第３会場 本館３F 302教室
司会 杉田 武志 氏 (大阪経済大学)
・9:30-10:00
笹田 博 氏 (元佛教大学大学院)
「大石内蔵助の「預置候金銀請拂帳」－マリア十五玄
義図」との関係について－」
・10:05-10:35
佐潟 直弥 氏 (EY新日本有限責任監査法人)・首藤
洋志 氏 (文教大学)
「管理会計領域におけるAI及びビッグデータ活用に
関する考察」
・10:40-11:10
倉地 孝幸 氏 (昭和電設株式会社)
「投資のリスクからの解放概念の適用のあり方に
関する違和感～売買目的有価証券とその他有価証
券の会計処理との関係性からの考察～」

≪日本公認会計士協会ＣＰＥ認定研修のご案内≫
以下のプログラムは，
日本公認会計士協会ＣＰＥ認定研修
となっております。参加ご希望の方は，お申込みの際，該当
箇所にチェックされ，大会当日,受付で研修登録番号等の記入
をお願いします。
研修テーマ

履修単位

統一論題報告

2 単位

統一論題討論

2 単位

≪日本税理士会連合会後援研修のご案内≫
以下のプログラムは，日本税理士会連合会後援研修とな
っております。参加ご希望の方は，お申込みの際，該当箇所
にチェックをお願いします。大会当日,受付で登録番号等の記
入をお願いします。
研修テーマ

履修時間

統一論題報告

2.0 時間

統一論題討論

2.0 時間

≪参加申込・参加費について≫
・ご参加の方は，以下のURLから，8月7日(日)までに
お申し込みください。
URL：https://forms.gle/aA8RpiQghhnYTfqy5
・参加費のお支払いは，大会当日，多目的ホール前の受付
にて現金払いでお願いします（領収書をお渡しします)。

11:20-12:55 統一論題討論
本館１F 多目的ホール
座長
桑原 正行 氏 (駒澤大学)
討論者 原 俊雄 氏 (横浜国立大学)
石光 裕 氏 (京都産業大学)
加藤 大吾 氏 (公認会計士)

会 員 1,000円

非会員 3,000円

・大会当日，名刺を１枚ご持参ください(名札として利用
させていただきます)。

12:55- 閉会によせて
準備委員長挨拶 澤登 千恵 (大阪産業大学)
以上

感染拡大防止のためのご協力のお願い
・体調がすぐれないときは欠席してください。
・会場の入り口に消毒液を設置します。
・会場内ではマスクを着用してください。
・換気のために，扉や窓を開放します。
・報告教室内では食事はできません。飲食できる控室
（本館 3F 303)を準備しています。

≪会場について≫
・会場は，大阪産業大学中央キャンパス本館１F多目的ホ
ール，本館3F301/302です。
・夏期休業期間中のため，学内の各食堂・コンビニ等
は営業しておりません。また，「住道」駅から発車す
るスクルーバスの運行もございません。JR学研都市線「住
道」駅下車後，近鉄バス北側バスロータリー「住道駅前」
から乗車し，「産業大学前」で下車してください（詳細は
別紙「会場へのご案内」をご覧ください）。
・本学は「eduroam」に参加しております。会場内では，
ご所属の機関で発行されるアカウントとパスワードで，無
線LANに接続できます。

日本簿記学会
第38回全国大会
統一論題

簿記教育と会計基準
2022年 (令和4年)
8月20日(土) 21日(日)
大阪産業大学 中央キャンパス
本館 (11号館)

状況に応じてスケジュール等に変更の可能性
がございます。変更が生じましたら，学会ホー
ムページよりお知らせいたします。
報告者をはじめご参加いただく会員の皆様にはご
迷惑をおかけすることもあろうかと思いますが，そ
の節は何卒ご容赦ください。

日本簿記学会第38回全国大会準備委員会
〒574-8530
大阪府大東市中垣内3丁目1-1
大阪産業大学経営学部 澤登千恵研究室
Email jba2022osu@gmail.com

