
R2.3.24 60 周年記念誌に関するお知らせ 

上記記念誌の発刊を 3 月末に各関係者へ発送する予定でしたが、昨今の情勢により若干作業が遅れておりま

す。4 月中に各関係者へお送りいたします。ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。 

    

R2.3.24 令和 2 年度第 1 回事務担当者会について 

令和 2 年 4 月 3 日に予定しておりました、上記会について中止とさせていただきます。なお、必要書類に関しまし

てはメールにてデータをお送りいたします。よろしくお願いいたします。 

    

R2.3.24 令和元年度末及び令和 2 年度当初の提出書類について 

過日ご案内差し上げました各種書類について、提出期日をご確認の上ご提出お願いいたします。 

    

R2.3.4 平成 31 年（令和元年）度 3 種目以上合格者について 

平成 31 年（令和元年）度 本県における 3 種目以上合格者についてのデータをアップいたしました。ご活用くださ

い。 

    

R2.3.3 R２年度用 全商・県協会各種書類提出について 

平素は商業部会の活動にご協力を賜り、心より感謝申し上げます。見出しの件でございますが、本日 3 月 3 日付

けで各校へ送付いたしております。年度末のまとめ及び次年度当初の決定事項等多くの提出書類に関する案内

を入れております。ご確認いただき期日までにご提出お願いいたします。年度末でお忙しいところ申し訳ございま

せんが、なにとぞご理解のほどよろしく申し上げます。令和２年度県協会検定委員指名報告及び会員名簿等の各

書式は、アップしておりますのでご活用ください。 

R2.2.26 令和元年度 兵庫県高等学校商業教育研究大会中止のご案内 

平素は商業部会の活動にご協力を賜り、心より感謝申し上げます。見出しの件でございますが、新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）の対策に伴いまことに残念ながら開催を中止いたします。なお、各会員校の皆様には、2

月 26 日付でご連絡差し上げております。なにとぞご理解のほどよろしく申し上げます。 

R1.7.6 令和元年度 会員名簿について 

令和元年度商業会員名簿は７月 10 日頃に各学校等へ発送される予定となっております。取り扱いのほどご注意

ください。よろしくお願いいたします 

R1.5.27 令和元年度 兵庫県高等学校商業教育協会総会について 

６月３日に開催されます総会に関する資料は５月末に各学校等へ発送される予定となっております。ご一読いた

だき総会当日ご持参ください。また、今年度の会員名簿は６月中旬以降に同じく各学校等へお送りいたします。よ

ろしくお願いいたします 

R1.5.7 令和元年度 役員一覧・分掌一覧・年間予定・加盟校一覧のデータ更新について 

６月３日の総会において、承認された後にデータ更新します。 

年間行事予定のみ平成 31 年（令和元年）度案を掲載します。参考にご覧ください。 

H31.3.2 平成 31 年度に向けた各種調査について 

平成 31 年度県協会検定委員指名報告及び会員名簿等の各書式は 5 日（火）にアップいたします。よろしくお願い

いたします。 

    



H31.2.28 平成 30 年度 3 種目以上合格者について 

平成 30 年度本県における 3 種目以上合格者についてのデータをアップいたしました。ご活用ください。 

    

