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新会長挨拶 

研究者交流の場を提供する 

日本国際経済学会 会長 

古沢 泰治 

 

Han River を望む漢陽大学ファカルティ・ラウンジでこの原稿を書いています。 交流を続けている韓国国際経済学会の冬

季大会に、本学会からの3名の報告者、そして副会長の中本先生とともにソウルを訪れています。本日は、朝から3セッシ

ョンに参加し、発表論文の質の高さに驚き、大いなる刺激をもらいました。学会とは、研究者同士の交流の場を提供するた

めのものだという、当たり前のことを改めて思いました。 
 
 日本国際経済学会はこれまでこうした学会の役割を十分に果たしてきました。本学会の魅力は、年2回の全国レベルでの

会合とともに、関東、中部、関西に分かれる各支部での活発な研究会にあります。学会員が頻繁に会うことによって、相互

の研究への理解や自らの研究を見つめ直す機会を得るのだと思います。これからも、会員全員にとって魅力ある学会であり

続けるよう、本学会の長所を伸ばしていく努力をしていく所存です。 
 
 本学会は、現在、会員情報のオンライン管理化を進めています。この動きは、石川会長のもとで本格的に動き出し、中西

会長のもとで整備が進みました。お二人のご尽力のおかげで、ようやく今春から、この会員情報システムが動き出します。

このシステムが稼働すれば、学会の運営はより効率化し、学会員もより多くの有益な情報にアクセスできるようになります。

しかし、この新システムへの移行が成功するには、学会員の皆様にご協力いただくことが不可欠です。オンライン化の準備

が終わり次第、皆様のところにシステムへのログインのお願いが郵送されます。是非、その知らせを受け取り次第、システ

ムにログインしていただき、各自のコンタクト先等の情報をご記入ください。もちろん、私を始め執行部は、個人情報の扱

いに十分注意をしてまいりますので、どうぞ安心してオンライン会員システムをご利用ください。 
 
 これから2年間、皆様のお力をお借りしながら、伝統ある日本国際経済学会をより魅力的な学会にしていくよう努力して

いく所存です。会員の皆様には、春季大会、秋の全国大会、そして各支部での定例研究会等に、積極的にご参加いただき、

一緒に本学会を盛り上げていただけると幸甚です。 
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平成30（2018）年度会員総会 議事録 

 

第1日 
日時：2018年10月13日（土）13時00分～13時30分 
会場：関西学院大学 B号館1階 B-101教室 
 
1. 平成29（2017）年度事業報告について 
中西訓嗣会長（神戸大学）より、以下の諸点に関する報告が行われた。 

 (1) 第7回春季大会開催（2017年6月10日 松山大学） 
 (2) 第76回全国大会開催（2017年10月21～22日 日本大学） 
 (3) 機関誌『国際経済（日本国際経済学会研究年報）』第68巻発行 
  (4) 機関誌『The International Economy』Vol.20発行 
 (5) 第12回小島清賞各賞及び第7回特定領域研究奨励賞（小田賞）の授賞 
 (6) 韓国国際経済学会への研究者派遣 
 
2. 平成29（2017）年度一般会計決算（案）について 
標記について、市野泰和常任幹事（甲南大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。 
【「日本国際経済学会ニュース」2018年9月13日、3ページ参照】 
  
3. 平成29（2017）年度特別事業活動基金決算（案）について 
標記について、市野泰和常任幹事（甲南大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。 
【「日本国際経済学会ニュース」2018年9月13日、4ページ参照】 
 
4. 平成29（2017）年度小島清基金決算（案）について 
標記について、市野泰和常任幹事（甲南大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。 
【「日本国際経済学会ニュース」2018年9月13日、4ページ参照】 
 
