ご挨拶

参加申込

第 37 回関東部会プログラム

会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上
げます。さて、このたび神奈川大学におきまして、日本簿記学会第
37 回関東部会を開催させていただくことになり、まことに光栄に
存じます。
本部会の統一論題は「複式簿記再考 複式簿記とは何であり、何
であり得るか」といたしました。座長の原俊雄氏（横浜国立大学）
のもと、報告者に中野貴元氏（全国経理教育協会）
、本間正人氏（秀
明大学）
、吉田智也氏（中央大学）をお迎えし、企業会計以外の場に
おける複式簿記活用の実態とその効果についてご報告いただくと
共に、皆様との忌憚のない討論を期待しております。また、統一論
題関連講演として、上野清貴氏（松蔭大学教授，長崎大学名誉教授）
に「複式簿記の可能性と将来」と題したご講演を、さらに平野智久
氏（福島大学）との対話・討論を行っていただく予定です。
本部会が、この変化の激しい時代において、複式簿記について今
一度立ち止まって熟慮する契機となれば幸いです。なお、以下のご
連絡でも述べますが、開催方法の変更等があり得ます。会員の皆様
には、何かとご不便をおかけすると存じますが、どうかご寛容のほ
どお願い申し上げます。
ご連絡
本部会は、対面開催を基本としております。しかしながら、昨今
の状況下では、オンライン開催への変更を余儀なくされる可能性も
高くなっております。神奈川大学の学内施設使用許可は、まん延防
止等重点措置以上の措置が神奈川県および横浜市に適用された場
合、または大学が独自に外部者の入構に対して禁止措置をとった場
合、その時点で取り消され大学への入構が禁止されます。
そこで、以下のような対応をとることを、皆様にご連絡致します。
・6 月 26 日（土）が上記諸措置の適用外：対面開催を予定通り実施
・6 月 26 日（土）が上記諸措置の適用日：オンライン開催に変更
※学会 HP に、部会開催に関する最新情報を逐次アップ致します。
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12:45 受付開始（3 号館 3 階 3-305 講堂前）
13:30 – 13:35 開会の挨拶
13:35 – 13:40 会長ご挨拶
統一論題報告
13:40 – 13:50 座長解題
原 俊雄氏（横浜国立大学）
13:50 – 14:20 第 1 報告
中野貴元氏（全国経理教育協会）
「宗教法人会計における複式簿記」
休憩

ご参加を希望される方は、下記 E メールアドレス宛に、件名を
「関東部会参加申込」としたうえで、本文に、①ご氏名、②ご所属、
③参加申込 E メールアドレス、④会員・非会員の種別、⑤CPE 研
修または税理士会研修の別、をご記載いただき、6 月 16 日（水）ま
でに送信してください。関東部会への参加は、下記 E メールでの受
信をもって確認させていただきます。
jba2021kanagawa@gmail.com
対面開催の場合
部会開催会場：神奈川大学横浜キャンパス 3 号館 3 階 3-305 講堂
（詳細は裏面を参照のこと）
参加費
会 員 1,000 円

14:30 – 15:00 第 2 報告
本間正人氏（秀明大学）
「日本陸軍における複式簿記」
15:00 – 15:30 第 3 報告
吉田智也氏（中央大学）
「地方公会計における複式簿記」
休憩
15:40 – 16:40 統一論題関連講演
講演者：上野清貴氏（松蔭大学教授，長崎大学名誉教授）
「複式簿記の可能性と将来」
司会・対話者 平野智久氏（福島大学）

非会員 3,000 円（事前振込 2,000 円）
・参加費は当日受付にてお支払いください。なお、非会員の方は、
オンライン開催の場合と同様、事前に 2,000 円を振込んでいただき
ます。したがって対面開催の場合、会員・非会員とも、受付で 1,000
円をお支払いいただくことになります。
・部会当日は、名札として使用する名刺を１枚ご持参ください。
オンライン開催に変更の場合
Zoom 関東部会 URL：6 月 26 日（土）12：45 より
https://zoom.us/j/98708731200?pwd=UkJFUXpIU0UyOFJzSVlQ
MHdTUyt4dz09

