2) ビジネス（商業）教育の課題に対応する （１０：０５～１０：５５）
研究報告① 『行政施策の調査研究』

報告者 千葉県立下総高等学校 塚本 宏 氏
研究報告② 『「ビジネス（商業）教育の魅力を発信し、ビジネス（商業）教育の課題に

対応する」における企業との連携体制について』
報告者 三重県立津商業高等学校 西山 博 氏

(3) 統一論題パネルディスカッション （１１：００～１２：１０）
①ビジネス（商業）教育の魅力を発信する

パネラー (1) マーケティング分野 中国部会 北海道部会
(2) ビジネス経済分野 北信越部会
(3) 会計分野 四国部会
(4) ビジネス情報分野 関東部会（埼玉支部）
(5) 総合経済分野 東北部会

②ビジネス（商業）教育の課題に対応する
パネラー (1) 行政施策の調査検討 関東部会（千葉支部）

(2) 学校の推進体制の確立 九州部会
(3) 企業との連携体制 東海部会（三重支部）
(4) 大学等との連携体制 関西部会 東海部会
(5) 中学校等地域との連携体制 北信越部会

※ 昼食・休憩 （１２：１０～１３：００）

７ 自由論題研究報告Ⅱ （１３：００～１４：４０）
[Ａ会場]
研究報告⑤ 『高等学校「商品開発」の授業展開に関する一考察』

－学校設定科目「マーチャンダイジング」の事例を基に－
報告者 岡山商科大学附属高等学校 木村 史明 氏

研究報告⑥ 『地方公会計の複式簿記化』
報告者 九州部会福岡支部 藤川 祐輔 氏

研究報告⑦ 『アイヌ民族と和人との商業活動』
報告者 関西部会滋賀支部 駒井 正一 氏

[Ｂ会場]
研究報告⑧ 『商業高への期待－卒業生調査からの分析－』

報告者 北海道武蔵女子短期大学教養学科 髙橋 秀幸 氏
研究報告⑨ 『GATT 第２４条成立の舞台裏－「KERRY CHASE」の論文紹介を通して－』

報告者 福岡県立宇美商業高等学校 柴田 鎮毅 氏
研究報告⑩ 『定時制教育と商業教育

－広島市立大手町商業高校の事例を中心として－』
報告者 中国部会広島支部 岡田 俊夫 氏

８ 講演Ⅱ （１４：５０～１５：５０）
演題 『新学習指導要領の下での授業改善と学習評価』
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 氏

９ 閉会式 （１５：５０～１６：００）
（１）次期開催地代表者の案内
（２）閉会宣言