H31.2.28 平成 30 年度 各種締切について 

試験場校収支報告書（様式１）については各検定本部校へ平成 31 年 3 月 7 日（木）必着。 

   試験場校収支一覧表（様式２）については検定委員会（神戸商業高校）へ平成 31 年 3 月 15 日（金）必着。様

式 1 が完成していないとこの手続きには進めません。残高の処理についても 15 日までとなっております。よろしく

お願いいたします 

H31.1.16 平成 30 年度 兵庫県高等学校商業教育研究大会について 

研究大会は 3 月 4 日（月）に開催されます。近日中に各学校へ案内を送付いたします。多くの先生方のご出席を

お待ちしております。よろしくお願いいたします。 

H30.9.16 平成 30 年度 全商協会 大学特別推薦 Bグループについて 

英語検定の合格証明書に関してのお問い合わせは、英語検定委員会の本部校である神戸商業へお問い合わせ

ください 

H30.8.24 平成 30 年度 全商協会 大学特別推薦 Bグループについて 

神戸商業への書類提出が 9 月 19 日となっております。日程的に厳しいですが必着でお願いいたします 

本県選考会議が 20 日 全国への書類提出が 25 日必着となっております 

H29.5.2 平成２９年度 役員一覧・分掌一覧・年間予定・加盟校一覧のデータ更新について 

６月６日の総会において、承認された後にデータ更新します。 

年間行事予定のみ平成２９年度案を掲載します。参考にご覧ください。 

H28.8.4 平成２８年度 公益財団法人全国商業高等学校協会主催の各種競技大会での活躍について 

各種競技大会の全国大会において、今年度も兵庫県代表の選手がすばらしい成果を残しています。 

詳細は上記の「競技大会の記録」の欄をご覧ください。 

H28.7.11 平成２７年度の法律研究会で使用された事例研究について 

「経済活動と法」の授業で活用できる教材プリントについて、ｐｄｆファイルにしたものをアップしました。 

トップページメニューより各種データをクリックしてください。 

H27.8.7 平成２７年度 公益財団法人全国商業高等学校協会主催の各種競技大会での活躍について 

各種競技大会の全国大会において、兵庫県代表の選手がすばらしい成果を残しました。 

詳細は上記の「競技大会の記録」の欄をご覧ください。 

H27.4.11 平成２７年度 協会年間行事予定（案）について 

総会前であるため、案という形で年間行事予定を Top menu E 年間予定 に掲載しました。 

変更がある場合もありますのでご了承ください。 

H26.6.10 平成２６年度 兵庫県高等学校商業教育協会のデータ更新について 

総会において承認されましたので、役員一覧・分掌一覧・年間予定・加盟校一覧のデータを更新します。ご活用く

ださい。 

H26.3.27 平成２５年度 改善委員会報告 ビジネス基礎グループ 

冊子内容について、ｐｄｆファイルにしたものをアップしました。トップページメニューより各種データをクリックしてくだ

さい。 

H26.2.21 平成２５年度兵庫県高等学校商業教育研究大会のお知らせ 



日時 平成２６年３月３日（月）９時１５分から 

場所 神戸ポートピアホテル 

全体会 ・全国商業教育指導者研修会 報告 

・商業教育改善委員会 報告 

・十年次研修教諭 研究発表 

・平成２５年度新規採用商業科教諭 研究発表 
 

実践発表 

  ①流通ビジネス分野 

  ②国際経済分野 

  ③簿記会計分野 

  ④経営情報分野 

  ⑤総合分野 

奮ってご参加ください。 

H26.2.17 平成 25 年度第 26 回全国高等学校生徒商業研究発表大会(兵庫県大会) 