5. 平成30（2018）年度事業案について 
標記について、中西訓嗣会長（神戸大学）より、以下の諸点に関する報告が行われ、審議の結果これを承認した。 
 (1) 第8回春季大会開催（2018年6月16日 北海道大学） 
 (2) 第77回全国大会開催（2018年10月13～14日 関西学院大学） 
 (3) 機関誌『国際経済（日本国際経済学会研究年報）』第69巻発行予定 
  (4) 機関誌『The International Economy』Vol.21発行予定 
 
6. 平成30（2018）年度一般会計予算（案）について 
標記について市野泰和常任幹事（甲南大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。 
【「日本国際経済学会ニュース」2018年9月13日、5ページ参照】 
 
7. 平成30（2018）年度特別事業活動基金予算（案）について 
標記について市野泰和常任幹事（甲南大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。 
【「日本国際経済学会ニュース」2018年9月13日、6ページ参照】 
 
8. 平成30（2018）年度小島清基金予算（案）について 
標記について市野泰和常任幹事（甲南大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。 
【「日本国際経済学会ニュース」2018年9月13日、6ページ参照】 
  
9. 新入会員の発表について 
標記について、中西訓嗣会長（神戸大学）より、10月 13日（土）に開催された理事会において4名の新入会員の入会と1
名の再入会が承認されたことが報告された。 
【当日配布資料】 
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10. 第13回日本国際経済学会小島清賞研究奨励賞・優秀論文賞の受賞者の発表について 
標記について、中西訓嗣会長（神戸大学）より、研究奨励賞は内藤巧氏（早稲田大学政治経済学術院）、優秀論文賞は坂本陽

子氏（ウィスコンシン大学マディソン校大学院経済学研究科博士課程）にそれぞれ授与することが日本国際経済学会小島清

基金運営委員会において決定された旨の報告が行われた。 
 
11. 第8回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 
標記について、中西訓嗣会長（神戸大学）より、松浦寿幸氏（慶應義塾大学）および黒川義教氏（筑波大学）の両名に授与

することが日本国際経済学会特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会において決定された旨の報告が行われた。 
 
12. 平成30（2018）年度韓国国際経済学会への研究者派遣について 
標記について、中西訓嗣会長（神戸大学）より、黒川義教氏（筑波大学）、黒田知宏氏（名古屋学院大学）、斎藤宗之氏（奈

