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大会テーマ

簿記教育の現代的課題

会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと

お慶び申し上げます。

さてこのたび、中央大学多摩キャンパスにおきまして、

日本簿記学会第� 35回全国大会を開催させていただくこと

になりました。第� 35回という節目の大会を本学で開催で

きますことを、大変光栄に思っております。

現代の社会におきまして、簿記知識の習得およびそれ

に伴う簿記教育がますます重要になってきていると思われ

ます。本来、簿記の知識は、特定の領域や業務に関わる

人たちだけが必要とするものではなく、およそ社会生活を

営むすべての人にとって有用かつ必要であるといっても過

言ではありません。さらに、どの年齢層においても、人生

を生きていくうえで必ず簿記の知識が必要になってきます。

このように、簿記は非常に重要ですが、現在、わが国では、

簿記は主に商業学校および大学の商経関連学部において

専門科目として教育されていて、それ以外の人たちは簿

記に触れる機会がほとんどありません。それゆえ、国民

皆簿記を目指してわが国の教育制度を変革する必要があ

ると思われますが、その準備段階として、高校および大

学において簿記教育をどのように行うかということが喫緊

の重要課題となっております。

そこで、本大会の総合テーマを「簿記教育の現代的課

題」とさせていただき、本大会の統一論題も同様とさせ

ていただきました。そこにおきまして、簿記教育の今後の

あり方を検討することになっております。本大会のご報告

および議論者E通じて、今後、簿記研究がなおいっそう発

展することを願っております。

本大会はさらに、高校簿記教育懇談会、学会賞受賞講演、

研究部会報告、さらには様々な領域の自由論題報告も予

定しており、充実した内容となっております。多くの会員

の皆様のご参加を、準備委員一同心よりお待ち申し上げ‘

ております。
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13 ・00~15 :00 I学会賞審査委員会� 

[5号館2階� 5206教室]� 

15:00~17 :30 I理事会� [5号館2階� 5204A教室]� 

14:00~16:1 0I統一論題報告「簿記教育の現代的課題j 

[8号館3階� 8307教室]� 

14:00~14:05 

坂上学氏(法政大学)座長解題� 

14・05~14:35

吉田智也氏(中央大学)

「収益認識に関する会計基準と簿記処理J 

14:35~15 :05 

和田博志氏(近畿大学)


「損益振替仕訳の教育方法1
 

15:1O~15:40 

田中英淳氏(岐阜商業高等学校)

「高大接続における高等学校の簿記教育につ

いてJ 

1 5 :40~ 1 6: 1 0 

仲尾次洋子氏(名桜大学)

「簿記教育における高大連携の取り組み

一那覇商業高校初年次を対象として-J 

9:40~11 : 1 0I高校簿記教育懇談会� 

[5号館2階� 5202教室]

テーマ:r簿記教育の課題J

報告者川村義則氏(早稲田大学)

司会加瀬きょ子氏

(東京都立芝商業高等学校) 

11:OO~ 受付 [8号館3階 8307教室前]

(※会員控室1a:8308教室)� 

11: 1O~12:10 I(昼休み} 

12:10~13:10 I会員総会� [8号館3階� 8307教室]� 

13:20~13 :50 I学会賞受賞講演� 

[8号館3階� 8307教室1
講演者渡還泉氏

(大阪経済大学名誉教授)

司会島本克彦氏(大和大学)� 

16:15~17:45 1 研究部会報告 

[8号館3階� 8307教室]

司会ー梅原秀継氏(明治大学)� 

1 6 :20~16:45 

簿記理論研究部会� 

rAI時代のコンピュータ会計と簿記j

(部会長岩崎勇氏(九州大学)) 

16:50~1 7: 1 5 

簿記教育研究部会

「簿記講義j去に関する研究

~ティーチング・ティップスの作成~J

(部会長宗田健一氏

(鹿児島県立短期大学)) 

1 7:20~17 :45 

簿記実務教育部会

「非営利組織体の簿記に関する研究j

(部会長'小野正芳氏(千葉経済大学)) 

18 :00~19:30 I懇親会

[中央大学生協ヒルトップ2階]

※懇親会受付� :ヒルトップ2階懇親会会場手前



8 :50~ 受付 [8号館3階 8307教室前]

(※会員控室1o:8308教室) 

9:1 0~11 :50 I自由論題報告 (報告25分質疑10分)

第1会場 [5号館2階 5201教室]

第1・第2報告司会池田公司氏(甲南大学)  

① 9:10 ~ 9:45 
堀江優子氏(明星大学)

「特殊仕訳帳制についての考察j 

② 9・50 ~ 10:25 

増子敦仁氏 ・平津哲氏

(東洋大学 ・大原学園)

「税理土試験の現状と受験者数回復策j

第3・第4報告司会費野純子氏(関西大学)  

① 1 0:35 ~1 1:1 0 
新谷弥氏(札幌啓北商業高等学校)

「学びに向かう力を育てる簿記会計の指導法

研究自ら行動できる人材ヘ J 
④ 11:15 ~ 11 :50 

川崎定昭氏(公認会計士 -税理士) 

I実務の視点からの高大連携簿記教育への提案j

第2会場 [5号館2階 5202教室]

第1・第2報告司会 j甫崎直浩氏(近畿大学) 