優秀賞：県立神戸商業高等学校 

 商店街活性化 

  ー チームさんふらわー ー 

動画・発表資料をアップしました。トップページ上部 右から二番目の画像をクリックしてください。 

H26.2.10 高等学校在学中に高度な資格に挑戦し、合格したとの知らせを受けましたのでご紹介します。 

平成２５年度１１月１０日実施 

  第１０１回 秘書技能検定試験 準１級 合格 

    県立相生産業高等学校商業科３年 竹田さん 

平成２５年度６月９日実施 

  第１３４回 日本商工会議所主催簿記検定試験 １級 合格 

    県立神戸商業高等学校会計科３年 吉岡さん 

平成２５年度４月２１日実施 

  経済産業省主催 データーベーススペシャリスト試験 合格 

    市立神港高等学校情報処理科３年 西条さん 

  経済産業省主催 応用情報技術者試験 合格 

    県立神戸商業高等学校情報科３年 田中さん 

    県立姫路商業高等学校情報科学科３年 岡田さん 

平成２５年度１０月２０日実施 

  経済産業省主催 応用情報技術者試験 合格 

    県立神戸商業高等学校情報科３年 﨑山さん 

    県立姫路商業高等学校情報科学科３年 山口さん 

    県立姫路商業高等学校情報科学科３年 奥出さん 
 

H25.11.15 兵庫県立神戸商業高等学校会計科を卒業した生徒が大学現役（２回生）で公認会計士の試験に合格したとの知

らせを受けましたのでご紹介します。     



横浜国立大学経営学部  米谷 元貴さん 

 高校の時に簿記コンクールで入賞、大学に進学後も簿記会計の学習を続け、公認会計士になる夢を果たしまし

た。商業教育に携わる者は嬉しく、心よりお喜びもうしあげます。 

H25.11.5 第３０回高等学校英語スピーチコンテスト 

 レシテーションの部 

 最優秀

賞 
大槻さん 神戸星城高等学校 

 スピーチの部 

 最優秀

賞 
上野さん 県立神戸商業高等学校 

動画をアップしました。トップページ上部 一番右側の画像をクリックしてください。 

H25.10.6 平成 25 年度第 14 回全国高等学校生徒商業研究発表大会近畿地区大会 

優秀賞：県立神戸商業高等学校 

 商品企画・開発・販売実習 

  「Shop KENSHO 県商生活」 

       ～平成２４年度の取り組み～ 

動画をアップしました。トップページ上部 左から二番目の画像をクリックしてください。 

H25.7.2 ～「ひょうごの達人」招聘事業～ 

 電卓講習会の開催について     

日  時 平成２５年８月９日（金） 

場  所 明石生涯学習センター ８階 

研修内容 電卓早打ちの指導方法および上達方法について 

講  師 カシオ電卓イメージキャラクター 重原 佐千子先生 

申込方法 参加申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸにて申込ください。 

 担当：市立明石商業高等学校 蓬莱 
 

H25.6.20 ～「ひょうごの達人」招聘事業～ 

 簿記塾（若手職員育成研修）の開催について     

日  時 平成２５年７月３０日（火）～３１日（水）１泊２日 

場  所 ひょうご共済会館 

研修内容 「簿記」「会計」「原価計算」に関する講義と実習 

講  師 大原簿記専門学校 嘉来 正人 先生 他 

申込方法 参加申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸにて申込ください。 

 担当：県立姫路商業高等学校 大沢 菜美恵 
 

H25.6.10 平成２５年度 商業教育講演会 

       場  所 ホテル北野プラザ六甲荘 

       演  題 商標を通して考える知的財産権 

       講  師 是枝特許事務所 弁理士 是枝 洋介 氏 



       動画をアップしました。トップページ上部 右から２番目の画像をクリック 

       してください。 

H24.5.10 平成２５年度協会総会および 

兵庫県商業教育講演会について     

日時 平成２５年６月１０日（月） 

場所 ホテル北野プラザ六甲荘 
 

【総会】１４時００分から 
 

・平成２５年度役員について 

・平成２４年度事業報告(決算) 

・平成２５年度事業計画(予算) 

