アジア政経学会

2017年 度第 3回 理事会

1.日 時 :2017年

9月 9日

議事録

(上 )15:07〜 17:00

2.会 場 :東 京大学本郷 キャンパ ス東洋文化研 究所 3階 第一会議室
3.理 事総数 :21(定 足数 11) 監事総数 :2(定 足数 1)
4.参 加者
:

出席者 (理 事 12名 、監事 2名 ):阿 古、石塚、大泉、梶谷、倉 田、小嶋、佐藤 、園 田、高
橋、 中岡、益尾、松 田

(以 上理 事 )、

石川 、澤 田

(以

上監事

)

欠席者 (理 事 9名 ):青 山、磯崎、大庭 、川 島、清水、永井、中溝、丸り

￨￨、

二重野

5.議 長 :園 田理事長
6.議 事
15時 07分 に園 田理事長 が議長席 に着 き、開会 を宣言。中岡理事か ら、本 国の理事欠席者
が 9名 、監事欠席者 な しにて 、定足数 を満 た してい るので 、本理事会 は有効 に成 立す る旨の
報告 があった。 そ の後 、議案 の審議 に入 つた。

審議事項

1.2017年 度秋季大会
ア)応 募状況 につい て

(富 山大学 )の プ ログラム

1に 基 づ き、秋季大会プ ログラム案 が報告 され た。 自由論題 につ
いて、24件 の応 募 があったのに対 し、本学会 趣 旨 と異 なるものや、ここ 1,2年 の大会で報
石塚理事 よ り配布資料

告歴 のある もの 3件 を却下 し、7パ ネ ル を作成 した 旨報告 され た。また、自由応募分科会 に
つい ては 5件 の応募 が あ り、す べ て採用 とした 旨報告 され た。
イ )司 会 、討論者選定 とプ ログラム確定時期 につい て
各セ ッシ ョンの 司会や討論者 につい て 、石塚、佐藤 両理事 が理事 会 に意見 を求 め、在席 の
各理事 よ り候補者 の推薦 がな され た。今後

1週 間を 目途 に石塚 、佐藤 両理事 が 中心 とな つ

て司会 、討論者候補 と連絡 を とり、 プ ログラム を確 定 してい くこととした。
ウ)共 通論題 につい て
佐藤理事 よ り配布資料

1に 基 づ き、共通論題 の企 画案 「アジアのインフォー マルセ クタ

ー と社会保障 のフ ロンテ ィアJに つい て説 明がな された。企画者 である大泉理事が 、準備状
況 を報告 した とともに、報告者 の候補 につい て理 事会 に意見 を求 め、在席 の各理事 が候補者
を検討 した。

2.入 会者・ 再入会者・ 復会者・ 休会者・ 会費優待者 の承認
小嶋理事 よ り配布資料

2(要 回収)に 基 づ き、入会希望者 8名 、休会希望者 1名 、退会者

2名 、会費優待 申請者 6名 である 旨報告 され、 いずれ も承認 された。住所不明者 10名 、会
費 4カ 年末納者 24名 につい て も報告 され、在席 の各理事 が連絡 を とれ る者 につい ては個別
に連絡す ることとした。

3.理 事会参加 時 の交通費ル ール
倉 田理事 よ り配布資料

3に 基 づ き、理事

。監事 の理事会 出席 にかか る交通費 ルール につ

いて提案がな され た。 2015年 度第 5回 理事会で決定 されたルール を微修 正 し、それ を今期
以降恒久的 に適用 してい く旨提案 され た。
審議 の結果、下記 の よ うに変更す る旨承認 された。
旧

(2015.10.17

理 事会決 定 )

1)支 払 の対象者 は、おおむね首都圏
神奈川県、千葉県、埼 玉県 の 1都

新
(東 京都 、

1)支 払 の対象者 は、おおむね首都圏共東京都 、

3県 )外 の居住 神奈川県、千葉県、埼 玉県 の 1都 3県 ■外 の居住
者 とす る。

者 とす る。

2)大 会開催時 の理事会出席 に対 しては、支払 を 2)大 会開催時 の理 事会 出席 に対 しては、支払 を
しない。

しない。

3)支 払金額 は、本務校か ら東京駅 までの新幹線 3)支 払金額 は、居住 地最寄 りの新幹線 または特
代 の往復 運賃 とす る。今期 の福 岡県在住 の理事 に

急停 車駅 か ら東京駅 まで の新幹線 ・ 特急代 の往復

対 しては 、遠 隔地加算 を加 え、新幹線代 の往復運賃

運賃 とす る。九州・北海道等、通常 の東京 との往復

+15000円 とづ る 。

1こ

航 空機 を使用す る こ とが妥 当 と考 え られ る理事

に対 しては、遠隔地力日
算 を加 え、新幹線代 の往復 運
賃 +15000円 とす る。

4)理 事会 が、東京以外 で行 われ る場合 は、別途 4)理
金額 を決定す る。

事会 が 、東京 以外 で行 われ る場合 は、別 途

金 額 を決 定す る。

4.英 文 ジャー ナル Joumal

of Contemporary East Asia Studiesへ の論文推薦 につい て

園 田理事長 よ り配布 資料

4に 基 づ き、英 文ジャー ナル 」ournal of Contemporary East

Asia Studiesへ の論文推薦 につい て天児慧会員 か ら依頼 があつた こ とが説明 され 、本件 に
つ き議論 した。在席 の各理事 か ら、
『 アジア研 究』 に掲 載 された論文 を当該 ジ ャー ナル に推
薦す る際 に起 こ りうる問題点が指摘 され 、本件 につい ては園 田理事長 が天 児会員 と再度連
絡 を取 り、継統審議 としてい くこととなった。

報告事項

1.退 会 申告 の受付時期 と退会年度 の扱 いについて

中岡理事 よ り配布資料

5に 基 づ き、会員 か らの退会 申告 の受付時期 と退会年度 の扱 いに

つい て 、8月 1日 以降 に退会 申告 を届 け出た会員 に対 しては当該年度以前 の会費納入 を依頼
す る旨報告 された。

2.日 本学術振興会・ 海外特別研究員 の優待 申請資格 について
中岡理事 よ り配布 資料 6に 基 づ き、 日本学術振興会 の海外特別研 究員 は、同会特別研 究
(PD)と 同様 に本学会優待 申請資格 を有 しない もの とす る旨報告 され た。

員

3.定 例研究会 の 開催 につい て
欠席 の磯崎 理事 よ り書面報告があ り、園 田理事長 が代読 した。次回 12月 の理事会か ら、
理事会開催 とあわせ て定例研究会 を開催す る方 向で準備 を進 めてい る旨、報告 され た。

4.各 職掌 の 引継 ぎ状況 につい て
園 田理事長 が在席 の各理事 に対 し、前任 理事 か らの職務 の 引継 ぎの状況 を報告す るよ う
求 めた。
益尾理事 が追加 配布資料 に基 づ き、欠席 の青 山理事 (編 集委員会委員長 )に 代 わ り、今期
編集委員会お よび 書評委員会 の体制 につい て報告 した。
区ぎ状況 につい て報告 がな された。
澤 田監事 よ り、 ニ ューズ レター発行 の 引糸
石塚理事 よ り、研 究企画 の職務 の 引継 ぎ状況 につい て報告 がな されたc

5。

そ の他

園 田理事長 よ り、2018年 度春季大会 の開催校 が未 定であ り、アイデアを提供 してほ しい
旨依頼 がな された。
園 田議長 が 17時 、閉会 を宣言 して審議 を終了 した。

以上
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