良県立大学）の3氏を派遣することが報告された。 
 
13. その他 
中西訓嗣会長（神戸大学）より、第77回（2018年度）全国大会開催機関の広瀬憲三準備委員長（関西学院大学）および準

備委員会メンバーに対して謝辞が述べられた。 
 
 
第2日 
日時：2018年10月14日（日） 13時10分～13時40分 
場所：関西学院大学 B号館1階 B-101教室 
  
当日開催された理事会の提案議事に従い、古沢泰治副会長（東京大学）を議長として開催され、以下の事案について承認・

発表等が行われた。 
 
1. 新会長の発表について 
中西訓嗣前会長（神戸大学）より、古沢泰治副会長（東京大学）が新会長として選任されたとの発表が行われた。 

 
2. 新副会長の発表について 
古沢泰治会長（東京大学）より、理事会において中本悟理事（立命館大学）が新副会長として選任されたとの発表が行わ

れた。 
 
3. 特命理事の発表について 
古沢泰治会長（東京大学）より、柴山千里氏（小樽商科大学）、趙来勲氏（神戸大学）、細居俊明氏（高知短期大学）、平野

克己氏（日本貿易振興機構アジア経済研究所）の4氏を特命理事に指名するとの発表が行われた。 
 
4. 新常任理事の発表について 
古沢泰治会長（東京大学）より、板木雅彦理事（立命館大学）、遠藤正寛理事（慶應義塾大学）、大川良文理事（京都産業

大学）、近藤健児理事（中京大学）、櫻井公人理事（立教大学）、神事直人理事（京都大学）、冨浦英一理事（一橋大学）、東

田啓作理事（関西学院大学）、椋寛理事（学習院大学）、蓬田守弘理事（上智大学）の10氏を常任理事に委嘱した旨の発表

が行われた。 
 
5. 新監事の発表について（審議事項） 
古沢泰治会長（東京大学）より、小川英治氏（一橋大学）、太田代（唐澤）幸雄氏（南山大学）、柴田孝氏（大阪商業大学）

の3氏を監事とすることが提案され、異議なく承認された。 
 
6. 新幹事の発表について 
古沢泰治会長（東京大学）より、新幹事の委嘱は、各支部からの新体制移行に応じた推薦に基づいて委嘱を行い、後日「日

本国際経済学会ニュース」において公表するとの発表が行われた。 
 
7. 新本部事務局総務の発表について 
古沢泰治会長（東京大学）より、椋寛理事（学習院大学）研究室を新本部事務局とするとの発表が行われた。 
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8. 新本部業務の役割分担について 
古沢泰治会長（東京大学）より、常任理事・理事および幹事等の職務分担については後日委嘱・決定することとし、「日本

国際経済学会ニュース」を通じて発表するとの説明が行われた。 
 
9. 第9回春季大会（2019年）の開催機関について（総会決定事項） 
古沢泰治会長（東京大学）より、高知県立大学を開催機関として2019年6月15日（土）に開催すること、および細居俊

明特命理事（高知短期大学）を春季大会準備委員会委員長とすることが発表され、異議なく承認された。また、プログラ

ム委員会メンバーは後日決定し、「日本国際経済学会ニュース」にて発表するとの説明が行われた。 
 
10. 第78回全国大会（2019年）の開催機関について（総会決定事項） 
古沢泰治会長（東京大学）より、日本貿易振興機構アジア経済研究所を開催機関として2019年9月28日（土）・29日（日）

（予定）に開催すること、および平野克己特命理事（日本貿易振興機構アジア経済研究所）を全国大会準備委員会委員長

とすることが発表され、異議なく承認された。 
 
11. 第78回全国大会「プログラム委員会」の委員長の発表について 
古沢泰治会長（東京大学）より、冨浦英一常任理事（一橋大学）をプログラム委員会委員長に委嘱することが提案され、

異議なく承認された。また、猪俣哲史氏（日本貿易振興機構アジア経済研究所）、北野重人理事（神戸大学）、櫻井公人常

任理事（立教大学）、佐野聖香理事（東洋大学）、福重元嗣理事（大阪大学）、古川純子理事（聖心女子大学）、柳瀬明彦理

事（名古屋大学）の７氏をプログラム委員とすることが提案され、異議なく承認された。 
 
12. 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 
古沢泰治会長（東京大学）より、小島清基金運営委員会の委員長に中西訓嗣顧問（神戸大学）を充てることが発表された。

また青木浩治氏（甲南大学）、阿部顕三顧問（大阪大学）、板木雅彦常任理事（立命館大学）、近藤健児常任理事（中京大学）、

戸堂康之理事（早稲田大学）、冨浦英一常任理事（一橋大学）の6氏を同委員会の委員に任命すること、ならびに青木浩治

氏（甲南大学）に事務局長を委嘱することが発表され、異議なく了承された。 
 
13. 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 
古沢泰治会長（東京大学）より、規定により古沢泰治会長（東京大学）が特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会の委

員長となることが発表された。残りの3名の委員に関しては後日決定し、「日本国際経済学会ニュース」を通じて発表する

との説明が行われた。 
 
14. 顧問の就任依頼について 
古沢泰治会長（東京大学）より、中西訓嗣前会長（神戸大学）を日本国際経済学会顧問に推挙することが理事会において

決定されたとの報告が行われた。 
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第13回（平成30年度）小島清賞の決定と受賞について 
 
