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会長挨拶 

学会活動のさらなる発展を願って 
 

日本国際経済学会 会長 

木村 福成 

 

 早いもので、私の 2年間の会長としての任期もあと 1ヶ月余りとなりました。いろいろと至らなかったこと

も多いのですが、皆様からいただきました多大なるご協力、ご指導、ご鞭撻に心から感謝申し上げます。 

 学会は学会員の研究・教育に資するインフラを供給するためにあるというのが私の持論ですが、これまでの

執行部によって示された方向付けに従って、春季大会の新設、全国大会におけるポスター・セッションの設置、

小島清賞に続く特定領域研究奨励賞（小田賞）の開始などを進めてきました結果、若手研究者や大学院生の積

極的な参加を促すという点については、一定の成果が得られたように思います。今回の選出理事選挙において

も、かなりの世代交代が見られました。長い間学会活動を支えてくださっているシニアの会員の方々ももちろ

ん重要ですが、同時に新しい若い会員に学会の場を使って研究・教育活動の幅を広げていただくことも大事で

す。いつも活力のある学会であり続けたいものです。 

 研究活動に関する情報共有、学会活動の国際化といった点では、学会ホームページの充実などいくつか進展

が見られましたが、まだまだ工夫の余地があります。和洋双方の学会誌の活性化も長年の課題で、電子化に向

けての動きなど前に進んだ部分もありますが、投稿数が少ないという根本的な課題は解決しておらず、引き続

き頑張っていかなければなりません。いろいろとやり残しを次の執行部に先送りすることとなりますが、どう

ぞよろしくお願いします。 

 国際貿易論、国際金融論、開発経済学等の学問分野においては、現実社会の方で常に新しい問題が生じてお

り、理論、実証研究とも重要な研究課題が次々と供給されてきます。研究の質を高めて世界を舞台とする学術

活動を展開していくことも重要ですが、一方で、現実経済に対して有効な政策論を示していくことも我々研究

者の役割です。学会が我々の研究・教育の質を高めるための場であり続けることを節に願っています。 
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平成 24（2012）年度 会員総会 議題 
 
以下のような予定と議題で，平成 24 年度日本国際経済学会会員総会を開催いたします。会員の皆様には，

ふるってご参加いただきますようお願い申し上げます。なお、会員総会での資料となりますので，本ニューズ
レターを会員総会にご持参ください。 
 

議題 

第１日 

日時：2012 年 10 月 13 日（土）13：00～13：20 

会場：甲南大学 8 号館 1階 813 教室 

 

1. 平成 23（2011）年度事業報告について 

(1) 第 1回春季大会および創立 60 周年記念シンポジウム開催（2011 年 6 月 11 日 龍谷大学） 

(2) 第 70 回全国大会開催（2011 年 10 月 22，23 日 慶應義塾大学） 

(3) 機関誌『国際経済（日本国際経済学会研究年報）』第 61 号発行 

(4) その他 

2. 平成 23（2011）年度一般会計決算案について 

3. 平成 23（2011）年度特別事業活動基金決算案について 

4. 平成 24（2012）年度事業案について 

(1) 機関誌『The International Economy』No.15 発行 

(2) 第 2回春季大会開催（2012 年 5 月 26 日 南山大学） 

(3) 第 71 回全国大会開催（2012 年 10 月 13，14 日 甲南大学） 

(4) 機関誌『国際経済（日本国際経済学会研究年報）』第 63 号発行予定 

(5) 機関誌『The International Economy』No.16 発行予定 

(6) その他 

5. 平成 24（2012）年度予算案について 

6. 平成 24（2012）年度特別事業活動基金予算案について 

7. 小島清基金の会計年度変更案ならびに決算案・予算案について 

8. 日本国際経済学会小島清賞研究奨励賞および優秀論文賞の受賞者の発表について 

9. 日本国際経済学会特定領域研究奨励賞（小田賞）の受賞者の発表について 

10. 学会誌の投稿規定と執筆要領について 

11. 新入会員の発表について 

12. その他 

 

第 2日 

日時：2012 年 10 月 14 日（日）13：00～13：20 

会場：甲南大学 8 号館 1階 813 教室 

 

1. 新会長の発表について 

2. 新副会長の発表について 

3. 特命理事の発表について 

4. 新常任理事の発表について 

5. 新幹事の発表について 

6. 新監事の決定について（審議事項） 

7. 新本部事務局の発表について 

8. 新本部業務の役割分担について 

9. 第 72 回全国大会（2013 年）開催機関について 

10. 第 72 回全国大会「プログラム委員会」の委員長の発表について 

11. 日本国際経済学会小島清基金運営委員会の委員長および委員の発表について 

12. 日本国際経済学会特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会の委員長および委員の発表について 

