
【ご挨拶】

残暑の候，本学会会員の皆様にはますますご健勝の

こととお慶び申し上げます。

さて，このたび鹿児島県立短期大学を開催校として，

日本会計教育学会第12回全国大会をオンラインにて実

施させていただくことになりました。

本大会では，統一論題を「中小企業人材に対する管理

会計・原価計算教育に関する研究」とさせて頂きまし

た。これまで中小企業を対象とした研究は，様々な領域

で進められておりますが，中小企業の人材教育，とりわ

け管理会計や原価計算教育に焦点を絞った研究は少な

かったように思われます。なお，今回の統一論題は，ス

タディーグループの最終報告も兼ねております。

統一論題報告では，飛田努氏（福岡大学）を座長に迎

え，スタディーグループのメンバーである４名の先生

方（宮地晃輔氏（長崎県立大学，スタディーグループ研

究代表者），竹田範義氏（長崎県立大学），水島多美也氏

（中村学園大学），坂根純輝氏（長崎県立大学））にご登

壇願い，これまでの研究成果を基礎にご報告・ご討論い

ただくことといたしました。

また，スタディーグループの中間報告（研究代表者：

松本敏史氏（早稲田大学）），自由論題報告６つ（オンラ

イン形式３つ，事前応答形式３つ），理事会，会員総会，

オンライン懇親会と，これまで開催されてきたリアル

学会を可能な限りオンライン学会で実施できるよう準

備いたしております。

なにぶん，初めての試みにて至らない点や変更など

もあるかと存じますが，よろしくお願いいたします。

コロナ禍でご多忙とは存じますが，多くの会員の皆

様のご参加をお待ち申し上げております。
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全国大会 プログラム

2020 年 9 月 10 日(木)

2020 年 9 月 11 日(金)

2020 年 9 月 12 日(土)

9:30 ～

17:30

学会参加者受付

会員：Zoom 招待 URL をお送りします。

非会員の方で参加申込をされた方：大会

参加費を確認後，Zoom の招待 URL をお

送りします。

9:50～
開会挨拶：宗田健一（準備委員長）

会長挨拶：松本敏史（早稲田大学）

10:00 ～

11:55
オンライン形式 自由論題報告

１報告最大 35 分の報告・質疑・応答

10:00 ～

10:35

第 1 報告

司 会：潮清孝（中央大学）

報告者：村上敏也（金沢工業大学大学院）

「会計教育における同期・非同期型オン

ライン授業の実践」

10:40 ～

11:15

第 2 報告

司 会：加藤大吾（加藤大吾公認会計士

事務所）

報告者：飛田努（福岡大学） 「大学生に

よる高校生への授業実施による実践知か

ら形式知への移転の取り組み：福岡女子

商業高校との高大連携の事例」

第 3 報告

司会：小野正芳（千葉経済大学）

報告者：川端千暁（関西学院大学），櫛部

幸子（鹿児島国際大学） 「簿記教育にお

ける課題量の増加が教育効果に与える影

響 －covid-19 感染下のオンライン授業

におけるフィールド実験－」

11:20 ～

11:55

14:00～
17:00

オンライン理事会

終日 大会参加者資料確認期間

12:00～13:00：昼食・休憩

13:00～
13:30

会員総会

13:30～
14:00

スタディーグループ中間報告

司会：柴健次（関西大学）

「公会計教育研究プロジェクト」

研究代表者：松本敏史（早稲田大学）

14:00～14:30：休憩・参加者受付のための入室時間

14:30～
16:30

統一論題報告・討論（兼スタディーグル

ープ最終報告）

14:30～
＊時間は

目安です

統一論題報告：「中小企業人材に対する

管理会計・原価計算教育に関する研究」

司会・座長解題：飛田努（福岡大学）

14:40～
最終報告の概要説明

研究代表者：宮地晃輔（長崎県立大学）

14:50～
15:00

第 1 報告：竹田範義（長崎県立大学）

「長崎県における中小製造業の概要に

ついて」

15:00～
15:10

第 2 報告：宮地晃輔（長崎県立大学）

「株式会社亀山電機における BSC
（Balanced Scorecard）教育による組

織メンバーのモチベーション向上」

15:10～
15:20

第 3 報告：水島多美也（中村学園大学）

「A 社における会計情報システムの利

用と会計教育の考え方」

15:20～
15:30

第 4 報告：坂根純輝（長崎県立大学）

「大阪鋼管株式会社における原価計算

教育」

1530～
16:30

統一論題討論

座長：飛田努氏

パネリスト：宮地晃輔，竹田範義，

水島多美也，坂根純輝

16:30 閉会挨拶



事前応答形式による自由論題報告の資料閲覧期間

質問期間：2020 年 9 月  1 日(火)～8 日（火）17 時

回答期間：2020 年 9 月 11 日(金)～12 日（土）14 時

大会参加に関するご案内

大会参加登録サイト（以下から，お申込ください）

期間終了につき，URL は省略

事前質問サイトのご連絡

・自由論題報告

期間終了につき，URL は省略

・統一論題報告・討論（兼 SG 最終報告）

期間終了につき，URL は省略

事前応答形式による自由論題報告の質疑応答サイト

参加者のみへ別途ご連絡いたします。

参加費のご案内

今大会はオンライン開催ということで会場の使用料等が

かかっておりません。Zoom の契約や事務手数料など必要経

費が発生しておりますが，学会事務局より必要な大会補助

金をいただいております。つきましては，会員の皆様は，第

12 回全国大会への参加費は無料とさせていただきます。

非会員の方は，恐縮ですが以下の通り，参加費のお支払を

お願いいたします。大会参加登録サイトより，ご登録いただ

きましたら，振込先について，ご連絡いたします。

＊本学会非会員の方で第 12 回全国大会に参加される方は，

参加費を郵便局備え付けの振替払込用紙を用いて，通信欄

に「日本会計教育学会第 12 回全国大会」とご記入の上，9
月 7 日（月）までに次の口座にお振込みください。

振り込み手数料は恐縮ですがご負担ください。

準備委員会で振込みを確認後，Zoom の招待 URL をお送

りいたしますので，参加費を振込んだ後，大会参加登録サイ

トからのエントリーをお願いいたします。

会員 0 円

非会員 2,000 円

非会員の方で，参加費の領収書が必要な方は，準備委員

会までご連絡ください。なお，一旦，お振込みいただいた

参加費は，払戻しをいたしませんので，ご了承ください。

＊プログラムは，諸般の事情で変更する場合があります。

日本会計教育学会

第 12 回全国大会

統一論題

「中小企業人材に対する管理会計・

原価計算教育に関する研究」

2020 年 9 月 10 日(木)～12 日(土)

鹿児島県立短期大学

大会 Web サイト

http://www.jaaer.jp/meeting/12th/index.html

日本会計教育学会第 12 回全国大会準備委員会

連絡先

〒890-0005 鹿児島市下伊敷 1-52-1
  鹿児島県立短期大学 宗田健一研究室内

E-mail：省略

Tel：省略

16:45～
17:30

オンライン懇親会受付

17:00～
18:30

オンライン懇親会

事前応答形式（オンデマンドでの報告）

質問フォームを用いた質疑・応答

第 1 報告

報告辞退につき割愛

第 2 報告

報告者：山根 陽一（宇部工業高等専門学校）

「学習履歴から見た簿記初学者の特性に関する一考

察」

第 3 報告

報告者：竹中 徹（淑徳大学）

「会計教育におけるオンライン授業実践と課題」