① 9:10 ~ 9:45 
井奈波晃氏(中央大学大学院生)

「売却時価会計の計算構造

ースターリング会計理論を手がかりに -J 
② 9:50 ~ 1025 

高橋聡氏(西南学院大学)

「現行企業会計制度における売買目的有価証券

の会計処理j

第3・第4報告司会丸山佳久氏(中央大学)  

① 10:35 ~1110 

孔嫡龍氏(駿河台大学) 

I事業投資目的資産と金融投資目的資産の交差

分類J 
④ 11:15 ~ 1150 

藤浪英也氏(白鴎大学) 

I複式簿記の言語学的アプロ チJ

第3会場  [5号館2階 5203教室]

第十 第2報告司会 .菱山淳氏(専修大学) 

① 9:1 0 ~ 9・45

塚原慎氏(帝京大学)

「保険負債の簿記処理 ・会計上の表示に関する

一考察j 

② 950 ~ 1025 

小阪敬志氏(日本大学)

「段階的な支配等の得喪に伴う損益認識に関す

る一考察j

第3・第4報告司会 .佐々木隆志氏(一橋大学) 

①	 10:35 ~11 :10 
市川紀子氏・小野正芳氏

(駿河台大学 ・千葉経済大学) 

I我が国の収益認識会計基準の会計処理の諸問題J 
④ 11:15 ~ 11 :50 

西村昭一郎氏(元京都府立修行高等学校)

「収益認識に関する新会計基準への変更とその

帳簿記録と表示j

第4会場  [5号館2階 5204BC教室]

第十 第 2報告司会 :橋本武久氏(京都産業大学) 

① 9:10 ~ 9:45 

中野貴元氏(全国経理教育協会)

「太田哲三の簿記観 j 

① 9:50 ~ 10:25 
石川業氏(小樽商科大学)

「明治時代中期の企業定款にみる簿記のあり方

の認識・想定J

第3報告司会清水泰洋氏(神戸大学)  

① 1035~11: 1O 

山口峰男氏  (PwCあらた有限責任監査法人)

「企業報告の γeboof(1再起動J) 
~テクノロジーによる会計記録の役割変化j 

12 :00~13 :30 I統一論題討論 [8号館3階 8307教室]

座長坂上学氏(法政大学)

討論者 ー吉田智也氏(中央大学)

和田博志氏(近畿大学)

田中英淳氏(岐阜商業高等学校)

仲尾次洋子氏(名桜大学)



大会参加費・懇親会費等のご案内

【8月 24日(土)のご昼食について】 

8月 24日(土)は、大学生協がお休みですので、

食堂等がご利用いただけません。学会参加費等の

お払込みの際に、お弁当(￥1.000)をお申込みい

ただくか、各自ご準備頂きますようお願い申し上げ

ます。

【参加費・懇親会費について】

ご参加の方は、同封の郵便振替用紙に必要事項

をご記入のうえ、 8月 9日(金)までにお振込みを

お願いいたします。そのお振込みをもちまして参加

の申込みとさせていただきます。念のため、学会当

日は「振込払込請求書兼受領書」またはそのコピ

ーをど持参ください。

なお、振り込まれました大会参加費等につきまし

ては、不参加の場合でも返金に応じかねますので、

あらかじめど了承ください。

会 員 ￥4.000
大会参加費

(~ド会員 ￥5，000) 

事前振込 ￥4.000 
懇親会費

(当日支払 ￥5，000) 

【CPE単位認定のご案内】

本大会での報告・討論は、 CPE認定研修として

承認されており、次のとおり、 CPEの単位が認定さ

れます。

統一論題報告 2単位

研究部会報告 l単位

自由論題報告第 1~第 3 会場 : 4 報告の合計 2単位

自由論題報告第 4会場 :3報告の合計 2単位

統一論題討論 2単位

会爆へのアクセス

.交通アクセス

.多摩モノレール『中央大学 ・明星大学駅』直結徒歩  O分

※モノレールは下記の駅から接続しております。

・西武拝島線「玉川上水駅」 ・京王線「高幡不動駅J

・京王相模原線「京王多摩センター駅 J・JR中央線「立川駅J

・京王動物園線「多摩動物公園駅」
 

-小田急多摩線「小田急多摩センター駅」


.京王動物園線『多摩動物公園駅』から徒歩約 10分

.京王相模原線『京王多摩センター駅』下車、パス (13番バス

停)で約 12分

・小田急多摩線『小田急多摩センター駅』下車、 パス(1 3番バ

ス停)で約 12分
 

eJR中央線『嚢田駅』下車、パス(南口のりぱ)で約 15分


※公共交通機関のご利用をお願い申し上げます

-地図(キャンパスマップ) 

01号館(本部棟 @ 10号館(通信教育部棟)
 

~ 2 号館(総合研究棟、他 íD 11号館(総合政策学部棟)
 

@)3号館(文学部総合棟 @ ヒルトップ '78(生協、各種食堂、喫茶庖)
 

04号館(サークル棟 @ 多摩モノレール「中央大学 ・明星大学』駅
 

05号館(商学部棟 aパスターミナル
 

@6号館(法学部棟 @ 北門(京王線「多摩動物公園 J駅方面)
 

87号館(経済学部練 @ 正門
 

@8号館(大教室棟)
 

09号館(クレセントホール)





