
群馬支部創立～１０年のあゆみ 
 

○平成13年度 
１ 群馬支部設立打合会 

期日：平成13年８月27日（月）18:30～ 

会場：高崎「萬年屋」 

（1）名称、会則、会員等について  

（2）組織について 

２ 群馬支部設立総会・研究協議会事前打合会 

期日：平成14年２月25日（月）10:00～ 

会場：太田市立商業高校 

（1）規約、役員構成について  

（2）活動内容、研究テーマについて 

３ 群馬支部設立総会・研究協議会（会員：19名） 

期日：平成14年３月31日（日）13:00～15:30 

会場：上武大学経営情報学部新町キャンパス 

（1）設立総会 

ア 役員の承認  

顧  問 櫻井基弘（上武大学）、萩野逸郎（早稲田ｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

  支 部 長 小森 茂（上武大学）  

副支部長 千葉啓司（上武大学）、門倉憲一（太田商業高校） 

  理事（事務局長） 櫻井清人（太田商業高校） 

  理事（事務局）  石川昌弘（太田商業高校）、林匡宏（高崎商業高校） 

監  事 井上雄二（桐生商業高校）、横山章（館林商工高校） 

 イ 事業計画案、予算案の承認 

（2）研究協議会 

  講 演：「学生の思考能力欠如と教育の課題」 

上武大学経営情報学部教授 小森 茂 

 ◆設立時の会員 

  小森 茂  千葉啓司  櫻井基弘  國雲哲夫  萩野逸郎  根岸明宏  門倉憲一 

  井上雄二  櫻井清人  今井俊一  高橋 博  田嶋正幸  林 匡宏  吉田悦治 

  閑野 泉  里吉竜一  横山 章  石川昌弘  根岸 力  竹内 久 

 

○平成14年度 
１ 研究協議会 

期日：平成14年９月28日（土）13:00～15:30 

会場：上武大学経営情報学部新町キャンパス 

（1） 研究テーマの報告 

ア 流通ビジネス 

①商業のビジネス学習 

館林商工高校 横山 章 

②「ビジネス基礎」における進路学習への取り組みについて 

利根商業高校 竹内 久 

イ 国際経済 

①21世紀を生きる生徒達のための「英語実務」の指導方法の研究 

上武大学 國雲哲夫 

ウ 簿記会計 

①「コンピュータ会計」について 

渋川青翠高校 里吉竜一 

②「会計実務」の指導内容と指導方法について 

太田商業高校 櫻井清人 

エ 経営情報 

①「情報処理」における情報モラルとセキュリティー管理の指導について 

県総合教育センター 今井俊一 

②情報リテラシー教育 



前橋商業高校 田嶋正幸 

③商業教育における情報教育の考察 

県教育委員会 閑野 泉 

④オンラインショッピングの効果的な利用法について 

太田商業高校 石川昌弘 

⑤生徒の熱とワーク上のマナー及びネチケットの問題意識と情報活用能力の育成 

太田商業高校 根岸 力 

オ 商業教育全般 

①教育課程の編成について～商業高校生の意識調査から～ 

②明日の商業教育を担う在職１０年の教育の資質向上について 

太田商業高校 門倉憲一 

③中等教育学校における商業教育の在り方について 

利根商業高校 林 匡宏 

（2） 統一研究テーマの協議 

ア 商業教育の活性化を図るために意識調査（アンケート）を実施する。 

    対象・・第１段階 商業高校生、商業科教員 

        第２段階 企業、大学、中学生 

イ ５つの研究テーマ群から研究を進めていく 

 

○平成15年度 

１ 支部総会・研究協議会 

期日：平成15年11月30日（日）13:00～16:00 

会場：上武大学経営情報学部新町キャンパス 

（1）総会 平成14年度事業報告・会計報告・監査報告 

平成17年度関東部会本県開催に伴う支部会員の拡大について  

(2) 研究協議会 

ア 商業教育の活性化を図るための意識調査について 

   ・調査時期 平成16年 

   ・調査対象 県内の公立私立高等学校の商業に関する学科の生徒 

イ 各研究テーマの報告 

 