日本国際経済学会小島清基金運営委員会の選考により、第 13 回（平成 30 年度）小島清賞が以下のように決定されました。

関西学院大学で開催された第77 回全国大会 1 日目（10 月 13 日）に研究奨励賞および優秀論文賞授賞式が執り行われ、内

藤巧先生の受賞記念講演「企業の異質性と国の非対称性の下での貿易と成長の理論」が行われました。また、同大会2日目

（10月14日）の分科会報告の中で、坂本陽子氏の受賞記念報告“Patent Laws and Innovation in the Global Firm”が行わ

れました。 
 
1. 研究奨励賞：内藤 巧氏（早稲田大学政治経済学術院） 
2. 優秀論文賞：坂本陽子氏（ウィスコンシン大学マディソン校大学院経済学研究科博士課程） 
 
 

第8回（平成30年度）特定領域研究奨励賞（小田賞）の決定と受賞について 
 
特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会の選考により、第 8 回（平成 30 年度）特定領域研究奨励賞（小田賞）の受賞者

は、松浦寿幸氏（慶應義塾大学産業研究所）と黒川義教氏（筑波大学人文社会系）の両氏に決定されました。関西学院大学

で開催された第77回全国大会1日目（10月13日）に授賞式が執り行われ、同大会2日目（10月 14日）の分科会報告の

中で、松浦氏による受賞記念報告“Heterogeneous Impact of Import Competition on Firm Organization: Evidence from 
Japanese Firm-establishment Matched Data Set”と、黒川氏による受賞記念報告“Does Yuan Appreciation Weaken the 
Increase in Exporters due to Trade Liberalization? Evidence from Chinese Firm-Product Data”がそれぞれ行われました。 
 
 
 

平成29（2017）年度小島清基金および特別事業活動基金決算について 
 
平成30年度会員総会第1日目（2018年10月13日）において、平成29（2017）年度小島清基金および特別活動基金の決

算（案）が承認されました。なお、決算内容につきましては、「日本国際経済学会ニュース」2018 年 9 月 13 日をご参照下

さい。 
 
 
 
 
 

 



The Japan Society of International Economics 

 

日本国際経済学会ニュース  6 
 

第9回（2019年）春季大会開催機関とプログラム委員会について 
 
第9回春季大会は、2019年6月15日（土）に高知県立大学において開催される予定です。第9回春季大会のプログラム委

員会は、春名章二氏（福山大学）を委員長として、市野泰和理事（甲南大学）、井上博幹事（阪南大学）、北野重人理事（神

戸大学）、福重元嗣理事（大阪大学）の計5名で構成されることになりました。 
 
 

第78回（2019年）全国大会開催機関とプログラム委員会について 
 
第 78 回全国大会は、2019 年 9 月 28 日（土）・29 日（日）に日本貿易振興機構アジア経済研究所において開催される予定

です。第 78 回全国大会プログラム委員会は、冨浦英一常任理事（一橋大学）をプログラム委員長として、開催地域支部で

ある関東支部から猪俣哲史氏（日本貿易振興機構アジア経済研究所）、櫻井公人常任理事（立教大学）、佐野聖香理事（東洋

大学）、古川純子理事（聖心女子大学）の4名、およびその他地域の支部からの委員として北野重人理事（神戸大学）、福重

元嗣理事（大阪大学）、柳瀬明彦理事（名古屋大学）の3名の合計7名で構成されることが決まりました。 
 
 

日本国際経済学会の対外活動について 
 
日本・韓国国際経済学会学術交流協定に基づき、2018年12月14日（金）に漢陽大学校において開催された2018年度韓国

国際経済学会・冬季学術発表大会に古沢泰治会長、中本悟副会長および研究報告者として以下の会員の方々が派遣されまし

た。 
 
報告者：報告論文タイトル 
 
黒川義教氏（筑波大学）： Does Yuan Appreciation Weaken the Increase in Exporters due to Trade Liberalization?  

