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日本会計教育学会第５回全国大会のご案内 

9 月 8 日（日）～10 日（火） 

長崎県立大学佐世保校（経済学部） 

統一論題：「会計リテラシーの普及と定着」 

日程：平成２５年９月８日（日）～平成２５年９月１０日（火） 
場所：長崎県立大学佐世保校（経済学部）（〒858-8580 佐世保市川下町 123） 

（代表電話 0956-47-2191） 
 

ごあいさつ 

 

会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

日本会計教育学会第５回全国大会を来る９月８日から１０日の３日間にわたり、長崎県

立大学（佐世保校）で開催させていただくこととなりました。今大会の統一論題テーマは

「会計リテラシーの普及と定着」で、４名の先生方にご報告を頂きます。一般社会から会

計の利活用に対する能力獲得への要求は高まっています。会計はますます注目されている

ということではないでしょうか。会計リテラシーは、今後ますますその社会的要請を高め

ることでしょう。会計の教育問題を探求する当学会にとって会計教育の基盤として重要な

課題である当テーマをさまざまに討議なされることが期待されます。このほか、今大会に

おいては、研究プロジェクトの中間報告１本と、自由論題での研究報告６本という多彩で

タイムリーな研究成果または問題提起を共有できる機会となりました。また、本学会顧問

である平松一夫先生のご尽力によりIAESB（国際会計教育基準審議会）議長であるPeter 
Wolnizer 教授（The University of Sydney Business School）による講演会が企画されて

おります。 
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。 

2013 年 7 月吉日 
日本会計教育学会第５回全国大会準備委員会 

                     大会準備委員長 竹田 範義 

                   （Tel 0956-47-6905 E-mail: takeda@sun.ac.jp） 

大会参加費・懇親会費・昼食代 

 

 本大会への参加費・懇親会費・昼食代は、当ご案内に同封させて頂きました払込取扱票

に必要な事項・金額をご記入頂きまして、お近くの郵便局にてお払込みを頂きますようお

願い致します。 

 

 １．大会 参加費       １，０００円 

 ２．懇 親 会 費        ５，０００円 

 ３．昼食弁当代 9月  9日  １，０００円 

４．昼食弁当代 9月 10日   １，０００円 

※ 本学周辺には食事ができる場所が少なく、弁当のご注文をおすすめします。 
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参加申し込みについて 

 

 当ご案内に同封させて頂きました払込取扱票に必要な事項・金額をご記入頂きまして、

お近くの郵便局にてお払込みを頂きますことで、本大会への参加申し込みとさせて頂きま

す。本大会へのご参加のためのお払込みは、８月２７日火曜日までにお願い申し上げます。 

また、払込取扱票に対する郵便局発行の受領書をもちまして領収書に代えさせて頂きます。 

 大会の円滑な運営にご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

大会プログラム 

 

９月８日（日） 

  15:00-17:30 理 事 会 （場所：佐世保ワシントンホテル２階「桜川」） 
  18:00-20:00 理事懇談会 （場所：佐世保ワシントンホテル２階「桜川」） 

長崎県佐世保市潮見町 12-7  TEL: 0956-32-8011 

９月９日（月） 

 参加受付 9:00～17:00 （場所：長崎県立大学１０１教室） 
 

10:00-10:30  研究プロジェクト中間報告（１０１教室） 
  司会   山下壽文 氏（佐賀大学） 
 「情報化時代の会計教育（中間報告）」主査 福浦幾巳 氏（西南学院大学） 
 
 10:30-11:10 会員総会（１０１教室） 
 
  11:10-11:30  Coffee & Tea（１０２教室） 
 
 11:30-12:40 自由論題報告（１０１教室）（各報告 35 分：質疑応答含む） 
  司会 菅原 智 氏（広島修道大学） 
  11:30-12:05 第１報告 

（１）岩崎千晶 氏・柴 健次 氏（関西大学） 
    「クリッカー“S-maqs”と Course Management System“CEAS”を活用した会

計教育のデザイン」 
  12:05-12:40 第２報告 

（２）Andrea Cilloni 氏（University of Parma, Italy） 
    “ Accounting Education in Italy and Europe ”（報告言語：英語） 
 
  12:40-13:30 ランチ（１０２教室） 
 本学周辺には食事ができる場所が少なく、弁当のご注文をおすすめします。（1,000 円） 
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13:30-13:40 開催校長崎県立大学経済学部長 石川雄一ご挨拶 
 

13:40-15:10  講演会(１０１教室)  Peter Wolnizer 教授 
      司会 平松一夫 氏（関西学院大学） 

Peter  Wolnizer 教授（IAESB（国際会計教育基準審議会）議長） 
（The University of Sydney Business School）  

講演テーマ： 
  “ Revisions of IESs - Implications and Opportunities for Accounting Education ” 
                  