○平成16年度 
１ 支部総会・研究協議会 

期日：平成年17月2月13日（日）13:00～16:00 

会場：上武大学新町キャンパス 

（1）総会 平成15年度事業報告・会計報告・監査報告 

(2) 研究協議会 

ア 商業教育の活性化を図るための意識調査について（調査時期：平成16年6～7月、調査対象：

県内の公立私立高等学校の商業に関する学科設置の高校で１～３年の生徒 2,520名 

（回答 2,241名・回収率 89%）  

○アンケート結果の分析・検討を行った。 

イ 平成17年度関東部会研究協議会について 

  日時：平成17年10月29日（土） 

   会場：上武大学新町キャンバス 

  

○平成17年度 
１ 支部総会・研究協議会 

期日：平成17年9月17日（土）13:00～16:00 

会場：上武大学新町キャンパス 

（1）総会 平成16年度事業報告・会計報告・監査報告 

（2）研究協議会 

ア 平成17年度関東部会研究発表について 

ⅰ 商業教育の活性化を図るための意識調査について～本県商業高校の生徒対象～  

    太田市立商業高校 櫻井清人、石川昌弘 

ⅱ これからの商業教育～商工アメの開発を通じて～  



館林商工高校 吉原久永 

ⅲ 大胡探訪セットの作成と活用～課題研究を通しての実践～  

前橋東商業高校 柿沼智恵子 

イ 平成17年度関東部会総会・研究会の準備の件 

２ 関東部会定時総会・研究会 

日時：平成17年10月29日（土）11:30～:16:30 

会場：上武大学新町キャンパス 

（1）総会 部会長挨拶、支部長挨拶、来賓挨拶（上武大学 岡本敬二学長、県教育委員会高校教
育課 藤倉新一課長） 

平成16年度事業報告・会計報告・役員改選・支部活動報告 

（2）研究協議会 

  ア 「商業教育の活性化を図るための意識調査について」 

     太田市立商業高等学校 櫻井清人、石川昌弘  先生 

  イ 「これからの商業教育－商工アメの開発を通じて－」 

     群馬県立館林商工高等学校 吉原久永  先生 

  ウ 「大胡探訪セットの作成と活用－課題研究を通しての実践－」 

     群馬県立前橋東商業高等学校 柿沼智恵子  先生 

  エ 「本校における商業教育の現状－資格取得と学力向上－」 

     栃木県立宇都宮商業高等学校 臼井伸一  先生 

（3）特別講演 

    演 題  「地方における活力のある街づくりのあり方」 

    講 師  群馬県太田市長 清水聖義 

 

◆群馬支部が発足してから初めての関東部会総会、研究会を上武大学新町キャンパスにおいて開
催した。総会には会員31名、研究会には東京・千葉・埼玉・群馬支部の会員31名、県内の一般

教員31名、合計62名が参加した。研究会では群馬支部から櫻井清人・石川昌弘先生、吉原久永

先生及び柿沼智恵子先生が発表した。また、清水太田市長から「地方における活力のある街づ
くりのあり方」と題して特別講演があった。 

 

○平成18年度 

１ 支部総会・研究協議会 

日時：平成18年9月9日（土）13:00～16:00 

会場：上武大学高崎キャンパス 

（1）総会 平成17年度事業報告・会計報告・監査報告 

（2）研究協議会 

ア 平成18年度関東部会研究発表について 

「自己評価能力を向上させる要因について～実践的研究の中間報告として～」 

県立渋川青翠高校 里吉竜一先生  

イ 平成18年度第17回全国大会（岡山）報告 

ウ 平成19年度第18回全国大会（群馬）に対する群馬支部としての提案内容の検討 

   大会統一論題テーマ：「商業（Business）教育における専門性の深化と新たな展開」に決定 

   日程：平成19年8月18日（土）、19日（日） 

  会場：上武大学高崎キャンパス 

 