休憩
16:50 – 17:50 統一論題討論会
座 長：原 俊雄 氏（横浜国立大学）
討論者：中野貴元 氏（全国経理教育協会）
本間正人 氏（秀明大学）
吉田智也 氏（中央大学）
17:50 閉会の挨拶

ミーティング ID: 987 0873 1200
パスコード: 283569
・上記 URL 等は、オンライン開催に変更の場合、先の③参加申込
E メールアドレス宛に事務局より送信致します。
参加費
会 員 無料
非会員 2,000 円（事前振込）

会 場（対面開催の場合）
神奈川大学横浜キャンパス・3 号館 3 階 3-305 講堂
TEL：045-481-5661（代）
所在地：〒221-8686 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 3-27-1
アクセス

3 号館↓

日本公認会計士協会 CPE 認定研修
本部会のプログラムは、日本公認会計士協会の CPE 認定研修と
なっています。認定をご希望の方は、参加申込時に必要事項の記入
をお願いします。出欠は、対面開催の場合は受付で、オンライン開
催の場合はアクセスログ等をもって確認します。
報告・関連講演・討論会
統一論題報告
統一論題関連講演
統一論題討論会

履修単位
２
１
１

日本税理士会連合会が後援する研修

日本簿記学会
第 37 回関東部会
2021 年 6 月 26 日（土）

統一論題

複式簿記再考

〇
本部会のプログラムは、日本税理士会連合会が後援する研修とな
っており、受講時間算入されます。参加をご希望の方は、参加申込
時に必要事項の記入をお願いします。出欠は、対面開催の場合は受
付で、オンライン開催の場合はアクセスログ等をもって確認します。

●東急東横線「白楽駅」または「東白楽駅」下車 徒歩 13 分
●横浜駅西口場バスターミナルから横浜市営バスを利用の場合、
（東神奈川駅西口経由）
【1 番乗車場 36 系統】菅田町／緑車庫前行 約 14 分
―「神奈川大学入口」または「六角橋西町」下車
【1 番乗車場 82 系統】八反橋／神大寺入口行 約 14 分
―「神奈川大学入口」または「六角橋西町」下車
●片倉町駅前（横浜市営地下鉄）より横浜市営バス利用の場合
【2 番乗車場 36・82 系統】東神奈川西口／横浜駅西行 約 6 分
―「六角橋西町」または「神奈川大学入口」下車
※駐車場がありませんので自家用車の利用はご遠慮ください。なお、
横浜駅西口のタクシー乗り場から横浜キャンパス正門までの利用
（約 10 分、1,000 円前後）もおすすめです。

報告・関連講演・討論会
統一論題報告
統一論題関連講演
統一論題討論会

複式簿記とは何であり、何であり得るか

履修時間
1.5 時間
1 時間
1 時間

【お願いとご注意】
・日本公認会計士協会の CPE 認定研修ならびに日本税理士会連合
会の後援研修として参加される場合、対面開催かオンライン開催か
に関わらず、各報告・関連講演会・討論会を途中退席することはで
きませんので、この点ご了承ください。
・非会員の方には、開催方法いかんに関わらず、事前に 2,000 円の
参加費の振込をお願いします。振込先等の情報は、裏面の③参加申
込 E メールアドレス宛にお伝えします。いったん振込まれた参加費
は返金には応じかねますので、あらかじめご了承ください。なお、
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。

後援：日本税理士会連合会
日本簿記学会第 37 回関東部会準備委員会
準備委員長
戸田 龍介
〒221-8686 横浜市神奈川区六角橋 3-27-1
神奈川大学経済学部 戸田龍介研究室内
E-mail：todar001@kanagawa-u.ac.jp

