【大会日程】
8 月 20 日（月）
15:00-17:30
18:00-20:00
8 月 21 日（火）
9:00-14:00
10:00-10:30
10:30-11:10
11:30-12:40
13:30-15:30
16:00-18:05
18:30-20:00
8 月 22 日（水）
9:00-12:00
9:30-12:00
13:15-15:00
15:00

大会プログラム
（会員については敬称を省略しています。ご了承ください。
）

理事会
理事懇談会
北星学園大学（Ａ館４階）
参加受付
研究プロジェクト報告
会員総会
自由論題報告
講演会
統一論題報告
懇親会
北星学園大学（Ａ館４階）
参加受付
自由論題報告
統一論題 討論と総括
閉会
【ご挨拶】

日本会計教育学会第 4 回全国大会を、開学 50
周年を迎えた北星学園大学で開催できますことを
大変光栄に存じます。
教育の質保証、単位の実質化、コア・カリキュ
ラム、カリキュラム・マップなど、大学教育全体
にかかわる取り組みがクローズアップされていま
す。これらのことは、会計教育に携わる者にとっ
て、各大学・大学院の会計教育をどのように展開
するかという問題でもあります。
第 4 回大会が上記の問題を考える契機になる
ことを祈念します。
第 4 回大会準備委員会
大原 昌明
松本 康一郎

8 月 20 日（月）
15:00-17:30 理事会
18:00-20:00 理事懇談会

8 月 21 日（火）
8 月 21 日・22 日とも、すべてのプログラムはＡ館 4
階で行います（会員受付・会員控室を含む）。
9:00-14:00 参加受付（Ａ館４階）
10:00-10:30 研究プロジェクト報告
（A403 教室）
司会：佐藤 信彦（明治大学）
「会計専門職大学院教育における
実践的教育の展開」実態報告
橋本 尚（青山学院大学）

13:30-15:30 講演会（A403 教室）
「わが国におけるＩＦＲＳ導入と会計人材育成
～企業における４０年間の会計実務をふまえて」
IFRS 財団評議員 島崎 憲明 氏
コメンテーター 向 伊知郎
司会 柴 健次
※この講演会は日本公認会計士協会 CPE 認定研修
の承認を受けています。
承認番号：24-13 研修コード：2103 （２単位）

15:30-16:00 Coffee & Tea（A401 教室）
統一論題報告（A403 教室）
「学士課程教育における会計学教育の質保証
―会計学分野の参照基準を中心に―」

司会：藤田 晶子（明治学院大学）
11:30-12:05 第１報告「会計特別ゼミナール」
の取組みと会計教育へのインプリケーション」
菅原 智／政岡 孝宏（広島修道大学）
12:05-12:40 第２報告「実務対応からみる
IFRS 教育のポイント－企業・監査法人へのア
ンケート調査結果から－」
富田 知嗣／松本 祥尚／坂口 順也（関西大学）

座長：長井 敏行（北海道情報大学）
16:00-16:25 第 1 報告「会計学の定義と会計
学に固有な特性」
藤永 弘（青森公立大学）
16:25-16:50 第 2 報告「会計学を学ぶすべて
の学生が身に付けることを目指すべき基本的
な素養」
浦崎 直浩（近畿大学）
16:50-17:15 第 3 報告「会計学の学修方法お
よび学修成果の評価方法に関する基本的考え」
菅原 智（広島修道大学）
17:15-17:40 第 4 報告「準学士課程教育（短
期大学課程教育）における会計学教育」
宗田 健一（鹿児島県立短期大学）
17:40-18:05 第 5 報告「市民性の涵養をめぐ
る専門教育と教養教育」
齊野 純子（甲南大学）

12:40-13:30 昼食（大学生協食堂）

18:30-20:00 懇親会（大学生協食堂）

10:30-11:10 会員総会
11:10-11:30 Coffee & Tea（A401 教室）
自由論題報告（A403 教室）

8 月 22 日（水）
9:00-12:00 参加受付（Ａ館４階）
自由論題報告（A403 教室）
司会：福浦 幾巳（西南学院大学）
9:30-10:05 第 1 報告「中小企業会計要領が
教育に与える影響について」
成川 正晃（高崎商科大学短期大学部）
10:05-10:40 第 2 報告「専門学校と連携した
会計専門職プログラムの取り組み－福岡大学
の事例－」
飛田 努（福岡大学）
10:40-10:50
（休憩）
司会：工藤 栄一郎（熊本学園大学）
10:50-11:25 第 3 報告「簿記学習の認識変化
における事前と事後の比較調査－パターン別
の難易度認識の類型化－」
河合 晋（岡崎女子短期大学）
岡崎 一浩（愛知工業大学）
11:25-12:00 第 4 報告「コンピュータ会計に
よる総合的学習の実践について」
岩渕 昭子 （東京経営短期大学）

参加費
1,000 円
懇親会費
4,000 円
※振込用紙で 8 月 7 日までにお振り込みくださ
い（振込をもって出席確認とさせていただきます）
。
※両日とも昼食は大学生協食堂をご利用くださ
い。なお、大学近隣に飲食店等がございません
のでご了承ください。

日本会計教育学会
第４回全国大会

新千歳空港から
※新千歳空港連絡バス（北都交通・中央バス）利用の場合
地下鉄大谷地駅直行便（1 時間に 3 便）に乗車し「大谷
地」駅下車。
（所要約 35 分、900 円）
※JR 利用の場合
「札幌」方面快速エアポート（1 時間に 4 本）に乗車し
「新札幌」駅で下車。
（所要 27 分、850 円）
地下鉄東西線「新さっぽろ」
（JR 駅直結）で「宮の沢」
行に乗車し「大谷地」駅下車。
（所要 5 分、200 円）
JR 札幌駅・地下鉄大通駅から
※地下鉄南北線「さっぽろ」→「大通」
（東西線乗換）
「大
通」→「大谷地」
（所要約 20 分、280 円）
☆地下鉄大谷地駅 1 番出口を出て大学まで徒歩 5 分。

12:00-13:15 昼食（大学生協食堂）
13:15-15:00
統一論題 討論と総括（A403 教室）
「学士課程教育における会計学教育の質保証
―会計学分野の参照基準を中心に―」
座長：長井 敏行（北海道情報大学）
藤永 弘（青森公立大学）
浦崎 直浩（近畿大学）
菅原 智（広島修道大学）
宗田 健一（鹿児島県立短期大学）
齊野 純子（甲南大学）
15:00 閉会

報告会場
（A 館 4 階）
生協食堂
懇親会場

2012 年 8 月 20 日（月）～22 日（水）
北星学園大学

2012 年、北星学園大学は開学 50 周年を
迎えました。