○平成19年度 
１ 支部総会・研究協議会 

日時：平成19年4月15日（日）13:00～16:00 

会場：上武大学高崎キャンパス 

（1）総会 平成18年度事業報告・会計報告・監査報告、役員改選 

  副支部長（事務局長）櫻井清人（前橋東商業高校） 

  理事（事務局）新井聖一（前橋東商業高校） 

  監事 吉岡順一（前橋東商業高校） 

（2）研究協議会 

ア 平成19年度第18回全国（群馬）大会について 



 ⅰ 大会統一論題テーマ：「商業（Business）教育における専門性の深化と新たな展開」 

  ⅱ 期日：平成19年8月18日（土）、19日（日） 

ⅲ 会場：上武大学高崎キャンパス 

  ⅳ 本県発表者について 

【統一論題】 

①「本県における商業教育の取り組みについて」～専門性の深化を目指して～ 

太田市立商業高等学校 石川昌弘 

②「商業（Business）教育の創造」～地域の伝統・文化を次世代に発信～ 

前橋東商業高等学校 柿沼智恵子 

 【統一・自由論題】 

  ①「本校におけるキャリア教育の取り組み」 

利根商業高等学校 竹内 久 

  ②「商業（Business）教育における情報モラル指導のあり方」  

高崎商業高等学校 田嶋正幸 

  ⅴ 準備日程、役割分担等について 

２ 全国大会打合わせ 

日時：平成19年7月28日（土）13:30～ 

会場：上武大学高崎キャンパス 

（1）役割分担について 

（2）進捗状況について 

３ 全国大会直前打合わせ 

日時：平成19年8月17日（金）10:00～ 

会場：上武大学高崎キャンパス 

（1）進捗状況について 

（2）会場準備 

４ 平成19年度第18回全国（群馬）大会 

日時：平成19年8月18日（土）、19日（日） 

会場：上武大学高崎キャンパス 

統一論題：「商業（Business）教育における専門性の深化と新たな展開」 

第１日 ８月１８日（土）（受付開始１２：３０～） 

１ 開会式（１３：３０～１４：００、会場：教育棟３０５教室） 

                               司会進行 関東部会 櫻井 清人 

（１）開式の言葉                       関東部会 門倉 憲一  

（２）会長あいさつ                日本商業教育学会会長 岡田 修二      

（３）大会会長あいさつ            第18回全国(群馬)大会会長 小森  茂 

（４）来賓祝辞 

        文部科学省初等中等教育局 視学官 吉野弘一 様 

        上武大学         学 長 奥山忠信 様 

        全国商業高等学校長協会  理事長 鈴木敏夫 様 (欠席) 

        韓国経営教育学会     会 長 甲成植（Shin, Sung Shick） 様 

（５）閉式の言葉                       関東部会 門倉 憲一 

２ 会員総会（１４：００～１４：３０、会場：教育棟３０５教室） 

                              司会進行 本部事務局 

        議事 （１）平成18年度事業報告及び決算報告        

（２）平成19年度事業計画及び予算 

３ 講演Ⅰ（１４：３０～１５：３０、会場：教育棟３０５教室） 

                              司会進行 関東部会 横山  章 

        演題 経済学の生成期における実学と科学 

           ―――トーマス・マンとアダム・スミス 

        講師 上武大学 学長 奥山忠信  

        講師紹介 関東部会 門倉 憲一 

４ 統一論題研究報告Ⅰ（１５：４０～１６：３０、会場：教育棟３０５教室） 



                               報告20分、質問５分 

                               司会進行 関東部会 小森  茂 

                                    関東部会 林  匡宏 

      統一論題：「商業（Business）教育における専門性の深化と新たな展開」 

       研究報告① 千葉県立君津商業高等学校 岡本次夫 

             千葉県習志野市立習志野高等学校 林 道行 

              「商業教育の新たな展開」 

       研究報告② 群馬県太田市立商業高等学校 石川昌弘 

              「本県における商業教育の取り組みについて」 

―専門性の深化を目指して－ 

５ 日韓学術交流会（１６：４０～１７：４０、会場：教育棟３０５教室） 

                              司会進行 韓国経営教育学会      

       韓国経営教育学会報告 

研究報告① 柳韓大学 梁在英 

「次世代eビジネス時代の保健医療に関する研究」 

研究報告② Howon University   Kim,Mi-Hyung 

「Corporate Cash Holdings : 