・感謝状贈呈 
 

【商業教育講演会】１５時３０分から 
 

演題 「知的財産権について」（仮） 
 

講師 日本弁理士会近畿支部 弁理士 是枝 洋介 氏 
 

H25.4.4 平成２５年度 年間行事計画 について 

ｐｄｆファイルを更新しました。トップページメニューより年間予定をクリックしてください。 

H25.4.1 平成２４年度 改善委員会報告 ｊａｖａグループ 

冊子内容について、ｐｄｆファイルにしたものをアップしました。トップページメニューより各種データをクリックしてくださ

い。 

H25.3.13 平成２４年度 第２５回商業高校生徒研究発表会 

最優秀賞：県立小野高等学校 

小野高 国際経済科をプロデュース 

動画をアップしました。トップページ上部 一番右の画像をクリックしてください。 

H25.2.5 平成２４年度兵庫県高等学校商業教育研究大会のお知らせ     

日時 平成２５年３月１日（金）９時１５分から 

場所 チサンホテル神戸 

全体会 ・全国商業教育指導者研修会 報告 

・商業教育改善委員会 報告 

・十年次研修教諭 研究発表 

・平成２４年度新規採用商業科教諭 研究発表 
 

実践発表 

  ①流通ビジネス分野 

  ②国際経済分野 

  ③簿記会計分野 

  ④経営情報分野 

  ⑤総合分野 

奮ってご参加ください。 

H24.12.10 国税庁主催 税理士試験において財務諸表論に科目合格しました。 

平成２４年７月に実施された国税庁主催 平成２４年度（第６２回）税理士試験において中尾亮太さん(県立神戸商



業高等学校会計科卒業)が財務諸表論に科目合格しました。 

現役高校生(h23.12)で簿記論に合格し、大学進学後二科目めの合格です。今後のますますの活躍を期待してお

ります。 

H24.11.29 兵庫県立姫路商業高等学校情報科学科を卒業した生徒が公認会計士の試験に合格したとの知らせを受けまし

たのでご紹介します。     

兵庫県立大学経営学部  寺崎 榛名さん 

 現役大学生(現４回生)での合格であり、商業教育に携わる者は嬉しく、心よりお喜びもうしあげます。 

H24.11.29 兵庫県立神戸商業高等学校会計科を卒業した生徒が公認会計士の試験に合格したとの知らせを受けましたの

でご紹介します。     

中央大学商学部会計学科  細見 尚人さん 

 高校で日商１級を取得し、公認会計士になる夢を果たしました。商業教育に携わる者は嬉しく、心よりお喜びも

うしあげます。 

H24.10.1 兵庫県立神戸商業高等学校情報科を卒業した生徒が公認会計士の試験に合格したとの知らせを受けましたので

ご紹介します。     

関西大学商学部商学科  柿原 剛さん 

 現役大学生(現３回生)での合格であり、商業教育に携わる者は嬉しく、心よりお喜びもうしあげます。 

H24.7.6 第４６回関西商業教育研究大会兵庫大会の開催について     

会  期 平成２４年８月８日（水）研究大会 第１日 

平成２４年８月９日（木）研究大会 第２日 

場  所 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

〒650-0042 神戸市中央区波止場町５－６ 

大会テーマ 『新たなビジネス教育の創造』 

日  程   平成２４年８月８日（水） 

9:30 ～ 10:00 受付 

10:00 ～ 10:30 開会式 

10:45 ～ 11:25 分野別発表 ①流通ビジネス分野 

  兵庫県立小野高等学校 

   教諭 前島 伸一郎 

11:25 ～ 12:05 分野別発表 ②国際経済分野 

  京都府立京都すばる高等学校 

   教諭 田中 利宏 

12:05 ～ 12:20 質疑応答 

12:20 ～ 13:10 昼食・休憩 

13:10 ～ 15:10 パネルディスカッション 

テーマ：商業教育の現状・課題と今後のビジネス教育 

コーディネータ：阪南大学 平山 弘 教授 

パネリスト：関西商業研究会に加盟する各府県の代表者 



15:25 ～ 16:05 分野別発表 ③簿記会計分野 

  滋賀県立彦根翔陽高等学校 

    教諭 西嶋 達人 

16:05 ～ 16:45 分野別発表 ④経営情報分野 

  奈良県立奈良情報商業高等学校 

    教諭 岸本 真治 

    教諭 吉田  都 

18:00 ～ 20:00 教育交換会 

  平成２４年８月９日（木） 

9:00 ～ 9:30 受付 

9:30 ～ 10:10 分野別発表 ⑤総合分野 

  和歌山県立和歌山商業高等学校 

    教諭 中本 富基 

10:10 ～ 10:50 分野別発表 ⑤総合分野 

  大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 

   教諭 大仲 真太郎 

11:20 ～ 12:10 講話 

文部科学省初等中等教育局 

  高校改革ＰＴ・児童生徒課産業教育振興室 

   教科調査官 西村 修一 

12:10 ～ 12:30 閉会式 
 

 

H24.6.20 ～「ひょうごの達人」招聘事業～ 

 簿記塾（若手職員育成研修）の開催について     

日  時 平成２４年７月２４日（火）～２５日（水）１泊２日 

場  所 ひょうご共済会館 

研修内容 全商簿記実務検定１級および日商簿記検定２級の指導方法について 

講  師 大原簿記専門学校 今西 智也先生 他 

申込方法 参加申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸにて申込ください。 

 担当：県立姫路商業高等学校 志賀 
  

～「ひょうごの達人」招聘事業～ 

 電卓講習会の開催について     

日  時 平成２４年８月３日（金） 

場  所 明石生涯学習センター ７階 

研修内容 電卓早打ちの指導方法および上達方法について 

講  師 カシオ電卓イメージキャラクター 重原 佐千子先生 

申込方法 参加申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸにて申込ください。 

 担当：市立明石商業高等学校 蓬莱・加幡 
 



H24.5.22 平成２４年度協会総会および 

兵庫県商業教育講演会について     

日時 平成２４年６月１１日（月） 

場所 ホテル北野プラザ六甲荘 
 

【総会】１３時３０分から 
 

・平成２４年度役員について 

・平成２３年度事業報告(決算) 

