アジア政経学会

2018年 度第 3回 理事会

1.日 時 :2018年

12月 22日

議事録

(土 )15:02〜 17:05

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 15名 、監事 2名 ):石 塚、磯崎、大泉、大庭、川 島、倉 田、小嶋、清水 、園
田、高橋、中岡、益尾、松 田、丸川、二重野

(以

上理事 )、 石川、澤 田

(以 上監事 )

欠席者 (理 事 6名 ):阿 古、青 山、梶谷、佐藤 、永井 、中溝

5.議 長
6.議 事

:園 田理事長

15時 02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 6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 があつた。 そ の後、議案 の審議 に入 つた。

審議事項

1.会 員投票実施要領 の決定

(小 嶋)

小嶋理事 よ り、配布資料 1に 基 づ き、会員投票実施 要領改定案 が示 された。審議 の結果 、
満場異議 な く承認 され た。

2.会 員投票実施 スケジュール お よび選 出人・ 被選 出人 リス トの確認

(小 嶋 )

小嶋理事 よ り、配布資料 2に 基 づ き、会員投票お よび 開票 のス ケジ ュールが示 された。満
場異議 な く承認 され た。また、選 出人・被選 出人 リス ト等 が示 され 、適否 が審議 に付 された。
会員規貝J第 9条 に基 づ き、2019年 4月 1日 時点で満 70歳 を超 える会員 には被選 出人資格
が与 え られ ない ことが確認 された。

3.名 誉会員 の推挙 について

(園

田)

園田理事 長 よ り配布 資料 3が 示 され 、本会会員規則第

5条 に基 づ き、石井明会員 と天児

慧会員 を名誉会員 に推挙す る案が示 され た。審議 の結果、満場異議 な く承認 された。

4.入 会者・ 退会者・ 会費優待者 の承認

(小 嶋 )

小嶋理事 よ り配布資料 4お よび回覧資料 に基 づ き、入会 申請者 7名 、退会 申請者 2名 、
会費優待 申請者 6名 である 旨報告 され 、 それぞれ の適否 が審議 に付 され た。住所不明者 12
名 、会費 4カ 年末納者 13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。

報告事項

1.2019年 度春季大会 につい て

(高 橋 )

高橋副理事長 よ り、2019年 度春季大会は 6月 8日 (土 )、 9日

(日

)に 慶應義塾大学三 田

キ ャ ンパ ス で行 う予定である ことが報告 された。

2.2019年 度樫 山セ ミナー につい て

(二 重野)

二重野理事 よ り配布資料 5に 基 づ き、2019年 度春季大会 で開催 され る樫 山セ ミナ ーの企
画案 が示 された。

3.東 京外 国語大学 アジア・ ア フ リカ言語文化研究所拠点 申請 の結果 につい て

(中

岡)

中岡理事 が配布 資料 6に 基 づ き、東京外 国語大学 アジア・ アフ リカ言語文化研 究所 の文科
省 国際共 同利用 。共 同研究拠点 申請 が不採択 とな つた ことを報告 した。本会 は当研究所 が 申
請 を行 うの に際 し、サ ポー トレター を発行 していた。

4.2018年 度秋季 大会収支報告

(倉 田)

倉 田理事が配布 資料 7に 基 づ き、2018年 度秋季大会 の収支報告 を行 つた。

5.2018年 度秋季大会 の反省事項お よび 2019年 度春季大会 の報告者募集 ス ケ ジュール (石
塚)
石塚理事が、2018年 度秋季大会 の反省 事項 を報告 した。また 、2019年 度春季大会 の報告
者募集 ス ケジ ュール につい て 、2019年 1月 か ら募集 を開始 し、 3月 初旬 に募集 を締 め切 る
予定である旨報告 した。

6.定 例研 究会 につい て

(大 庭 )

大庭理事 よ り、2018年 12月 22日 に第 21回 定例研 究会 を開催 した 旨報告 され た。

7.『 アジア研 究』編集委員会報告

(益 尾・ 清水 )

副編集委員長 の益尾理事お よび特集号担 当の清水 理事が、配布資料 8・ 9に 基 づ き、
『ア
ジア研 究』発行 の進捗状況 につい て報告 した。

8.そ の他
園 田理事長 が配布 資料

10に 基 づ き、地域研 究学会連絡協議会 (JCASA)2018年 度総会

につい て報告 した。
園 田議長 が 17時 05分 、開会 を宣言 して審議 を終了 した。
以上
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