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 2016 年度の日本管理会計学会全国大会(明治大学)で

は，学会役員の選挙が行われます。この選挙に関して，

学会役員選挙実施内規第4条2項「選挙管理委員会は，

監事および常務理事会の指名する若干名の委員をもっ

て構成する」により，常務理事会の議を経て，会長よ

り右記の選挙管理委員の指名がありました。 

なお，参事の方々には選挙管理委員として選挙に関

わる業務をお手伝いただくことになっています。

JAMA ニュース No.42 は，学会役員選挙公示特集号と

して，6 月中に発行する予定です。 

 

鈴木浩三(東京都庁)   学会監事  委員長 

小宮山賢(早稲田大学)  学会監事 

斎藤孝一(南山大学)   学会監事 

菊井高昭(東京学芸大学) 常務理事会指名 

平岡秀福(創価大学)   常務理事会指名 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年度学会賞（論文賞、文献賞、奨励賞）候補者募集のお知らせ 

 
拝啓 会員の皆様には，ますますご健勝のことと存じます。 

さて，下記に示した 2016 年度学会賞の候補者を「日本管理会計学会学会賞規定」に基づいて，以下の要領で募集致

します。会員の皆様には，学会賞にふさわしい候補者を積極的にご推薦していただくようお願い致します。 

敬具 

1．募集する学会賞   論文賞、文献賞、奨励賞（各賞とも若干名） 

2．審査対象業績   2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までに刊行されたもの 

3．応募書類業績等   候補者の略歴，審査対象業績，業績リスト，及び推薦理由書 

※応募関係書類，図書は返却致しません。審査終了後，適切に保管，廃棄致します。 

4．推薦方法   会員の自薦及び他薦による。 

5．推薦締切日   2016 年 5 月 31 日まで（当日必着） 

6．学会賞授賞式   2016 年 9 月 1 日（全国大会の会員総会） 

7．業績等の送付先   〒564—8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35 

関西大学商学部 水野一郎宛て 

E-mail: icmizuno@kansai-u.ac.jp 

 

選挙管理委員会の構成員決まる 

学会賞候補者の募集 
学会賞審査委員会委員長

水野 一郎
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JAMAスタディ・グループは，会員からの自主的な申請により組織されるものであり，今年度も「スタディ・グルー

プ規程」に従い，JAMA スタディ・グループを広く会員の皆様に募集いたします。 

 応募される会員は，規程にしたがって，(1)研究課題と研究計画の説明書，(2)研究グループの代表者および構成員の

氏名ならびに所属機関を明記して，「JAMAスタディ・グループ申請書」として日本管理会計学会事務局宛 （jama-
info@sitejama.org ）にメールで申し込んで下さい。 

 申請期限は2016年6月30日《期日厳守》です。第2回常務理事会で審議し，選考の結果はグループ代表者に通知いたし

ます。なお，申請書の様式としては，以下の内容を記載して下さい。 

 

JAMAスタディ・グループ申請書 

研究代表者の所属・氏名 

連絡先 （住所，電話番号，E-mail） 

1．研究課題 

2．研究目的（意義・概要・構想） 

3．研究計画（方法・実施状況・期待される成果など） 

4．本研究に関する国内外の研究の現状と本研究計画の特徴 

5．各共同研究者の所属と氏名，役割分担 

6．研究代表者および共同研究者の過去5年間の主な研究業績 

 

 

会員の国際的活動を支援する一環として，標記の件について，下記の要領で公募いたします。  

 

■ 助成対象  

管理会計に関連する海外の学会（2016年9月1日から2017年3月31日の間に開催 される学会）において，研究発表を

する場合または当該学会と本学会との交流を促進するため活動を行う場合。  

 

■ 助成額 

航空運賃（往復）が5万円未満の場合には全額を，航空運賃（往復）が5万円を 超過する場合には，5万円にその超過

額の1/2を加算した額を助成する。ただし1件あたり10万円を限度とし，予算総額は年間20万円とする。 

 

■ 応募方法 

別紙書式に学会開催要項等を添付し，学会事務局に送付すること。 

書式（Ms-Word2003：文書名「2016rsdEntrySheet」）は，学会公式ホームページよりダウンロードしてください。 

 

＜学会事務局＞ 

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1 
       早稲田大学大学院会計研究科  清水孝研究室内 

       日本管理会計学会事務局宛 

       E-mail：jama-info@sitejama.org 
 

■ 応募締切 

 2016年7月31日《期日厳守》 

 

■ 選考方法 

 選考委員会で選考し，常務理事会（2016年8月開催予定）で決定する。 

 

 

 

 

 

スタディ・グループの公募 

2016年度第2回国際学会参加費の助成について 
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2016 年 2 月 19 日に，会長代理として青木副会長と

CIMA 会長代理としてのアジア担当部長 Vicky Li 氏との

間でMOUの締結が行われました。MOUの内容について

は，学会ホームページに掲載しますので，そちらをご覧

下さい。この提携に関して CIMA からいただいたメッ

セージを記載します。 

 

Tokyo, 29th Feb., 2016 — CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) and JAMA (The Japanese 

Association of Management Accounting) signed the Memorandum of Understanding to unveil the collaboration 

between the world’s largest professional body in management accounting and Japan’s leading management 

accounting association.  

