＜第 3 会場＞

EE-105

キャンパスマップ（イーストゾーン：文系地区）

日本会計史学会
第 38 回大会

司会： 山田 康裕 氏（立教大学）
10:30～11:20

岡嶋 慶 氏（拓殖大学）

「アメリカ監査規制と自主規制
－PCAOB の創設とその歴史的意義－」
11:30～12:20

石井 明 氏（元横浜商科大学）

2019 年 10 月 26 日（土）
・27 日（日）

「19 世紀後半、および 20 世紀初頭に生成した
アメリカ鉄道におけるリース資本化の考察」

大会テーマ
12:30～13:30

EE-208

新旧役員会

「会計史研究の方法」
於 九州大学 伊都キャンパス
（イーストゾーン：文系地区）

＜アクセスのご案内＞
福岡空港または博多駅から福岡市営地下鉄（JR 筑肥線乗入れ）
「筑前前原」または「西唐津」行きに乗車し、JR「九大学研都市」
駅で下車。その後、駅北口より昭和バス①、②または④番のりば
から「九大総合グラウンド」または「九大東ゲート」行きに乗車
し、
「九大イーストゾーン」バス停で下車。会場まで徒歩 1 分。

81 イースト 2 号館、○
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84 ビッグスカイ
○

※生協食堂やカフェ等は土曜日も一部営業しております。
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(1) 参加費・懇親会費は次のとおりです。
参加費： 3,000 円（当日参加 4,000 円）
懇親会費：4,000 円（当日参加 5,000 円）
(2) 本大会にご参加の先生は、同封の郵便振替用紙に

昭和バス（九大学研都市駅北口）

必要事項をご記入のうえ、2019 年 10 月 10 日（木）

④のりば 学園通経由（所要時間 13 分）

までにお振込みください。お振込みをもちまして参

①のりば 周船寺経由（所要時間 20 分）

加の申し込みとさせていただきます。

②のりば 横浜西経由（所要時間 16 分）
※③のりば九大方面行きのバスはウェストゾーン（理系地区）
直行です。このバスにご乗車の際は「九大ビッグオレンジ」
バス停で下車してください。バス停からイースト 2 号館ま
では、学園通を横断し、中央図書館のエスカレーターを上っ
て徒歩 10 分です。

(3) 振り込まれました参加費等につきましては、不参
加の場合でも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、念のため、振込受領書ま
たはその写しを大会当日にご持参ください。

日本会計史学会第 38 回大会
準備委員会
〒819-0395 福岡市西区元岡 744
九州大学経済学研究院 大石桂一研究室
E-mail：oishik@econ.kyushu-u.ac.jp

ご挨拶

大会プログラム

会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、このたび九州大学伊都キャンパスにて、日本会計史学会
第 38 回大会を開催させていただくこととなりました。

2019 年 10 月 27 日（日）

＊ EE で始まる教室はイースト 2 号館です。

9:00～10:30

EE-617

役員等選挙管理委員会

現在、会計研究の対象は拡大し、研究方法やアプローチも多様
になっています。そうした中、日本の会計研究においては、近年、
その方法論の重要性が声高に叫ばれています。会計史研究も例外
ではなく、むしろ会計史研究こそが、その方法論を問い直すべき
ときに来ているとさえいえるかもしれません。そうした状況を踏

社系協働研究・教育コモンズとの共催イベントとして、
「社会科学

2019 年 10 月 26 日（土）
10:00～10:30

年報編集委員会

EE-201

10:30～11:30

学会賞審査委員会

EE-202

11:30～12:45

役員会

EE-208

12:00～17:30

参加者受付

準備委員会一同、今回の第 38 回大会における研究成果の発表
と討論が日本の会計史研究の発展の一助となることを祈念して
おります。会員の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
2019 年 9 月吉日

大講義室Ⅰa ロビー

準備委員長 岩崎 勇
準備委員

小津 稚加子・大石 桂一・潮﨑 智美

＜役員等選挙のご案内＞
今大会におきましては役員等の選挙が行われます。
役員等選挙投票受付 10 月 26 日（土） 14:00～18:00
受付・投票所
大講義室Ⅰb

9:30～10:20

山下 修平 氏（秀明大学）

「戦時期における会計実務の満洲への展開
－製紙業における勘定科目の標準化を事例に－」
10:30～11:20

山田 ひとみ 氏（聖学院大学）

「GHQ『財務諸表作成に関する指示書」
』の事例研究
－株式会社三菱本社の英文財務諸表－」

会員控室： 大講義室Ⅰa 学生サロン
司会： 杉田 武志 氏（大阪経済大学）
13:00～13:50

会員総会

大講義室Ⅰa

14:00～15:30

スタディグループ最終報告
大講義室Ⅰa
「FASB 及び IASB の概念フレームワークについての
歴史的考察」
主査：岩崎 勇 氏（九州大学）
15:45～17:45

日本会計史学会第 38 回大会準備委員会

EE-109

司会： 戸田 龍介 氏（神奈川大学）

の方法論と歴史分析」と題して特別講演会を開催いたします。ま
た、大会 2 日目には 3 つの会場で自由論題報告が行われます。

自由論題報告
＜第 1 会場＞

まえ、大会のテーマを「会計史研究の方法」といたしました。大
会初日には、保城広至先生（東京大学）をお迎えし、九州大学人

イースト 2 号館 1F ロビー

会員控室： EE-201

2019 年 10 月 25 日（金）
17:00～18:30

参加者受付

特別講演会

大講義室Ⅰa

（九州大学人社系協働研究・教育コモンズとの共催）

山口 不二夫 氏（明治大学）

「19 世紀初頭 Country Trader の会計
－Jardine Matheson 史料による Beale, Shank,
Magniac 商会の帳簿 1803 年から 1812 年－」
＜第 2 会場＞

EE-110

司会： 工藤 栄一郎 氏（西南学院大学）
9:30～10:20

矢野 沙織 氏（西日本短期大学）

「19 世紀中葉のアメリカにおける
単式簿記による利益計算」

「社会科学の方法論と歴史分析」
講演者：保城
討論者：野口
国分
江口
山口
司会者：大石

11:30～12:20

広至 氏（東京大学社会科学研究所）
昌良 氏（首都大学東京経営学研究科）
航士 氏（九州大学人文科学研究院）
潔 氏 （九州大学人間環境学研究院）
道弘 氏（九州大学法学研究院）
桂一 氏（九州大学経済学研究院）

10:30～11:20

篠藤 涼子 氏（麗澤大学）

「明治期におけるわが国会計簿記書の展開」
司会： 建部 宏明 氏（専修大学）
11:30～12:20

本間 正人 氏（海上自衛隊）

「陸軍簿記の概要と特徴について」
18:00～20:00

懇親会

ビッグスカイ

