【大会日程】
11 月 27 日（金）名桜大学ほか
16:00～18:00 理事会
18:30～20:30 理事懇親会
11 月 28 日（土）名桜大学サクラウム３F 大講義室Ａ
9:30～17:00 参加受付
10:00～10:10 開催挨拶，開催校学長挨拶
10:10～12:10 自由論題報告
12:10～13:00 昼食
13:00～13:45 会員総会
14:00～15:20 統一論題報告
15:20～15:45 休憩
15:45～17:15 統一論題討論・総括
18:00～20:00 学会懇親会
11 月 29 日（日）名桜大学サクラウム３F
10:00～12:00 自由論題報告
12:00～13:00 昼食
13:00～14:00 研究プロジェクト中間報告
【ご挨拶】
会員の皆様には，益々ご清栄のこととお慶び申し
上げます。
このたび名桜大学におきまして，日本会計教育学
会第７回全国大会を開催させていただくこととなり
ました。今大会の統一論題のテーマは「アクティブ・
ラーニングを用いた会計教育：効果測定と応用方法」
です。今大会がアクティブ・ラーニングを活用した
新たな会計教育のあり方を模索する契機になること
を祈念いたします。多くの会員の皆様のご参加を心
よりお待ち申し上げます。
平成 27 年 10 月吉日
第 7 回大会準備委員会
準備委員長 仲尾次洋子
協力者 林優子
（名桜大学准教授）

大会プログラム
【11 月 27 日（金）】
16:00～18:00 理事会（サクラウム研修室 A）
18:30～20:30 理事会懇親会（大屋うふやー ）
【11 月 28 日（土）】
会場：名桜大学サクラウム
9:30～17:00 参加受付
10:00～10:10 開催挨拶，開催校学長挨拶
10:10～12:10 自由論題報告
司会：成川正晃（東北工業大学）
第１報告 10：10－10：50
福山倫基（東京富士大学）
「勘定科目理解に対する学習者の判断能力学習方
法と会計学知識の学習意欲の関係」
第２報告 10：50－11：30
山根陽一（大阪経済法科大学）
「簿記学習者の特性に関する関連性分析」
第３報告 11：30－12：10
増子敦仁（東洋大学）
「日商簿記検定出題区分表の大改訂と会計教育へ
の影響」
12:10～13:00 昼食
13:00～13:45 会員総会
14:00～15:20 統一論題報告
「アクティブ・ラーニングを用いた会計教育：効
果測定と応用方法」
座長：菅原智（広島修道大学）
総括 14:00～14:05
菅原智（広島修道大学）
第 1 報告 14:05～14:20
工藤栄一郎（西南学院大学）
「会計記録のためのアクティブ・ラーニング」
第２報告 14:20～14:35
菅 原 智 （ 広 島 修 道 大 学 ）・ Andrea Cilloni 氏
（University of Parma）
「レゴを用いたアクティブ・ラーニング」

第３報告 14:35～14：50
飛田努（福岡大学）
「管理会計教育のためのアクティブ・ラーニング」
第４報告 14：50～15:05
政岡孝宏（広島修道大学）
「会計特別ゼミナールによるアクティブ・ラーニ
ング」
第５報告 15:05～15:20
浦崎直浩（近畿大学）
「ジェネリック・スキルを育むアクティブ・ラー
ニング」
15:20～15:45 休憩
15:45～17:15 統一論題討論・総括
18:00～20:00 学会懇親会
（ホテルゆがふいんおきなわ）
【11 月 29 日（日）】
10:00～12:00 自由論題報告
司会：杉本徳栄（関西学院大学）
第１報告 10：00－10：40
石山宏（山梨県立大学）
「簿記教育における反転授業の実践」
第２報告 10：40－11：20
榊正壽・猪熊浩子（新日本有限責任監査法人）
「経営者不正に対する会計倫理教育の一考察」
第３報告 11：20－12：00
柴健次（関西大学）
・工藤栄一郎（西南学院大学）
・
島本克彦（関西学院大学）
・浦崎直浩（近畿大学）
・
岩﨑千晶（関西大学）
「会計リテラシーから見た会計教育の課題」
12:00～13:00 昼食
13:00～14:00 研究プロジェクト中間報告
「会計教育における統計研究プロジェクト」
司会：橋本尚（青山学院大学）
報告：岡崎一浩（愛知工業大学）・河合晋（岡崎
女子短期大学）
14:00 閉会挨拶・閉会

参加費・懇親会費・昼食代のご案内
本大会に参加される方は，払込取扱票（青色）で
通信欄に振込の明細をご記入のうえ，11 月 13 日
（金）
までに次の口座にお振込ください。

（１）ゆうちょ銀行からの振替の場合
受取人名 ヒガヨウコ
口座記号番号 01710-1-166734
（２）その他の金融機関からの振込の場合
日本郵便 一七九店（179）
口座の種類 当座
口座番号 0166734

大会・懇親会へのご参加は，お振込をもって確認
させていただきます。お振込が遅れますと準備に支
障をきたしますので，期日遵守をお願いいたします。
参加費・懇親会費の領収書につきましては，当日改
めて発行させていただきます。念のため，
「郵便振替
払込受領証」
（またはその写し等払込の確認ができる
もの）をご持参ください。お振込いただいた金額に
つきましては，払戻しをいたしませんのでご了承く
ださい。
28 日・29 日ともに学生食堂・売店が営業しており
ませんので，お弁当のご注文をよろしくお願いいた
します。

名桜大学までのご案内
那覇空港 ⇒ 名護市内
◆高速バス利用の場合
那覇空港到着ロビーを出て，左手のバス乗り場から
高速バス（111 番）に乗車します。
【終点の名護バスターミナルまで】
所要時間：約 1 時間 45 分，
バス乗車料金：2,190 円
時刻表(PDF 版)はこちら(沖縄バス株式会社提供)
http://garaman.jp/hall/wp-content/uploads/kous
okubasu111.pdf
◆レンタカー利用の場合
・一般道路（58 号北上）の場合
所要時間：約 2 時間
・沖縄自動車道の場合
所要時間：約 1 時間 30 分（那覇 IC～許田 IC まで
1,000 円）
名護市内 ⇒ 大学
所要時間：約 10 分
料金： 約 1,000 円（タクシー利用の場合）

日本会計教育学会
第７回全国大会

統一論題
「アクティブ・ラーニングを用いた会計教育：
効果測定と応用方法」

2015 年 11 月 27 日（金）～29 日（日）

大会準備委員会連絡先
〒905-8585 沖縄県名護市為又 1220－1
名桜大学国際学群

仲尾次洋子研究室内

Tel 0980-51-1093
E-mail y.nakaoji@mail.meio-u.ac.jp

大会参加費
懇親会費
お弁当

3000 円
5000 円
800 円（28 日）・600 円（29 日）
2015 年，名桜大学は開学 20 周年を
迎えました。