  15:10-15:30  Coffee & Tea（１０２教室） 
 

15:30-17:10 統一論題 報告（１０１教室） 
統一論題：「会計リテラシーの普及と定着」 

座長 藤永 弘 氏（青森公立大学） 
  15:30-15:55 第１報告 
  （１）柴 健次 氏（関西大学） 
    「会計リテラシーの普及と定着の必要性」 
  15:55-16:20 第２報告 
  （２）籏本智之 氏（小樽商科大学）  
    「経営管理に役立つ教養会計の構築に向けて」 
  16:20-16:45 第３報告 
  （３）福浦幾巳 氏（西南学院大学） 
    「情報を利用したタックスマネジメントの教養会計の模索」 

16:45-17:10 第４報告 
（４）松本敏史 氏（早稲田大学） 

    「制度会計と会計教育－ 経営管理への応用 －」 
 

18:00-20:00 懇親会（場所：九十九島温泉 SASPA 大宴会場 会費 5,000 円） 
温泉の利用もできます。 

 
９月１０日（火） 

 参加受付 9:00-14:30  （場所：１０１教室） 
 

9:30-12:00 自由論題報告（１０１教室）（各報告 35 分：質疑応答含む） 
  司会 浦崎直浩 氏（近畿大学） 
   9:30-10:05  第１報告 

（１）菅原 智 氏・菅尾尚代 氏・政岡孝宏 氏（広島修道大学） 
    「「会計体操」を使った簿記教育の取り組みと効果」 
  10:05-10:40 第２報告 

（２）潮 清孝 氏（中京大学） 
    「「ペーパータワー」を用いた管理会計教育の取り組みとその効果」 

 
10:40-10:50  Coffee & Tea（１０２教室） 
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  司会 成川正晃 氏（高崎商科大学短期大学部） 

10:50-11:25  第３報告 
（３）神谷健司 氏 （法政大学） 

    「大学通信教育課程における会計教育の展開」 
  11:25-12:00  第４報告 

（４）飛田 努 氏 （福岡大学） 
    「模擬店出店を通じた会計教育の事例 
      〜福岡大学商学部における創業体験プログラムの取り組み〜」 
 
 12:00-13:00 ランチ（１０２教室） 
 本学周辺には食事ができる場所が少なく、弁当の注文をおすすめします。（1,000 円） 
 
 13:00-15:00 統一論題 討論と総括（１０１教室） 

統一論題：「会計リテラシーの普及と定着」 

        座 長  藤永 弘 氏（青森公立大学） 
        報告者  柴 健次 氏（関西大学） 
             籏本智之 氏（小樽商科大学） 
             福浦幾巳 氏（西南学院大学） 
             松本敏史 氏（早稲田大学） 
 
 
 15:00 閉会 
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長崎県立大学佐世保校（経済学部）へのアクセス 

長崎県立大学佐世保校（経済学部） http://sun.ac.jp/access/ 

〒858-8580 長崎県佐世保市川下町 123 TEL0956-47-2191 FAX0956-47-6941 

各所～JR佐世保駅 JR佐世保駅～大学 

JR博多駅から 

• JR特急で 1時間 40分 

• 高速バスで 1時間 50分 

JR佐世保駅から大学まで 

• 松浦鉄道(MR)で 30分 

MR 佐世保駅より乗車し大学駅で下

車徒歩 5分 

• 市営バスで 30分 

JR 佐世保駅前の市バス停留所で日野

経由又は日野大潟経由の相浦桟橋

行､真申(まさる)行のいずれかに乗車

し､大学前下車 

• 西肥(さいひ)バスで 30分 

JR 佐世保駅前の西肥バス停留所で､

日野経由の相浦桟橋行､大崎行のい

ずれかに乗車し､大学前下車 

• タクシーで 20分 

長崎空港から 

• 高速バスで 1時間 20分 

• ジャンボタクシーで 55分 
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ご宿泊先について 
 

１．開催校ご推薦宿泊先 

佐世保ワシントンホテル（TEL 0956-32-8011 〒857-0834 長崎県佐世保市潮見町 12-7） 

http://washington-hotels.jp/sasebo/ 

 

JR佐世保駅より徒歩 3分(佐世保駅前) 佐世保駅の東口から国道沿いの右手前方にございま

す。 

※ 佐世保ワシントンホテルのフロント（TEL 0956-32-8011）にお電話をして頂きまして、

「日本会計教育学会第５回全国大会の宿泊者」と申し出て頂ければ、1 泊朝食付税込で、 

５，９８０円（１泊朝食付税込）でご宿泊できます。ご予約は、各自でお願い致します。 

 

 

２．JR 佐世保駅・佐世保駅前バスセンター周辺のその他のホテル 

 

ご予約は各自でお願い致します。 

 

(1) 佐世保レオプラザホテル 

http://www.sasebohotel.com/leoplaza/index.html 

 

(2) 佐世保グリーンホテル 

http://www.sasebohotel.com/green/ 

 

(3) 佐世保第一ホテル 

 http://www.sasebodaiichi.com/index.html 
 

(4) ホテルリソル佐世保 

http://www.resol-sasebo.com/ 

 

(5) 東横イン佐世保駅前 

http://www.toyoko-inn.com/hotel/00187/ 

(6) 佐世保ターミナルホテル 

http://www11.ocn.ne.jp/~t-hotel/index.html 

 

-- 
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