・平成２４年度事業計画(予算) 

・感謝状贈呈 
 

【商業教育講演会】１５時３０分から 
 

演題 「流通科学大学における実学教育」 
 

講師 流通科学大学 学長 石井 淳蔵 氏 
 

H24.3.8 平成２３年度 第２４回商業高校生徒研究発表会 

最優秀賞：県立長田商業高等学校 

四季のみのり Project 

－JA&地域農家との連携ビジネスをめざして－ 

動画をアップしました。トップページ上部 左から２つ目の画像をクリックしてください。 

H24.2.10 県協会旅費規程改訂に伴う旅費調査について（依頼） 

旅費調査回答用紙（様式１）に郵送にてご返答をお願いいたします。     

締切日  平成２４年３月 ２日（金） 

年度末・次年度に向けての諸調査が２月・３月と続きますが、よろしくお願いいたします。 

H23.12.11 国税庁主催 税理士試験において簿記論に科目合格しました。 

県立神戸商業高等学校会計科中尾亮太さんが平成２３年８月２日（火）に実施された国税庁主催 平成２３年度

（第６１回）税理士試験において簿記論を科目合格しました。 

現役高校生の合格は兵庫県では平成３年以来二十年振りの快挙となります。今後のますますの活躍を期待して

おります。 

H23.12.4 全商協会卒業生成績優秀者表彰並びに三種目以上１級合格者表彰・県協会卒業生成績優秀者表彰のお知ら

せ     

全商協会卒業生成績優秀者表彰  平成２４年２月 ３日（金） 

三種目以上１級合格者表彰  平成２４年２月１４日（火） 

県協会卒業生成績優秀者表彰  平成２４年２月 ３日（金） 

なお第２６回商業経済検定の合格者データ送信は平成２４年２月８日（水） までに完了してください。翌日、合格者

番号が割り振られます。 

H23.12.4 平成２３年度兵庫県高等学校商業教育研究大会のお知らせ     

日時 平成２４年３月５日（月）９時１５分から 

場所 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

全体会 ・全国商業教育指導者研修会 報告 

・海外商業教育事情視察 報告 



・商業教育改善委員会 報告 

・校長会より提言 

・平成２３年度新規採用商業科教諭 研究発表 
 

講演 「商業教育のキャリア教育的意義」 
 

講師 新島学園短期大学 教授 山口 憲二 氏 

分科会 実践発表（各分科会２名程度） 

 ①流通ビジネス分野・国際経済分野 

 ②簿記会計分野 

 ③経営情報分野 

 ④総合分野 

奮ってご参加ください。 

H23.6.7 平成２３年度兵庫県商業教育講演会について     

日時 平成２３年６月９日（木）１５時３０分から 

場所 ホテル北野プラザ六甲荘 

演題 テレビＣＭから学ぶ企業のマーケティング戦略 

講師 株式会社テムズ 代表取締役 鷹野 義昭 氏 
 

H23.6.7 平成２３年度「ビジネス情報」指導者講習会について 

日時 平成２３年６月１８日（土）９時３０分から１６時３０分 

（受付９時００分） 

場所 県立神戸商業高等学校 情報化システム開発室 

内容 全商情報処理検定「ビジネス情報部門」１級筆記・実技レベルの実習・演習 

講座担当 県立姫路商業高等学校 鬼頭 妙子 教諭 

県立神戸商業高等学校 山本 義史 教諭 他 

 奮ってご参加ください。 

[23.2.25] 平成２３年３月４日(金)兵庫県高等学校商業教育研究大会 

      場所）クオリティホテル神戸 

各分科会の詳細が決まりました。 

全体会 

 ・全国商業教育指導者研修会報告 

 ・商業教育改善委員会報告 

 ・平成２２年度採用 商業科教員 研究発表 



分科会 

 ・流通ビジネス分野  

  「今日思って、明日実現 ～新科目「商品開発」における実践プラン～」 

 ・国際経済分野 

