
【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

せつかりました仙台青葉学院短期大学の鈴木一樹と申

します。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 きたる 2021 年 10 月 16 日（土）～17 日（日），日

本会計教育学会第 13 回全国大会が本学長町キャンパ

スにて開催されます。 

 さて，世間では新型コロナウイルスが依然として猛

威を振るっており，皆様方におかれましてはご心労の

絶えない日々をお過ごしのことと拝察いたします。 

 ワクチン接種が進むなど少しずつ明るい兆しが見え

てきてはおりますが，一日でも早くコロナ禍が収束す

ることをただ願うばかりです。 

 今大会の統一論題は「会計教育の遺伝子」です。こ

の激動する時代にあって，会計を学び教える中で変わ

らぬもの・変わるものを，歴史と自然と都市が調和す

る杜の都・仙台を舞台に，「会計教育の遺伝子」とし

て想いを巡らせていただく機会としていただければ幸

甚です。 

 コロナ禍においては，様々な制約が課され何事にも

消極的になりがちですが，こうした時だからこそ歩み

を止めないことが何より重要であると考えます。 

 その意味では，こうした状況の下で大会を開催する

ことは非常に大きな意味を有することであると思いま

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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12:30 ～

16:45 

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： 

B 棟１階の受付へお越しください。 

12:30 ～ 
開会挨拶：鈴木 一樹 氏（準備委員長） 

会長挨拶：松本 敏史 氏（早稲田大学） 

12:40 ～ 

自由論題報告 第 1 報告 

司会者：金子 友裕 氏（東洋大学）   

報告者：梶原 太一 氏（高知県立大学） 

「学習者中心の教育パラダイムに基づく

貸借対照表の学習および教育」 

13:15 ～ 

自由論題報告 第 2 報告 

司会者：杉本 徳栄 氏（関西学院大学） 

報告者：孔 炳龍 氏（駿河台大学）  

「大学院生に対する会計学教育について」 

13:50 ～ 

自由論題報告 第 3 報告 

司会者：福浦 幾巳 氏（西南学院大学） 

報告者：潮 清孝 氏（中央大学）・加納  

慶太 氏（県立広島大学）  

「クラウド会計を用いた教育実践：事例

にもとづく論点探求（仮）」 

14:25 ～ 

自由論題報告 第 4 報告 

司会者：宮地 晃輔 氏（長崎県立大学） 

報告者：岡崎 一浩 氏（愛知工業大学（名誉）） 

「ERP 教育の意義と諸問題」 

15:00 ～ 

自由論題報告 第 5 報告 

司会者：島本 克彦 氏（大阪経済法科大学） 

報告者：工藤 栄一郎 氏（西南学院大学）・

柴 健次氏（関西大学）  

「明治初期における大阪の商業教育」 

15:40 ～ 

スタディーグループ 中間報告 Ⅰ 

司会者：柴 健次 氏（関西大学） 

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」 

16:15～ 会員総会 

8:30 ～ 

13:00 

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： 

B 棟１階受付へお越しください。 

9:00 ～ 

自由論題報告 第 6 報告 

司会者：猪熊 浩子 氏（武蔵大学） 

報告者：小澤 義昭 氏（桃山学院大学）  

「米国公認会計士試験改革と大学会計教育

の変化及びわが国への影響」 

9:35  ～ 

自由論題報告 第 7 報告 

司会者：堀江 正之 氏（日本大学） 

報告者：関川 正 氏（日本公認会計士協会  

JICPA リサーチラボ）・木村 加奈子 氏（日

本公認会計士協会 JICPA リサーチラボ） 

「プロフェッショナルの倫理観の育成をめ

ぐる言説の探索的分析－公認会計士の資質・

能力に関する他分野プロフェッショナルへ

のインタビューをもとに－」 

10:10 ～ 

統一論題報告 「会計教育の遺伝子」 

  

司会者：梶原 太一 氏（高知県立大学） 

 

報告者： 

田代 景子 氏（東海学園大学） 

「原価計算教育の遺伝子に関する一考察」 

 

藤田 晶子 氏（明治学院大学） 

「簿記・会計の歴史から考える会計教育の 

遺伝子」 

 

清村 英之 氏（沖縄国際大学） 

「中学校・高等学校における簿記・会計教育」 



 

 

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/bL19rd2Yxm3B4uCs5  

  ＊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 8 日（金）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，オンライン上で閲覧をお願いします。 

閲覧サイト： 

URL：http://www.jaaer.jp/meeting/13th/  

＊アクセスの ID，PW 等については，参加登録さ

れた方にメールでご連絡いたします。 

 

現地受付場所，大会会場 

 受付：長町キャンパス B 棟１階 

 会場：長町キャンパス B 棟６階 B601 大講義室１ 
 

  
 

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，「13」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）13 宮城 青葉 

  

 参加費 

会 員 1,000 円 

非会員 3,000 円 

 

振込先 

銀 行 名 七十七銀行 南町通支店 

（ｼﾁｼﾞﾕｳｼﾁ）（ﾐﾅﾐﾏﾁﾄﾞｵﾘ） 

口座種別 普通預金 

口座番号 5022965 

口座名義 株式会社 数理計画 

（ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ｽｳﾘｹｲｶｸ） 

＊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 8 日（金）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（仙台青葉学院短期大学長町キャンパス）までの

アクセスは以下のサイトをご覧ください。 

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/access/nagamachi.php 

＊JR 仙台駅から JR 長町駅：約 5 分 

JR 長町駅（西口）より徒歩 8 分 

＊地下鉄仙台駅から地下鉄長町駅：約 8 分 

地下鉄 長町駅（北口２ないし南出口１）より徒歩 5 分 
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11:20  ～ 

スタディーグループ 中間報告 Ⅱ 

司会者：石田 晴美 氏（文教大学） 

研究代表者：竹中 徹 氏（淑徳大学） 

「遠隔授業時代の会計教育」 

11:55 ～ 

 13:00 

 

統一論題討論 「会計教育の遺伝子」 

 

座 長：梶原 太一 氏（高知県立大学） 

討論者： 

田代 景子 氏（東海学園大学） 

藤田 晶子 氏（明治学院大学） 

清村 英之 氏（沖縄国際大学） 

 

13:00 ～ 閉会挨拶：鈴木 一樹 氏（準備委員長） 
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