The MoU was signed by JAMA’s President Prof. Noboru Harada, Vice 

President Prof. Masaaki Aoki, CIMA’s North Asia Regional Director Vicky Li, 

Head of Emerging Markets North Asia Charles Liang, representing the 

respective professional bodies. This is the first partnership that CIMA is 

forging with the Japanese management accounting community and both 

associations are deeply committed to jointly promote management 

accounting’s best practice and CGMA (Chartered Global Management 

Accountants) in Japan. 

As part of the MoU, CIMA and JAMA will collaborate on the translation of the Global Management Accounting 

Principles (GMAP) into Japanese and launch the Japanese edition in Sept. at earliest during JAMA’s annual 

conference. The GMAP was launched together by AICPA and CIMA in 2014, aiming to be universally applied in 

organizations large and small, public and private, anywhere in the world, with input from CEOs, CFOs, academics, 

regulators, and other professionals in 20 countries on five continents. The Principles are intended to provide industry 

leaders with strategic and financial oversight a way to benchmark their management accounting processes and 

identify where the processes can be improved. The goal of the principles is to establish values, qualities, and norms 

that represent the profession’s best practices.  

Another important collaboration on the agenda is the two associations plan to organize CGMA Management 

Accounting Academic Elite Workshops in Japan in the coming months, through which to advance the management 

accounting teaching and education for Japanese academicians and provide a global platform for the better sharing 

and application of the best practices. 

CIMA and JAMA are both keenly committed to promote CGMA to the Japanese management accounting 

community and elevate the profession of management accounting in Japan through this strategic partnership. 

 

 

 

 

 

 

 

CIMA(Chartered Institute of Management 

Accountants)との提携 
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学会業務日誌 

 
2015年12月5日(土) 

▼第4回常務理事会開催(同志社大学) 

 国際学会参加費助成について，規定の作成に関し

て審議されました。 

 スタディ・グループ，産学共同研究グループの会

計報告について審議されました。 

 CIMAとの提携について審議されました。 

 

2016年4月16日(土) 

▼第1回常務理事会開催(亜細亜大学) 
▼第1回理事会開催(亜細亜大学) 

 2015年度の事業報告案について審議されました。 

 2016年度の事業計画案について審議されました。 

 選 挙 管 理

委 員 会 委

員 の 選 出

に つ い て

審 議 さ れ

ました。 

 

 

会員数の推移

 

■第1回常務理事会（2016.4.16）：新入会員5名(正会員2名・準会員2名・賛助会員1社)，退会8名(正会員6名・準会員2

名)，会員現員数は730会員 

 

事務局からのお知らせ 
○ 学会のイベント情報等を学会公式ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。 

○ 会員名簿の記載事項(所属，住所など)に変更等が生じた場合には，速やかに学会事務局までご連絡ください。なお，

会員種類の変更には「会員種類変更申込書」の提出が必要です。捺印の上，学会事務局にご郵送ください。申込書は，

学会公式ホームページで入手できます。 

○フォーラムやリサーチセミナーの案内等，会員宛の連絡にEメールを活用したいと考えています。Eメールアドレスを

未登録の方は，学会事務局までご連絡ください。また，すでに登録されている方で，案内等が届かない，あるいは，

Eメールアドレスに変更があった場合には，速やかに学会事務局までご連絡ください。 
 

日本管理会計学会広報  責 任 者 ： 青木雅明 

            メンバー ： 伊藤和憲，河合 久，安酸建二，木村史彦，岩田弘尚，間普 崇 

発行機関 ：日本管理会計学会 

≪本部事務局≫ 〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1 

 早稲田大学大学院会計研究科 清水孝研究室内 日本管理会計学会事務局 

E-mail：jama-info@sitejama.org 

http://www.sitejama.org/ 
 

＜2015 年度事業報告＞ 

 

○ 年次全国大会 1 回開催（近畿大学） 

○ フォーラム 3 回開催 

○ リサーチセミナー 2 回開催 

○ 企業研究会 1 回開催 

○ 地方部会： 

九州部会 3 回開催 

関西・中部部会 2 回開催 

○ 学会誌『管理会計学』第 23 巻第 1 号，

第 2 号を刊行 