  「カンボジアの子どもの笑顔のために ～社会起業で児童買春問題に挑む～」 

 ・簿記会計分野 

  「ＸＢＲＬが簿記会計教育に与える影響」 

 ・経営情報分野 

  「高等学校における情報モラルの指導 ～新学習指導要領と指導の要点～」 

 ・総合分野 

  「学生参加型商品企画におけるプレゼンテーションの役割」 

 

[22.10.29] 就職委員会研修会（ミント神戸）を１２月９日（木）に変更します。 

[22.6.7] 第１回商業教育改善委員会を７月７日（水）に変更します。 

[22.6.7] 各種競技会結果を報告します。 

[H22.3.9] 2010 年兵庫県高等学校商業教育研究大会に約１００名の方が参加をしていただき、有難うございまし

た。一橋大学、関西学院大学、大阪商業大学、神戸夙川学院大学、岡山商科大学、兵庫県立大学の教授をを迎え、充

実した研修内容でした。皆様ありがとうございました。 

 

[21.12.14] 兵庫県立西宮高等学校国際経済科を卒業した 2 名が会計士の試験に合格しましたのでご紹介します。 

 兵庫県立大学経営学部－兵庫県立大 学 大学院会計研究科 平野博子さん 



 兵庫県立西宮高等学校国際経済科 明治大学商学部 徳光啓子さん 

 二人とも現役大学生徒での合格であり、商業教育に携わる者は嬉しく、心よりお喜びもうしあげます。  

[21.11.8] 兵庫県高等学校商業教育協会顧問の福田穰先生と、宗和髙次先生が教育に対する実績が認められ、瑞宝小

綬章を受章されました。 

[21.11.1] 第 26 回英語スピーチコンテスト報告 

[21. 9. 2]８月５～７日 IT パスポート学習会報告 

[21. 9. 1] 兵庫県高等学校商業教育協会が兵庫県知事と小野市長より表彰をしていただきました。 

 

[21.8.7]兵庫県高等学校教育研究会商業部会主催 「ひょうごの達人招聘事業」 

 簿記塾（８月５・６日）播磨科学公園都市内先端科学技術支援センターに宿泊し、８月５日は８時間（夜９時ま

で）、６日は６時間の研修会に１３名の職員が参加しました。講師の先生、生徒の皆さんご苦労様でした。 

 

[21.6.18] 兵庫県高等学校商業教育協会 50 周年記念式典が終了しました。ご協力ありがとうございました。記念

講演会では、前文部科学省初等中等教育局視学官 吉野弘一先生から、新学習指導要領改定までの流れや、現在勤務

しておられる杉並学院中学高等学校のお話と、興味ある内容のご講演でした。参加していただきました方々と、開催

にあたりご協力をいただきました方々に感謝とお礼を申しあげます。ありがとうございました。 

[21.5.10] ５月３日 第２７回近畿地区高等学校ワープロ協議会ご苦労様でした。無事終了することができました。

これもひとえに関係者の皆様のおかげです。ありがとうございました。 

[21.3.14] 兵庫県高等学校商業教育研究大会にご参加の先生、ありがとうございました。文部科学省教科調査官西

村先生の「指導要領改訂に伴う今後の課題について」のご講演は、新たな商業教育の波を、参加された先生方も感じ

http://www.shogyo.jp/public_html/01data/H211101speak/index.html
http://www.shogyo.jp/public_html/01data/H2108ITpass/index.html
http://www.shogyo.jp/public_html/01data/H210901ono/index.html


られたことでしょう。各校に持ち帰り、平成２５年度実施に向け準備を始めてください。意義ある研究大会ができま

したことは皆様のおかげです。心より感謝しております。ありがとうございました。研究大会についてのご意見をメ

ールでお寄せください。よろしくお願いします。 

[21.1.1] 今年も宜しくお願いします。  

 