ご 挨 拶
盛夏の候，本学会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。
さて,このたび,日本簿記学会第38回全国大会を，大
阪産業大学にて開催させていただくことになりました。
昨今，新収益認識基準が導入され，会計基準の変化
に伴い，簿記教育をどのように対応させるべきかにつ
いて問われています。
そこで本大会では，統一論題を「簿記教育と会計基
準」とさせていただきました。会計基準が変化する中
での簿記教育のあり方について，簿記教育の本質，変
化に伴って必要となった工夫など，多面的にご議論い
ただき，上記論題を考える機会とさせていただきたく
存じます。座長には桑原 正行氏 (駒澤大学)を迎え，
原 俊雄氏 (横浜国立大学)，石光 裕氏 (京都産業大
学)，加藤 大吾氏 (公認会計士)にご登壇いただき，
ご議論いただきます。
さらに，高校簿記教育懇談会では，泉 宏之氏 (横浜
国立大学)に「簿記教育における２つの要点－複式記入
の本質と簿記一巡の手続－」としてご講演いただき，
その後は，峯 正哉氏 (徳島県立海部高等学校)の司会
により，質疑応答をさせていただきます。
新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況の
中，大変ご多忙とは存じますが，より多くの会員の皆
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。
令和4年7月吉日
日本簿記学会第38回全国大会準備委員会
委員長 澤登 千恵 (大阪産業大学)
委 員 二村 雅子 (大阪産業大学)
石光 裕 (京都産業大学)
橋本 武久 (京都産業大学)
兵頭和花子 (兵庫県立大学)
松下 真也 (京都産業大学)
松田有加里 (滋賀大学)

プログラム
学会賞審査委員会 (7月24日に実施)
理事会 (8月6日に実施)

8月21日(日) 本館１F 多目的ホール
／本館３F 301／本館３F 302
9:30-11:10 自由論題報告
(各30分：報告25分，質疑応答5分)

8月20日(土) 本館１F 多目的ホール
10:30-12:00 高校簿記教育懇談会
「簿記教育における２つの要点－複式記入の本質と簿
記一巡の手続－」
講演者 泉 宏之 氏 (横浜国立大学)
司会 峯 正哉 氏 (徳島県立海部高等学校)
13:00-13:05 開会によせて
会長挨拶 泉 宏之 氏 (横浜国立大学)
13:05-14:00 会員総会
14:10-15:50 統一論題報告「簿記教育と会計基準」
・14:10-14:20
座長解題 桑原 正行 氏 (駒澤大学)
・14:20-14:50
第１報告 原 俊雄 氏 (横浜国立大学)
「財務報告の展開と簿記教育」
・14:50-15:20
第２報告 石光 裕 氏 (京都産業大学)
「簿記教育における帳簿組織と会計基準」
・15:20-15:50
第３報告 加藤 大吾 氏 (公認会計士)
「会計基準と会計実務を融合させた簿記教育の実践
－リース取引に関する会計基準を題材に－」
16:00-17:00 研究部会報告
司会 橋本 武久 氏 (京都産業大学)
・16:00-16:30 簿記理論研究部会
部会長 吉田 智也 氏 (中央大学)
「新会計基準等が想定する帳簿記録と会計情報の研
究」
・16:30-17:00 簿記教育研究部会
部会長 清水 泰洋 氏 (神戸大学)
「簿記のオンライン教育に関する研究」

第１会場 本館１F 多目的ホール
司会 坂上 学 氏 (法政大学)
・9:30-10:00
板橋 雄大 氏 (東京経済大学)
「ブロックチェーン時代における簿記会計システム
－「利速」概念の導入を中心として－」
・10:05-10:35
小澤 圭都 氏 (早稲田大学大学院)
「複式簿記における基本性質の代数学的証明：ブロ
ックチェーンへの応用を念頭に」
・10:40-11:10
松下 真也 氏 (京都産業大学)
「仕訳データの異常検知における複式記入の相互参
照の意義と課題」
第２会場 本館３F 301教室
司会 岩崎 勇 氏 (大阪商業大学)
・9:30-10:00
金子 友裕 氏 (東洋大学)
「消費税額の簿記処理に関する考察」
・10:05-10:35
渡邉 圭 氏 (千葉商科大学)
「個人事業主会計に関する一考察」
・10:40-11:10
櫻井 康弘 氏 (中央大学)
「取引処理システムと商品売買取引処理の関係－実
態調査にもとづいて－」