Evidence from Chinese Firm-Product Data. (Jointed Research with Zhe Chen) 
黒田知宏氏（名古屋学院大学）：Effects of Emissions Taxes Under Imperfectly Competitive Markets: A Case of Integrated 

Market. 
斎藤宗之氏（奈良県立大学）：North-South Trade and the Environment in the General Oligopolistic Competition. 
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役員名簿（〇は新任） 
 
会長（定員1名） 
〇古沢 泰治（東京大学） 
 
副会長（定員1名） 
〇中本  悟（立命館大学） 
 
常任理事（定員10名） 
〇板木 雅彦（立命館大学）     遠藤 正寛（慶應義塾大学）   〇大川  良文（京都産業大学）    
 近藤 健児（中京大学）      櫻井 公人（立教大学）       神事 直人（京都大学） 
冨浦 英一（一橋大学）     〇東田 啓作（関西学院大学）    椋  寛（学習院大学）  

 蓬田 守弘（上智大学） 
 
理事（定員24名） 
 伊澤 俊泰（名古屋学院大学）   石田  修（九州大学）     〇市野 泰和（甲南大学） 
〇井出 文紀（近畿大学）      伊藤 恵子（中央大学）      伊藤 萬里（青山学院大学） 
〇北野 重人（神戸大学）     〇清田 耕造（慶應義塾大学）     小林 尚朗（明治大学）  
  小森谷徳純（中央大学）     〇齋藤  哲哉（日本大学）     〇佐野  聖香（東洋大学） 
  妹尾 裕彦（千葉大学）     〇高橋 信弘（大阪市立大学）    竹野 忠弘（名古屋工業大学） 
  田中 綾一（駒澤大学）     〇戸堂 康之（早稲田大学）       鳴瀬 成洋（神奈川大学）  
  西山 博幸（兵庫県立大学）    蓮見  雄（立正大学）     〇福重 元嗣（大阪大学）  
  古川 純子（聖心女子大学）    増田 正人（法政大学）     〇柳瀬 明彦（名古屋大学） 
 
特命理事 

 柴山 千里（小樽商科大学）     趙  来勲（神戸大学） 
〇平野 克己（アジア経済研究所）  〇細居  俊明（高知短期大学） 

 
監事（若干名） 

〇太田代（唐澤）幸雄（南山大学）   小川 英治（一橋大学）    柴田 孝（大阪商業大学）    
 
幹事（定員約20名） 
【関東支部】 井尻 直彦（日本大学）     〇乾  友彦（学習院大学）   

川野 祐司（東洋大学）     〇佐藤 仁志（アジア経済研究所） 
〇黒川 義教（筑波大学）      松浦 寿幸（慶應義塾大学） 
〇溝口 佳宏（帝京大学）※ 

 
【中部支部】 川端 康（名古屋市立大学）   〇寶多 康弘（南山大学） 

柳原 光芳（名古屋大学） 
 
【関西支部】〇井上  博（阪南大学）     〇斉藤 宗之（奈良県立大学） 

〇新宅  公志（広島修道大学）   〇広瀬 憲三（関西学院大学）  
福井 太郎（近畿大学）       立石 剛（西南学院大学） 
松永 達 （福岡大学）      丸山佐和子（近畿大学） 

      ※常任幹事 
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顧問（就任順） 
渡辺福太郎（学習院大学名誉教授）    本山 美彦（国際経済労働研究所理事長・所長） 
池間  誠（一橋大学名誉教授）     井川 一宏（神戸大学名誉教授）  
大山 道広（慶應義塾大学名誉教授）   関下  稔（立命館大学名誉教授） 
田中 素香（中央大学）         阿部 顕三（大阪大学） 
木村 福成（慶應義塾大学）       岩本 武和（京都大学） 
石川 城太（一橋大学）        〇中西  訓嗣（神戸大学）  

 

役員の業務分担 （◎印は責任者） 
 【関東支部】 【中部支部】 【関西支部】 
本部関係    
＜総務担当＞    

常任理事 
 

◎椋  寛 
冨浦 英一 
 

 近藤 健児  神事 直人  
 

幹事      井上  博 
ニュース 
 常任理事 
 理事           
 
 
 幹事 
HP 

  
 
伊藤 萬里 
佐野  聖香 
 
 