             An Empirical Investigation of Korea Companies」 

研究報告③ 公州大学校 李鍾浩 

「韓国大学における経営学科の教育課程に関する実態分析」 

       研究報告④ Lim-Jung Lee*  Kwan-Ho Yoon** 

「Concept,role and meaning of self-efficacy on understanding of transformational leadership」 

研究報告⑤ 圓光大學校 林在熙  林鍾玉 

       湖原大學校 梁海勉 

「ホームタックスサービス（HTS-Home Tax Service）システム品質変数がホームタックスサービス

システム成果に及ぶ影響に関する研究」           

研究報告⑥ 湖原大學校 申成植   

全北科學大學 金垌寛   

圓光大學校 韓敬薫 

「内部会計管理制度の効率的な運営に関する研究」 

 

☆ 記念写真撮影（１７：４０～１７：５０、会場：三俣記念館前階段） 

                              案内 関東部会 飯田・和田 

☆ 教育懇談会（１８：００～２０：００、会場：学生ホール） 

                              司会 関東部会 林・竹内  

                              受付 関東部会 新井・里吉 

第２日 ８月１９日（日）（受付開始８：３０～） 

６ 統一論題研究報告Ⅱ（９：００～９：５０、会場：教育棟３０５教室） 

                              報告20分、質問５分 

                              司会進行 関東部会 梶  寛治 

                                   関東部会 新井 聖一 

       研究報告① 富山県立高岡商業高等学校 荒川 剛 

「商業（Business）教育におけるマーケティング能力の深化と社会的評価」 

－マーケティング能力を向上させるための効果的な指導法について－ 

       研究報告② 群馬県立前橋東商業高等学校 柿沼智恵子 

             「商業（Business）教育の創造」 

              －地域の伝統・文化を次世代に発信－  

７ 統一・自由論題研究報告（１０：００～１２：０５）報告20分、質問５分 

      Ａ会場  教育棟３０５教室 

                              司会進行 関東部会 閑野  泉 



                                   関東部会 吉岡 順一 

研究報告① 広島市立広島商業高等学校 神尾陽一 

         「シティーセールスプロモーションへの取り組み」      

       研究報告② 石川県立小松商業高等学校 林 道雄 

「全国の開発商品の販売についての一考察」 

－模擬店舗経営の実践を通して－ 

       研究報告③ 宇都宮短期大学 勅使河原隆行 

             「ビジネス教育と地域福祉教育」 

       研究報告④ 山口大学 小川 勤 

             「商業教員養成課程におけるキャリア教育指導について」    

研究報告⑤ 群馬県利根沼田学校組合立利根商業高等学校 竹内 久 

             「本校におけるキャリア教育の取り組み」 

 

      Ｂ会場  教育棟２０１教室 

                              司会進行 関東部会 今井 俊一 

                                   関東部会 里吉 竜一 

研究報告① 滋賀県高島市立湖西中学校 駒井正一 

             「アイヌ民族と和人との交易活動」 

              －近江商人との関係を中心とした富の成長過程－ 

研究報告② 千葉県船橋市立船橋高等学校 山岸幸雄 

         「情報処理教育におけるアルゴリズム指導」     

          －アプリケーションソフトの有効活用－ 

       研究報告③ 長野県辰野高等学校 田中誠一 

             「情報活用能力の育成のために」 

       研究報告④ 福岡県立福岡工業高等学校 松尾裕一 

             「会計情報システムの変遷の一考察」 

              －伝送路網上の危険性について－     

       研究報告⑤ 群馬県立高崎商業高等学校 田嶋正幸 

             「商業（Business）教育における情報モラルの指導のあり方」 

☆ 昼食・休憩（１２：０５～１２：５０、会場：学生食堂） 

 

