
2019 年 4 月 19 日（6 月 6 日一部改訂） 

日本国際経済学会会員各位 

 

日本国際経済学会第 9 回春季大会のご案内 

拝啓 

日本国際経済学会会員の皆さまにおかれましては、益々ご清祥のことと存じます。本年の

日本国際経済学会第 9 回春季大会は、6 月 15 日(土)に、高知県立大学・永国寺キャンパス

にて開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

なお、今回の大会への参加登録（参加申し込み）は日本国際経済学会第 9 回春季大会 HP

の「大会参加登録」ページからの Web 入力でのみ受け付けます。春季大会 HP の URL は 

https://www.jsie.jp/Annual_Meeting/2019s_Univ_Koch/ です。ただし懇親会への参加申

込みは、Web 入力とともに、代金の振込みが必要です（詳しくは後述）。いずれも申込み期

限は 5 月 31 日（金）となっています。大会における参加者受付・懇親会の準備等に必要で

すので、よろしくお願いいたします。 

 

1. 会場について 

6 月 15 日(土)、高知県立大学にて、9 時 30 分より受付を開始いたします(受付終了時刻は

16 時 10 分です)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 大会プログラムおよび報告要旨について 

大会プログラムは第 9 回春季大会 HP の「プログラム」ページでご確認ください。また

「プログラム」ページの報告タイトルには、報告要旨の PDF ファイルをリンクしています

ので、ご利用ください。なお、分科会などが行われる教室は変更になる場合もありますので、

当日会場で、改めてご確認ください。 

また、今大会では、会員の皆さまを対象にした「会員情報システム」説明会（14 時 10 分

〜14 時 25 分、会場 A105 ）が開催されます。昼食後、ご出席ください。  
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3. 学会当日の昼食について：13 時 05 分〜14 時 05 分 

昼食は参加の皆さま各自でおとりいただくようお願いします。会場周辺には飲食店が多

数ございます。 

 

4. 懇親会について：17 時 20 分～18 時 50 分（大学生協食堂…永国寺キャンパス内西側） 

学会終了後、キャンパス内大学生協食堂において懇親会を開催いたします（マップ参照）。

懇親会参加希望の方は、Web 入力により大会参加登録を行う際に、懇親会への参加のご希

望をお知らせいただくともに、以下の要領で懇親会会費をお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 休憩場所について 

 教育研究棟 A105 講義室を休憩場所としてご用意いたします。「会員情報システム」説明

会の開催中以外は、空いているお席を昼食や休憩にご利用ください。茶菓などをご用意して

おります。 

 

6. 理事会について：13 時 05 分～14 時 05 分（会場 A107） 

昼休みに理事会が開催されます。学会本部事務局より後日理事会出席の可否の問い合わ

せが予定されています。当日出席いただく理事の皆様には、お弁当を用意いたしますので、

お弁当代(1,000 円)を同封の振込用紙（上記 4 の懇親会会費支払いと兼用）により予めお振

り込みください。理事会開催会場にてお渡しいたします。 

 

7. 郵便振替口座(ゆうちょ銀行)について 

 日本国際経済学会春季大会にかかわる振込み等は以下の口座となっています。 

記号番号 00150-9-293282  

加入者名 日本国際経済学会春季大会準備委員会 

(ニホンコクサイケイザイガッカイシュンキタイカイジュンヒ) 

他行等からの振り込みの場合には、以下のとおりです。 

店名（店番）:〇一九（ゼロイチキュウ）店（019） 

預金種目:当座、口座番号:0293282 

  

懇親会の会費と支払い方法 

正会員の方は会費 4,500 円を、学生会員の方は会費 3,500 円を同封の振込用紙により

5 月 31 日（金）までにお振込みください。なお振込手数料がかかる場合はご負担をお

願いします。 

振込みが間に合わず当日支払いとなった場合は、懇親会会費を正会員・学生会員とも

に 500 円増額させていただきます。 

注）準備と施設の使用制約上、参加は原則、事前に登録と振込をされた方のみとし、

当日参加は、余裕がある場合のみ、先着順で受け付けます。 



 

