
【ご挨拶】 

 皆様はじめまして。このたび本大会準備委員長を仰

せつかりました大阪経済法科大学島本克彦と申しま

す。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 きたる 2022 年 10 月 15 日（土）～16（日），日本

会計教育学会第 14 回全国大会が兵庫県姫路市男女共

同参画推進センター（あいめっせ）にて開催されます。 

 さて，新型コロナウイルス感染症に係る治療薬が特

例承認されるなど少しずつ明るい兆しが見えてきて

はおりますが，一日も早くこの事態が終息し，平穏な

生活を取り戻せるよう切に願っております。 

 今大会の統一論題は，「アフターコロナの会計教育」

です。新型コロナウイルス感染の影響下での会計教育

の現状と改善・充実をはかるための方策や提言につい

て議論する機会を提供したいと考えています。 

 コロナ感染に伴い，いろいろな問題点を残しながら

も遠隔授業への取り組みもなされてきています。次世

代を育成する教育を考えるために，会計教育の振り返

りと展望を見据えることがとりわけ重要であると考

えます。 

 本大会が皆様にとりまして有意義な大会となるこ

とを祈念し，私からのご挨拶とさせていただきます。 
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2022 年 10 月 15 日（土） 

11:30～ 

 16:10 

学会参加者受付 

オンライン参加の方： 

 Zoom招待 URL等をお送りします。 

現地参加の方： 

 受付（3階ホール）へお越しください。 

12:00～ 

 12:10 

開会挨拶：島本 克彦 氏（準備委員長） 

会長挨拶：松本 敏史 氏（早稲田大学） 

12:10～ 

 12:50 

会員総会 

 

13:00～ 

 14:00 

スタディーグループ 最終報告Ⅰ 

研究代表者：松本 敏史 氏（早稲田大学） 

「公会計教育研究プロジェクト」 

委員：石田 晴美 氏（文教大学）, 

   小林 麻理 氏（早稲田大学）, 

   柴  健次 氏（関西大学）, 

   島本 克彦 氏（大阪経済法科大学）, 

   竹中  徹 氏（淑徳大学）, 

   飛田  努 氏（福岡大学）, 

   宮地 晃輔 氏（長崎県立大学） 

14:10～ 

 16:10 

統一論題報告(スタディーグループ 最終報

告Ⅱ) 

 「アフターコロナの会計教育」 

 

司会者・研究代表者 竹中 徹 氏（淑徳大学） 

 

報告者： 

 梶原 太一 氏（高知県立大学） 

 「遠隔授業時代の大学会計教育」 

 

 櫛部 幸子 氏（大阪学院大学）, 

 宗田 健一 氏（鹿児島県立短期大学）, 

 山脇 香織 氏（淑徳大学） 

 「遠隔授業時代の高校会計教育」 

 

 村上 敏也 氏（金沢工業大学） 

 「遠隔授業時代の会計教育教授法」 

2022 年 10 月 16 日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

8:50～ 

 12:00 

学会参加者受付 

オンライン参加の方： 

Zoom招待 URL等をお送りします。 

現地参加の方：受付へお越しください。 

9:20～ 

 9:40 

自由論題報告 第 1報告 

司会者：潮  清孝 氏（中央大学） 

報告者：山根 陽一 氏（宇部工業高等専門学校） 

「多変量解析を用いた簿記初学者の特性に関

する分析」 

9:40～ 

 10:00 

自由論題報告 第 2報告 

司会者：川村  暁 氏（岩手大学） 

報告者：山矢 和輝 氏（帝京大学） 

「BI システムを用いた会計データ分析教育

の試行」 

10:10〜 

 10:30 

自由論題報告 第 3報告 

司会者：工藤 栄一郎 氏（西南学院大学） 

報告者：高瀬  央 氏（武蔵野大学）, 

    鷹野 宏行 氏（武蔵野大学）, 

    船越 洋之 氏（武蔵野大学）, 

    榮田 悟志 氏（武蔵野大学） 

「会計教育における教育機器の変遷に関する

近現代史研究～そろばんから電卓への移行期

を中心に～」 

10:30〜 

 10:50 

自由論題報告 第 4報告 

司会者：仲尾次 洋子 氏（名桜大学） 

報告者：飛田  努 氏（福岡大学） 

「PBL は高校生の会計リテラシーにいかに

影響するか？：高大連携授業の効果測定を基

礎として」 



 

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） 

 URL：https://forms.gle/39PBg3furDJRNhRP6 

 

＊ご登録後，準備委員会より，メールでご連絡を差

し上げます。連絡のない場合は，準備委員会までそ

の旨，ご連絡ください。 

  登録は 10月 10日（月）までにお願いします。 

 

報告資料・動画サイト 

 今大会は，対面とオンラインによるハイブリッド

開催となっております。報告資料・オンデマンド動

画については，オンライン上で事前に閲覧をお願い

します。なお、サイトURLについては、参加登録さ

れた方にメールでご連絡いたします。 

 

 

 

 

参加費のご案内 

 

参加を希望される方は，参加費のお支払をお願いいたし

ます。参加費をお支払いの際，参加者氏名がわかる形でお振

込みください。なお，ご氏名の頭に，「14」と入れていただ

けると入金確認作業上，大変助かります。ご協力のほどお願

いいたします。 

  

（例）14 姫路太郎（ご氏名） 

  

 参加費 

会 員 2,000円 

非会員 5,000円 

 

銀 行 名 播州信用金庫（バンシュウシンヨウキンコ） 

     本店営業部（ホンテンエイギョウブ，店番 011） 

口座種別 普通預金 

口座番号 0488054 

口座名義 島本克彦（シマモトカツヒコ） 

 

＊恐縮ですが，振り込み手数料はご負担ください。 

＊お支払いは，10月 6日（木）までにお願いします。 

＊参加費の請求書・領収書が必要な方は，準備委員会ま

で，メールにてご連絡ください。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。 

 

会場アクセスに関するご案内 

会場：姫路市男女共同参画推進センター（あいめっせ） 

    3階ホール 

住所:〒670-0012 姫路市本町 68番地 290 

    イーグレひめじ 3階 

電話番号：079-287-0803 

 

＊JR姫路駅または山陽電鉄姫路駅から 

 御幸通りを北へ徒歩 15分 
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日本会計教育学会 
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連絡先 

E-mail：k-shimamoto@keiho-u.ac.jp 

 

 

〒670-0012 

兵庫県姫路市本町 68番地 290 

イーグレひめじ 3階 

11:00～ 

 12:00 

統一論題討論 

 「アフターコロナの会計教育」 

座 長：竹中 徹 氏（淑徳大学） 

 

討論者： 

 梶原 太一 氏（高知県立大学） 

 櫛部 幸子 氏（大阪学院大学） 

 宗田 健一 氏（鹿児島県立短期大学） 

 山脇 香織 氏（淑徳大学） 

 村上 敏也 氏（金沢工業大学） 

12:00～ 閉会挨拶：島本 克彦 氏（準備委員長） 

https://forms.gle/39PBg3furDJRNhRP6