８ 会員総会（１２：５０～１３：２０、会場：教育棟３０５教室） 

                              司会進行 本部事務局 

９ 学会研究助成報告（１３：３０～１４：１０、会場：教育棟３０５教室） 

                              司会進行 本部事務局   

             愛媛県立八幡浜高等学校 二宮敬則   

愛媛県立今治北高等学校 内田博幸 

              「大学入試センター試験『簿記・会計』の変遷とその効果的な指導方法」 

10 講演Ⅱ（１４：１０～１５：００、会場：教育棟３０５教室） 

                              司会進行 関東部会 横山  章 

       演題 「商業（Business）教育の創造」  

       講師 文部科学省初等中等教育局 視学官 吉野弘一 先生 

       講師紹介 関東部会 千葉 啓司 

11 意見交換会（１５：１０～１６：１０、会場：教育棟３０５教室） 

                              司会進行 関東部会 黒葛原正展 

                                   関東部会 櫻井 清人 

12 閉会式（１６：１０～１６：３０、会場：教育棟３０５教室） 

                              司会進行 関東部会 櫻井 清人   

（１）次期開催地代表者の案内 

（２）閉会宣言                        関東部会 千葉 啓司 



 

◆群馬支部が発足してから初めての全国大会を上武大学高崎キャンパスにおいて開催した。総会

には会員102名が参加。研究協議には会員108名、韓国経営教育学会９名及び一般教員４名参加
した。群馬支部からは、統一論題で石川昌弘先生及び柿沼智恵子先生、自由論題で竹内久先生

及び田嶋正幸先生が発表した。初日には上武大学奥山忠信学長の講演、２日目には文部科学省
吉野視学官の講演が行われた。上武大学当局の絶大なるご支援・ご協力の下、群馬支部の先生

方が一致協力して大会を運営した。 

 

○平成20年度 

１ 支部総会・研究協議会 

日時：平成20年7月6日（土）11:00～15:00 

会場：上武大学高崎キャンパス 

（1）総会 平成19年度事業報告・会計報告、役員改選 

   理事（事務局）吉岡順一（前橋東商業高校） 

   監事 新井聖一（桐生商業高校） 

（2）研究協議会 

ア 平成20年度研究発表について 

「教科指導におけるキャリア教育のすすめ方について～構想・設計・実施・評価の一連のサイ

クルで～」 

渋川青翠高等学校 里吉竜一 

イ 平成21年度関東部会総会・研究会について 

   