8. 宿泊について 

宿泊施設の斡旋はいたしておりませんので、ご了承ください。高知県立大学は、高知市中

心部にあり、数多くの宿泊施設がございますが、混み合うシーズンですので、お早目の予約

をおすすめします。 

 

9. 交通アクセスについて 

高知駅から徒歩約 15 分、高知空港からは、車で約 30 分、連絡バスと徒歩とでは約 50 分

の場所にあります。教育研究棟は永国寺キャンパスの中央を南北に走る道路の東側となり

ます。詳しくは春季大会 HP のアクセス MAP、キャンパス MAP をご覧ください。 

なお自家用車のキャンパスへの乗り入れはご遠慮ください。 

 

10. 喫煙について 

会場は禁煙です。キャンパス内の喫煙場所は 2 ヵ所のみです。場所はキャンパス MAP で

ご確認ください。 

 

11. 会場のネット接続について 

会場では、無線 LAN によるネット接続が可能となっております。高知県立大学は「国際

学術無線 LAN ローミング基盤(eduroam)」に参加しており、eduroam (エデュローム)によ

る接続が可能となっております。参加機関の方は「eduroam」にてネットワーク接続可能で

す（詳細については「国立情報学研究所学術基盤推進部学術基盤課 eduroam 担当」のサイ

ト https://www.eduroam.jp/ をご参照ください）。 

またそれ以外の方でネットワークをご利用希望の方には、当日ゲスト ID を発行いたしま

す。いくつかの教室に限られますがネットワーク利用が可能となります。 

 

12. 報告者の皆さまへ 

＊発表時間は、報告 25 分、予定討論 15 分、リプライと一般討論 10 分の合計 50 分です。

各セッションの円滑な進行にご協力ください。 

＊PC とプロジェクタにつきましては、会場で準備いたしますが、PC の仕様は教室によっ

て異なります。配置される PC の OS とアプリは、Windows8（PowerPoint2013、Adobe 

Reader DC、Word2013）、Windows10（PowerPoint2016、Adobe Reader DC、Word2016）

のいずれかとなります。また、USB メモリによるプレゼンファイル持ち込みとなります。 

＊ご自身の環境で発表を希望される場合は、PC をご持参ください。その場合以下の点にご

注意ください。 

・PC からプロジェクタへの接続方法は、HDMI ケーブルによるものです。持ち込み PC

が HDMI ケーブルに対応していない場合、変換ケーブル等をご自身でご準備くださ

い。なお、タブレットやスマートフォンでのプロジェクタへの接続は HDMI ケーブ

ル経由となりますので、変換アダプタ等をご準備ください。 

https://www.eduroam.jp/


・持ち込みされる PC やタブレット、スマートフォンなどの接続については動作を保証

することができませんので、会場で準備した PC での報告にも対応できるよう、プレ

ゼンファイルの入った USB メモリのご準備をお願い申し上げます。 

＊レジュメなどを配布予定の方は、必要部数を各自でご持参ください。当日、開催校でのコ

ピー・サービスは行っておりませんのでご注意ください。また、事前に送付されても保管

できませんのでご了承ください。 

＊ポインタはご用意できませんので、利用される方はご自身のものをご持参ください。 

 

以上です。 

大会準備委員、プログラム委員一同、会員の皆さまの多数のご参加を、心よりお待ち申し

上げます。 

 

敬具 

 

日本国際経済学会第 9 回春季大会準備委員会 

委員長 細居俊明（高知短期大学） 

井出文紀（近畿大学） 

大石達良（高知大学） 

大川良文（京都産業大学） 

梶原太一（高知県立大学） 

中嶋慎治（松山大学） 

日本国際経済学会第 9 回春季大会プログラム委員会 

委員長 春名章二（福山大学） 

市野泰和（立命館大学） 

井上博（阪南大学） 

北野重人（神戸大学） 

福重元嗣（大阪大学） 