 
 
 柳瀬 明彦 
 
 
 川端 康 

 
◎大川 良文 
井出 文紀 
 
 
松永 達 

 常任理事 ◎櫻井 公人   大川 良文 
理事  小森谷徳純 

 小林 尚朗 
 竹野 忠弘  福重 元嗣 

幹事     立石 剛 
会員名簿    
常任理事 
理事 
 
 
幹事 

 
 妹尾 裕彦 
古川 純子 
増田 正人 

  

◎近藤 健児 
 伊澤 俊泰 
 

 
柳原 光芳 

  
石田 修 

 西山 博幸 
 
 新宅  公志 

＜財務担当＞    
常任理事 ◎遠藤 正寛   板木 雅彦 
理事    竹野 忠弘 市野 泰和 
幹事  溝口 佳宏 

（常任幹事） 
   

＜編集・出版担当＞    
常任理事 蓬田 守弘  ◎神事 直人 

 板木 雅彦 
理事  伊藤 恵子 

 清田 耕造 
 田中 綾一 
 蓮見 雄 

柳瀬 明彦 北野 重人 
西山 博幸 

幹事  黒川 義教   丸山 佐和子 
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＜企画・渉外担当＞     
  常任理事   ◎東田 啓作 

理事 
 
 
 
特命理事 
 

 伊藤 恵子 
齋藤  哲哉 

 戸堂 康之 
 鳴瀬 成洋 
 柴山 千里 
平野 克己 

柳瀬 明彦  市野 泰和 
 高橋 信弘 
 
趙  来勲 
細居  俊明 

  幹事  乾  友彦 
川野 祐司 

 佐藤 仁志 

  斉藤 宗之 

＜監査＞     
監事 ◎小川 英治  太田代（唐澤）幸雄  柴田 孝 

支部関係    
常任理事 
理事 

冨浦 英一  近藤 健児  神事 直人 
石田 修 

  幹事  井尻 直彦  寶多 康弘  井上  博 
 福井 太郎 

  松浦 寿幸    広瀬 憲三 
 
 
出版委員会  
委員長   〇神事 直人（京都大学） 
副委員長  〇蓬田 守弘（上智大学）  
委員   〇板木 雅彦（立命館大学）       伊藤 恵子（中央大学） 
     〇北野 重人（神戸大学）       〇清田 耕造（慶應義塾大学） 

〇田中 綾一（駒澤大学）       〇西山 博幸（兵庫県立大学） 
〇蓮見 雄（立正大学）         濱田 弘潤（新潟大学） 
〇柳瀬 明彦（名古屋大学）       山本 和博（大阪大学） 

 
小島清基金運営委員会 
委員長   〇中西  訓嗣（神戸大学） 
委員    〇青木 浩治（甲南大学）＜事務局長＞  〇阿部 顕三（大阪大学） 
      〇板木 雅彦（立命館大学）       〇近藤 健児（中京大学） 
      〇戸堂 康之（早稲田大学）       〇冨浦 英一（一橋大学） 

     
特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会 
委員長   〇古沢 泰治（東京大学） 
委員    〇清田 耕造（慶應義塾大学）  〇内藤 巧（早稲田大学）  〇東田 啓作（関西学院大学） 
 
その他日本国際経済学会関係者 
日本経済学会連合評議員     乾 友彦（学習院大学）   戸堂 康之（早稲田大学） 
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第14回（2019年度）小島清賞について（お知らせ） 
 

日本国際経済学会・小島清基金運営委員会委員長 
中西 訓嗣 

 
日本国際経済学会小島清基金運営委員会では、第14回（2019年度）小島清賞の受賞者選考に際しまして、学会員の皆様か

らの推薦（自薦を含む）の形で候補者に関する情報を幅広く受け付けています。小島清賞には、研究奨励賞と優秀論文賞が

あります。詳しくは本学会ホームページをご覧下さい。 
 以下の宛先まで、「郵送」にて候補者に関する情報（推薦書）をお寄せください。推薦書には、候補者の氏名、所属、業績、