○平成21年度 

１ 支部総会・研究協議会 

日時：平成21年9月12日（土）14:00～16:30 

会場：高崎労使会館 

（1）総会 平成20年度事業報告・会計報告・監査報告、役員改選 

  理事（事務局）新井聖一（桐生商業高校） 

  監事 林匡宏（高崎商業高校） 

（2）研究協議会 

ア 「シミュレーション手法による新しい教育について」 

上武大学経営情報学部 小森茂 

イ 「新高等学校学習指導要領について」 

    群馬県教育委員会高校教育課 閑野泉 

２ 関東部会定時総会・研究会 

日時：平成21年10月18日（日）11:00～16:40 

会場：高崎労使会館 

（1）総会 平成20年度事業報告・会計報告、役員改選、支部報告 

（2）研究協議会 

ア 「商業教育を考える」 

    船橋市立船橋高等学校       赤熊 一秀 先生 

 イ 「新たな学習指導要領の分析とその展開」 

  Ａ ビジネス教育の展望と簿記・総合的科目の実践 

    埼玉県立大宮商業高等学校     白井 智也 先生 

    埼玉県立総合教育センター     須藤 崇夫 先生 

Ｂ ビジネス教育の発展を目指した実践の一考察 

埼玉県立岩槻商業高等学校     辻本 秀樹 先生 

埼玉県立菖蒲高等学校       早乙女和宏 先生 

 ウ 「商業教育の活性化に関する一考察」 

    東京都立赤羽商業高等学校     戸田 勝昭 先生  

 エ 「まゆのこころを伝えて」－本校における商品開発－ 

    桐生市立商業高等学校  周東乃武満、吉岡順一 先生 

（3）特別講演 



   演題 「フレキシビリティー（柔軟性）とアイディアが次世代を生き抜く鍵！」 

      －輸入商品等を取り扱う会社の起業から今日のマーケティング戦略まで－ 

   講師 株式会社アペックス 専務取締役 

株式会社アルト 代表取締役社長  良子 ビューエル 氏 

◆群馬支部が発足してから２回目の関東部会総会、研究会を高崎労使会館において開催した。総

会、研究会には東京・千葉・埼玉・群馬支部の会員30名が参加した。研究会では群馬支部から

周東乃武満・吉岡順一先生が発表した。また、株式会社アペックス専務取締役 良子ビューエ

ル氏から「フレキシビリティー（柔軟性）とアイディアが次世代を生き抜く鍵！」－輸入商品

等を取り扱う会社の起業から今日のマーケティング戦略まで－と題して特別講演があった。 

 

○平成22年度 

１ 支部総会・研究協議会 

日時：平成22年9月25日（土）13:30～16:30 

会場：県立前橋商業高校 

・群馬支部顧問 故櫻井基弘先生へ黙祷 

（1）総会 平成21年度事業報告・会計報告・監査報告 

（2）研究協議会 

ア 「新学習指導要領に基づく教育課程の編成について」 

県立高崎商業高校  林 匡宏 

県立伊勢崎商業高校 飯田勝美  

イ 「これからの商業教育について」 

    桐生市立商業高校  櫻井清人 

◇ 県立前橋商業高校新校舎見学 

 

○平成２３年度 

１ 支部総会・研究協議会 

日時：平成23年9月10日（土）13:30～14:00 

会場：上毛会館 高砂の間 

（1）総会 平成22年度事業報告・会計報告・監査報告、役員改選、平成23年度事業計画 

   顧 問  小森茂（上武大学）       支部長 櫻井清人（伊勢崎商業高校） 

副支部長 横山章（太田フレックス高校）  理事（事務局）閑野泉（伊勢崎商業高校） 

   監事 今井俊一（桐生商業高校）     事務局長 石川昌弘（伊勢崎商業高校） 

（2）研究協議会 

   今後の群馬支部の運営について 

 

２ 創立１０周年記念式典 

日時：平成23年9月10日（土）14:00～14:30 

会場：上毛会館 高砂の間 

（1）開式のことば 

（2）支部長挨拶 

（3）来賓祝辞（県教育委員会高校教育課 林指導主事） 

（4）祝電披露 

（5）感謝状・記念品贈呈（萩野、小森顧問） 

（6）受賞者挨拶（萩野顧問） 

（7）閉式のことば 

 

３ 記念講演 

日時：平成23年9月10日（土）14:40～15:40 

会場：上毛会館 高砂の間 

（1）開会 

（2）講師紹介（支部長） 

（3）講演 『群馬デスティネーションキャンペーンについて』 



講師 群馬県観光局観光物産課 

群馬デスティネーションキャンペーン推進室長 向田忠正氏  

（4）謝辞（支部長） 

（5）閉会 

 

４ 記念祝賀会 

日時：平成23年9月10日（土）16:00～18:00 

会場：上毛会館 孔雀の間 

（1）開会 

（2）支部長挨拶 

（3）来賓祝辞（県教育委員会高校教育課 林指導主事） 

（4）乾杯 

（5）スピーチ 

（6）締め 

（7）閉会 


