
日本会計教育学会
第9回 全国大会

日本会計教育学会 第９回 全国大会 準備委員会
〒910－1195  福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4－1－1

福井県立大学 経済学部 徳前研究室
TEL  0776－61－6000（代）
E-Mail  jaer2017@fpu.ac.jp

統 一 論 題

人材育成と会計教育
　　2017年10月7日（土）・8日（日）
　　A

アオッサ
OSSA　6階　福井市地域交流プラザ　　

大会参加費・懇親会費について
　
学会参加費 3,000円
懇 親 会 費 5,000円

　同封の郵便振込取扱票にて、9月 25日（月）までに
お振込くださいますようお願い申し上げます。領収
書につきましては、郵便局で発行する払込請求書兼
受領証でかえさせていただきます。念のため、払込
請求書兼受領証をご持参ください。

全国大会用ウェブページ

　本大会・プログラムに関して変更などがある場合は、
下記のウェブページにて告知させていただきます。

http://www.s.fpu.ac.jp/jaer2017/

会場およびアクセス

　A
アオッサ
OSSA　福井市地域交流プラザ 5・6階

　　所在地 〒 910-0858 福井市手寄 1-4-1
http://www.aossa.jp/

　 ▼ JR JR福井駅より徒歩 1分

　 ▼バス 福井駅東口 路線バス乗り場より徒歩 1分

　 ▼乗用車 北陸自動車道 福井 I.Cより約 15分

2017年 10月 8日（日）
会場：6階 研修室 607

9：00～ 参加受付

9：30～ 11：00 統一論題報告

11：05～ 11：50 研究プロジェクト中間報告

（休 憩）

（休 憩）

「人材育成と会計教育」［座長：杉本  徳栄 氏］

　　　司会：島本  克彦 氏（大和大学）

「簿記教育における取引の性質決定に関する再検討」
　　　司会：上野  清貴 氏（中央大学）
　　　主査：平川　  茂 氏（近畿大学）
　　　報告：福浦  幾巳 氏（西南学院大学）
　　　　　　島本  克彦 氏（大和大学）
　　　　　　堺  　貴晴 氏（保健医療経営大学）
　　　　　　宮崎  裕士 氏（大阪経済大学）
　　　　　　大城  隼人 氏（中国学園大学）
　　　　　　庄野  聖一 氏（中村学園大学大学院）

第 1報告　杉本  徳栄 氏（関西学院大学）

「高等教育としての会計教育について」

第 2報告　三島  徹也 氏（関西大学）

「会計専門職大学院における人材育成」

第 3報告　新井  武広 氏（会計教育研修機構／前企業会計基準委員会副委員長）

「我が国の会計リテラシーの向上に向けて
　  ─産学士による協働の重要性─」

13：00～ 14：30 統一論題討論

14：30～ 14：35 閉会挨拶

14：45～ 15：45 新理事会（会場：6階 研修室 607）

AOSSA
アオッサ
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ご 挨 拶

会員各位

　会員の皆様におかれましては、ますますご清祥の
こととお慶び申し上げます。
　さて、このたび日本会計教育学会第 9回全国大会
を福井県立大学におきまして、開催させていただく
ことになり、大変光栄に存じます。
　今大会の統一論題のテーマは「人材育成と会計教
育」です。統一論題 3名、中間報告 7名、自由論題
7名の先生方に知的好奇心を刺激する、個性豊かな視
点からご報告をいただくとともに、活発な議論が展
開されることを期待しております。
　時代と文化を感じられる、福井で開催される本大
会に、会員の皆さん方に参加いただけることを、準
備委員一同、心待ちにしております。

敬具　

　2017年9月吉日

日本会計教育学会 第 9回全国大会 準備委員会
委員長　  徳前　元信　　　　　
委　員　  境　　宏恵　　　　　

木下　和久　　　　　
山下　知晃　　　　　

協　賛　  日本経済新聞社　　　
協　力　  福井県立大学経済学部

第9回 大会プログラム
AOSSA福井市地域交流プラザ

2017年 10月 7日（土）午前の部
会場：5階 会議室 501

2017年 10月 7日（土）午後の部
会場：6階 研修室 607

10：00～ 11：30 理事会

11：15～ 参加受付

12：15～ 12：20 開催挨拶

12：20～ 13：10 会員総会

（休 憩）

（休 憩）

13：25～ 17：40 自由論題報告
　　　司会：福浦  幾巳 氏（西南学院大学）

第 1報告　13：25～ 14：00
大原  昌明 氏（北星学園大学）
張  　英春 氏（大連外国語大学）
「中国における『日式簿記』の導入と展開」

第 2報告　14：00～ 14：35
谷口  隆義 氏（公認会計士）
「ミャンマーにおける会計教育の現状と課題」

第 3報告　14：35～ 15：10
村上  敏也 氏（県立広島大学）
「ゲーム業界を題材とした配賦ゲームの教育実践」

　　　司会：和田  博志 氏（近畿大学）

第 4報告　15：15～ 15：50
田代  景子 氏（東海学園大学）
「原価計算論へのアクティブ・ラーニング
　  導入について　
　  ─個別原価計算における LEGO®の活用─」

第 5報告　15：50～ 16：25
平井  孝道 氏（日本公認会計士協会準会員）
「ビジネスゲームを利用したアクティブ・
　  ラーニングによる会計教育について」

（休 憩）

　　　司会：岩渕  昭子 氏（東京経営短期大学）

第 6報告　16：30～ 17：05
田村  真介 氏（石巻専修大学）
岡野  知子 氏（石巻専修大学）
「会計領域の合同ゼミナールによる
　  アクティブ・ラーニングの試行的研究」

第 7報告　17：05～ 17：40
福山  倫基 氏（東京富士大学）
「 アクティブ・ラーニングを取り入れた講義
が簿記初学者の興味と教育的効果に及ぼす
影響の時系列的な推移」

18：00～ 20：00 懇親会
会場：3階 ウェルアオッサ
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