その他小島賞への推薦理由となる事柄をお書きください。様式は自由です。また、情報提供者ご自身の氏名、所属、連絡先

（電話、FAX、電子メール等）もあわせてお知らせください。なお，情報提供の締め切りは2019年3月29日（金）とさせ

て頂きます。 
郵送先 〒658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 

甲南大学経済学部 青木浩治研究室気付 
日本国際経済学会 小島清基金運営委員会事務局 

 

第9回（2019年度）特定領域研究奨励賞（小田賞）についてのお知らせ 
 

日本国際経済学会・特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会委員長 
古沢 泰治 

 
特定領域研究奨励賞（小田賞）は、「世界で活躍する国際経済学研究者を育成すること」を目的とし、次のような事業を内容

とするものです（詳しくは学会ホームページをご覧ください）。 
（1）国際貿易・貿易政策に関する優れた研究を行い、外国の査読付き雑誌に論文を掲載した学会員を顕彰する 

（審査対象論文は候補者の近刊および過去のすべてのものを含む）。 
（2）受賞者は受賞年度3月末の時点で45歳以下とし、原則として毎年1名とする。 
（3）受賞者には賞金10万円を授与する。 
（4）本事業は平成22年10月よりおおむね10年を目処として実施する。 

 候補者は、自薦または審査委員会の推薦により、選ぶものとされています。自薦いただける方は、2019年5月末日までに、

論文および略歴・業績表を、審査委員長（古沢泰治：head-office@jsie.jp）宛お送りください。 
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平成30年度新入会者（追加） 
※ 個人情報保護のため削除しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学会ホームページ情報ボードのパスワード変更等についてのお知らせ 
 

※ 郵送のニュースレターをご参照ください。 
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本部・各支部事務所所在地（注：※印付は新しい事務局所在地） 
 
【本  部】 日本国際経済学会 本部事務局 
        〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町518 司ビル3F 
        国際ビジネス研究センター内 
        Tel：03-5273-0473   Fax：03-3203-5964 
        E-mail：jsie@ibi-japan.co.jp 
 
※【本部事務局 総務】  
 〒171-8588 学習院大学経済学部 椋寛研究室気付 
 Tel：03-5992-1275（研究室直通）  
 Fax : 03-5992-1275  (同上) 
 E-mail: head-office@jsie.jp 
 
【関東支部】 日本国際経済学会 関東支部事務局 
 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 
 慶應義塾大学産業研究所 松浦寿幸研究室気付 
 Tel: 03-5427-1479（研究室直通） 
 Fax: 03-5427-1640 （事務室） 
 E-mail: matsuura@sanken.keio.ac.jp 
 
【中部支部】 日本国際経済学会 中部支部事務局 
 〒464-8601 名古屋市千草区不老町 
 名古屋大学大学院経済学研究科 柳原光芳研究室 
 Tel: 052-789-5952（研究室直通） 
 Fax: 052-789-5952（同上） 
 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 
 〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1 
 近畿大学経済学部 福井太郎研究室気付 
 Tel: 06-4307-3245 (研究室直通) 
  Fax: 06-6726-3213（経済学部事務室） 
 E-mail: jsie-west@eco.kindai.ac.jp 
 
【日本国際経済学会ホームページ】 https://www.jsie.jp/ 
 
 
（入退会・住所変更の手続きについて） 
① 入会の申請は、学会ホームページ掲載の申し込み用紙に所要事項を記入し、国際ビジネス研究センターにメールで送付

してください。また、退会希望も、国際ビジネス研究センターにその旨メールでお知らせください（郵送も可）。  
② 所属機関や住所変更等の異動は、学会ホームページ掲載の異動届け出書に所要事項を記入のうえ、国際ビジネス研究セ 

ンターまでメールにてご連絡ください。また、会員名簿記載事項の修正・追加等につきましても同様です。 
 
 