13. 顧問の就任依頼について 

14. その他 
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平成 23（2011）年度 決算（案） 
 

平成 23（2011）年度 一般会計決算（案） 
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平成 23（2011）年度 特別事業活動基金決算（案） 
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平成 24（2012）年度 予算（案） 
 

平成 24（2012）年度 一般会計予算（案） 
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平成 24（2012）年度 特別事業活動基金予算（案） 
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小島清基金の会計年度変更ならびに決算・予算（案） 
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平成 24（2012）年度 新入会申込者 

 

 ※個人情報保護のため削除しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員名簿の訂正・異動 
 

 本年度も 9月に「会員名簿」を発行いたしました。名簿の作成にあたって十分な注意を心がけたつもりでは

ありますが，なお誤記・誤植等が残されているかもしれません。会員名簿記載事項に関する修正・追加・削除

等がございましたら，学協会サポートセンター（scs@gakkyokai.jp）まで直接ご連絡ください。 
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選出理事選挙の結果 

 

 去る 2012 年 6 月 9日，選挙管理委員である石川城太常任理事（委員長），馬田啓一常任理事，櫻井公人常任

理事の立ち会いの下，選出理事選挙の開票を行いました。その結果について，以下の通り報告いたします。 

 

関東支部（定員 20 名） 

石川城太 （一橋大学） 馬田啓一（杏林大学） 遠藤正寛（慶應義塾大学） 

郭 洋春（立教大学） 清田耕造（横浜国立大学） 小森谷徳純（中央大学） 

櫻井公人（立教大学） 佐藤秀夫（東北大学） 澤田康幸（東京大学） 

大東一郎（東北大学） 武智一貴（法政大学） 戸崎 純（首都大学東京） 

内藤 巧（早稲田大学） 中條誠一（中央大学） 新岡 智（関東学院大学） 

古沢泰治（一橋大学） 増田正人（法政大学） 椋 寛（ 学習院大学） 

横山正樹（フェリス女学院大学）   蓬田守弘（上智大学） 

 

中部支部（定員 3名） 

近藤健児（中京大学） 多和田眞（名古屋大学） 藪内繁己（愛知大学） 

 

関西支部（定員 13 名） 

青木浩治（甲南大学） 石田 修（九州大学） 板木雅彦（立命館大学） 

岩本武和（京都大学） 大川良文（滋賀大学） 岡本久之（兵庫県立大学） 

神事直人（京都大学） 中嶋慎治（松山大学） 中西訓嗣（神戸大学） 

中本 悟（立命館大学） 夏目啓二（龍谷大学） 春名章二（岡山大学） 

広瀬憲三（関西学院大学） 
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本部・各支部事務所所在地 

 

 

【本  部】 日本国際経済学会 本部事務局 

 〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45 

 慶應義塾大学商学部 遠藤正寛研究室気付 

 Tel: 03-5427-1277 

 Fax: 03-5427-1578 

 E-mail: jsie-office@fbc.keio.ac.jp 

 （10 月以降，本部事務局の移転が予定されておりますのでご注意ください。） 

【関東支部】 日本国際経済学会 関東支部事務局 

 〒192-0393 東京都八王子市東中野 742－1 

 中央大学経済学部 小森谷徳純研究室気付 

 Tel: 042-674-3458 

 Fax: 042-674-3425 

 E-mail: komoriya@tamacc.chuo-u.ac.jp 

 【中部支部】 日本国際経済学会 中部支部事務局 

 〒466-8673 愛知県名古屋市昭和区山里町 18 

 南山大学経済学部 太田代（唐澤）幸雄研究室気付 

 Tel: 052-832-3111 

 Fax: 052-835-1444 

 E-mail: jsie.chubu@gmail.com 

【関西支部】 日本国際経済学会 関西支部事務局 

 〒662-8501 兵庫県西宮市上ヶ原一番町 1-155 

 関西学院大学経済学部 東田啓作研究室気付 

 Tel & Fax: 0798-54-4653 

 E-mail: jsie-west@ml.kwansei.ac.jp 

 【日本国際経済学会ホームページ】 

 http://www.jsie.jp/ 

 【学協会サポートセンター】 

 〒231-0023 横浜市中区山下町 194-502 

 Tel: 045-671-1525 

 Fax: 045-671-1935 

 E-mail: scs@gakkyokai.jp 

 【学協会サポートセンターホームページ】 

 http://www.gakkyokai.jp/ 


