ア ジア政経学会

1.日

2019年 度第 3回 理事会

時 :2019年 9月 28日

議事録

(土 )15Ю O〜 17:30

2.会 場 :慶 應義塾大学 三 田キャ ンパ ス大学院校舎 8階 東 アジア研 究所共 同研 究室 1
3.理 事総数 :23(定 足数 12) 監事総数 :2(定 足数 1)
4.参 加者
:

出席者 (理 事 15名 、監事 2名 ):青 山、阿古、磯崎 、大庭、加茂 、川 島、倉 田、小嶋、清
水、高橋、中岡、中溝、益尾、二 重野、三宅 (以 上理 事 )、 園 田、丸川 (以 上監 事 )
欠席者 (理 事 8名 ):阿 南、石塚、遠藤 、佐藤 、鈴木 、唐 、松 田、渡邊
5。

議長 :高 橋理事長

6.議 事
15時 00分 に高橋理事長 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 8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.『 ア ジア研 究』編集 作業 の一部外部委託 な どにつ いて

(大 庭 )

大庭理事 より配付資料 1に 基づ き、
『 アジア研究』 の編集作業 の一部をお茶 の水学術事業
会に委託する提案 がな された。審議 の結果、委託 を進 めることが承認 された。
また、国立国会図書館への『 アジア研究』寄贈 を 1冊 か ら 2冊 に増やす (関 西館所蔵分)
ことについて提案 がなされ 、承認 された。その他、
『 現代中国研究叢書』 の著作権 に関す る
問い合わせについては、今後、総務担 当理事が対応す ることとした。

2.2019年 度秋季大会

(南 山大学)の

プ ログラム確定 (青 山)

青山理事 より、配付資料 2に 基づ き秋季大会 プ ログラム案 が示 され、 自由論題 を 6パ ネ
ル 、 自由応募分科会を 2つ 、共通論題 を 1つ 設けた旨報告 された。各パネルの司会や討論
者 について、青山理事が理事会に意見を求め、在席 の各理事よ り候補者 の提案 がな された。

3.入 会者・休会者・退会者・ 会費優待者 の承認

(小 嶋)

小嶋理事 より配付資料 3お よび回覧資料 に基づ き、入会 申請者 4名 、逝去者 1名 、会費
優待 申請者 2名 である旨報告 され、いずれ も承認 された。住所不明者 17名 、会費 4カ 年末
納者 25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。
その他に、休会 については 3年 まで認め、それ以上 となる場合 には退会 とす ることが提案
され、承認 された。

4.次 号 ニ ューズ レター の掲載 内容

(鈴 木

:高 橋代読 )

欠席 の鈴木 理事 よ り、次号 ニ ュー ズ レター (2020年 1〜 2月 発行予定 )の 基本案 が提 出
され 、高橋議長 が代読 した。提 出案 の とお り承認 され た。

報告事項
1。

2019年 度春季大会 開催 報告

(高 橋 )

高橋議長 が追加 配付資料 に基 づ き、2019年 度春季大会 の収支お よび運 営 の反省点 を報告
した。また 、今後 は優秀論文 賞受賞者 とそ の 同伴者 2名 までについ ては懇親会 に招待す る こ
とが提案 され 、承認 され た。

2.樫 山セ ミナー 開催報告

(二 重野 )

二重野理事 が 、2019年 度春季大会内 で 開催 され た樫 山セ ミナ ー につい て報告 した。

3.各 担 当理事 か らの報告
高橋議長 が在席 の理事 に対 し、各職 掌 に 関す る報告 を求 めた。

大庭理事が配付資料 5に 基づ き、
『 アジア研究』 の今期編集委員会 の構成や編集 の進捗状
況について報告 した。
欠席 の鈴木理事が作成 した配付資料 4を 高橋議長 が代読 し、ニ ューズ レター発行 の進1//t
状況が報告 された。
阿古理事 が、次回定例研究会 を 12月 21日 に開催す る予定である旨報告 した。
中溝理事が、来年度 の樫山セ ミナーの計画について報告 した。
高橋議長 が 17時 30分 、閉会を宣言 して審議 を終了 した。
以上

令 和 元年 12月 21日
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