アジア政経学会

2018年 度第 1回 理事会

議事録

:2018年 6月 9日 (± 1)12:30〜 13:00
2.会 場 :学 習院大学西 2号 館 5階 505号 室
3.理 事総数 :21(定 足数 11) 監事総数 :2(定 足数
日時

1。

4.参 加者

1)

:

出席者 (理 事 17名 、監事 1名 ):青 山、阿古、石塚 、磯崎、 大泉、大庭 、川 島、倉 田、小
嶋、佐藤 、清水 、園 田、高橋、永井 、 中岡、益尾 、二 重野 (以 上理事 )、 石川 (監
事)
欠席者 (理 事 4名 、監事 1名 ):梶 谷 、 中溝、松 田、丸川 (以 上理事 )、 澤 田 (監 事 )
5。

議長 :園 田理事長

6。

議事

12時 30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 日の理事欠席者
が 4名 、 監事欠席者 1名 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 があつた。 そ の後 、議案 の審議 に入 つた。

審議事項

1.2017年 度事業報告 につ いて
園 田理事長 よ り配布資料 1に 基 づ き、2017年 度事業報告案 が示 された。審議 の結果 、満
場異議 な く承認 された。

2.2017年 度決算 、貸借対 照表 な ど
倉 田理事 よ り配布資料 2に 基 づ き、2017年 度決算 が示 され た。審議 の結果 、満場異議 な
く承認 され た。

3.監 査報告
石川 監事 よ り、決算 関係書類 を精査 した結果 、問題 なか つた こ とが報告 され た。

4.入 会者

0再 入会者・ 復会者・ 休会者・ 会費優待者 の承認

再入会 申請者 1名 、
入会 申請者 20名 、
小嶋理事 よ り配布資料 3お よび回覧資料 に基 づ き、
休会 申請者 4名 、退会 申請者 9名 、逝 去 1名 、会費優待 申請者 13名 である旨報告 され 、い
ずれ も承認 され た。住所不明者 8名 、会費 4カ 年未納者 18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。

5。

名簿作成 に ともな う HP改 訂 につ いて

小嶋理事 よ り配布 資料 4に 基 づ き、会員名簿作成 に ともな う学会 ホー ムペ ー ジ改訂 にお

ける SSLの 選定 と費用 が示 された。審議 の結果、SSLを 2020年 度まで継続契約すること
が承認 された。
報告事項

1.優 秀論文賞 の選考について
高橋副理事長 が、選考委員会による審議 の結果、岡部正義 「フ ィリピン・ ミンダナオ農
村部 における教育需要 の持続性に関す る社会経済分析―一 ジェンダー と教育水準 の世代間
関係 に着 日して」
『 アジア研究』第 63巻 第 1号 (2017年 1月

)を 第 15回 アジア政経学会

優秀論文賞 として理事会に推薦 し、稟議書 による審議 で承認 された ことを報告 した。

2.サ ポー トレター発行について
小嶋理事 より配布資料 5に 基づ き、一橋大学経済研 究所お よび東京外国語大学 アジア・
アフ リカ言語文化研究所 に対 し、文科省 の国際共同利用 。共同研究拠点形成事業応募 にか
かるサポー トレター を発行 した旨報告 された。

3.各 担 当理事 か らの報告
園田理事長が在席 の理事に対 し、各職掌 に関する報告を求 めた。
阿古理事 より、ニ ューズレター発行 の進捗状況 が報告 された。
『 アジア研究』発行 の進捗状況について報告 した。
青山理事が配布資料 6、 7に 基づ き、

4。

今年度理事会開催 日程について

園田理事長 より、今年度の理事会 の開催 日程 が示 された。
園田議長 が 13時 00分 、閉会 を宣言 して審議 を終了 した。
以上
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