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日本国際経済学会第３
日本国際経済学会第３回春季大会のご
回春季大会のご案内
のご案内

拝啓

春暖の候、皆様にはご清祥のことと存じます。

既にご案内の通り、 6 月 8 日（土）に福岡大学（福岡市城南区七隈）にて日本国際経済
学会第３回春季大会が開催されます。多数の方のご参加をお待ちしております。

つきましては、事前にご出席をご連絡下さいますよう、お願い申し上げます。会員の皆
様に郵送したご案内に同封の葉書をご利用の場合は、5 月 27 日（月）までにご投函下さい。
ホームページの出席フォームをご利用の場合は、6 月 3 日(月)までに送信をお願いいたしま
す。いずれか一方をご利用下さい。
また、懇親会ご参加の方は、準備の都合上、5 月 30 日(木)までに会費の振込をお願い申
し上げます。
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１．出欠のご連絡について
会員の皆様に郵送したご案内に同封の葉書をご利用の場合は、5 月 27 日（月）までにご
投函下さい。ホームページの出席フォームをご利用の場合は、6 月 3 日(月)までに送信をお
願いいたします。いずれかの方法をご利用下さい。

２．会場について
各分科会、理事会、懇親会の会場につきましては、下記のページの大学構内案内図をご
参照ください。分科会会場は、地下鉄七隈線「福大前」駅から徒歩８分です。理事会・懇
親会会場は、地下鉄七隈線「福大前」駅から徒歩５分です。

３．受付・各分科会会場・控え室について
受付は、2 号館【地図番号 7】１階入口にて午前 9 時 30 分より開始します。
分科会 A 232 2 号館 3 階

分科会 B 会議室１ 2 号館地下 1 階

分科会 C 2B1 2 号館地下 1 階

分科会 D 会議室１ 2 号館地下 1 階

分科会 E 2B1 2 号館地下 1 階

分科会 F 232

2 号館 3 階

分科会 G 多目的ホール 中央図書館【地図番号 11】1 階
控室は、2 号館 2 階 22A 教室に準備します。

４．報告者、討論者の皆様へ
各分科会会場では PC 用プロジェクターおよび PC（Windows）が用意されています。メ
ディアについては、USB メモリーを使用して下さい。なお、レジュメ等を配布される方は，
必要部数を会場にご持参下さい。

５．昼食について
昼食は、学内の食堂をご利用ください。場所は、下記のページの大学構内案内図をご参
照下さい。役員の先生方には弁当を理事会会場にご用意いたします（当日 1,000 円徴収さ
せていただきます）
。

６．理事会について
理事会は、12 時 45 分から 13 時 45 分まで、文系センター棟【地図番号 14】16 階スカイ
ラウンジで開催されます。

７．懇親会について
シンポジウム終了後、文系センター棟【地図番号 14】15 階で、17 時から 18 時 30 分ま
での予定で懇親会を開催します。奮ってご参加ください。
参加ご希望の方は 5 月 30 日(木)までに、会費 4,000 円を、会員の皆様方に郵送しました
ご案内に掲載の口座にお振り込み下さいますようお願い申し上げます。大会当日の場合は、
受付で会費 4,500 円をお支払いください。

８．宿泊について
各自で手配いただきますようお願いいたします。
大学の徒歩圏内にはホテルはございません。大学との交通が便利なのは、天神地区のほ
か、地下鉄七隈線の「渡辺通」・「薬院」・「薬院大通」各駅周辺のホテルです。このほか、
博多駅周辺には多くのホテルがあります。

連絡先
日本国際経済学会第３回春季大会準備委員会
〒814-0180 福岡市城南区七隈８丁目１９－１
福岡大学商学部

松永達研究室 気付

e-mail ： jsie@fukuoka-u.ac.jp
大会ホームページ ： http://jsie2013spring.org

大学構内案内図

2 号館【地図番号７】
受付（１階入口）
分科会 A 232（3 階）

分科会 B 会議室１（地下 1 階） 分科会 C 2B1（地下 1 階）

分科会 D 会議室１（地下 1 階）

分科会 E 2B1（地下 1 階）

控室

分科会 F 232（3 階）

22A（2 階）

中央図書館【地図番号 11】
分科会 G 多目的ホール（1 階）
文系センター棟【地図番号 14】
理事会 スカイラウンジ（16 階）
懇親会 第 5 会議室（15 階）
学内の食堂・喫茶（当日昼間に営業予定の店舗を記載）
フォレスト

中央図書館 1 階【地図番号 11】

第一食堂

学而会館 1 階【地図番号 23・地図右下】

第三食堂

【地図番号 49・地図右上】

モスバーガー

60 周年記念館（ヘリオスプラザ）1 階【地図番号 22・地図中下】

スターバックス 病院新館地下１階【地図番号 78・地図左下】 ＊地下鉄駅 2 番出口より地下通路で直結

福岡空港・博多駅から大学までのアクセス

地下鉄路線図

空港線「福岡空港」駅

K13

空港線「博多」駅

K11

七隈線「天神南」駅

N16

七隈線「福大前」駅

N06

「福大前」駅までは、空港線「福岡空港」駅からは 40 分、空港線「博多」駅（JR 博多駅地下）からは
35 分程度です（いずれも乗り換え時間を含む）。
いずれも、空港線の「姪浜」方面の電車（どれでも結構です）に乗車し、
「天神」駅で下車して、いったん
改札口を出て地下街を 10 分ほど歩いて、七隈線の「天神南」駅から「橋本」行に乗車下さい。
「福大前」駅で下車し、改札を出て左に進み、1 番出口より上に上がると、左手に大学が見えます。

タクシーの場合、福岡空港からの所要時間は約１時間で料金は 4000 円程度、博多駅からは 40～50 分で
3000 円程度です。

日本国際経済学会
第３回春季大会
プログラム

日時：２０１３年６月８日（土）
午前 10 時～午後 4 時 30 分
会場：福岡大学（福岡市城南区）

第３回春季大会プログラム
回春季大会プログラム委員会
プログラム委員会（
委員会（50 音順）
音順）
石田 修（九州大学）
大川良文（滋賀大学）
夏目啓二（龍谷大学）

春名章二（岡山大学）

松永

丸山佐和子（神戸大学）

達（福岡大学）

日本国際経済学会 第3回春季大会 プログラム

10:00～12:30
午前の部
報告時間30分 討論（予定討論と一般討論）20分
分科会A アジア経済 座長：夏目啓二（龍谷大学）
会場： 2号館3階 232教室
A-1 FTAとマレーシアの工業化―電機産業を事例として―
報告者 猿渡剛（九州大学）
討論者 日野道啓（鹿児島大学）
A-2 世界金融危機後のフィリピン経済と持続性の可能性と課題
報告者 小原篤次（長崎県立大学）
討論者 森澤恵子（大阪市立大学名誉教授）
A-3 モンゴルと北東アジア諸国のFTAの効果：GTAPデータベースによる応用一般均衡分析
報告者 中島朋義（環日本海経済研究所）・Sh.エンクバヤル（環日本海経済研究所）
討論者 岩田伸人（青山学院大学）
分科会B 為替と援助 座長：大川良文（滋賀大学）
会場： 2号館地下１階 会議室１
B-1 適正為替相場水準についての考察：
適正為替相場水準なるものは存在するか、あるとすれば、それを決定する要素は何か
報告者 伏見一彰（九州共立大(元)）
討論者 井上伊知郎（福岡大学）
B-2 Habit Formation and the Transfer Paradox in an Overlapping Generations Model
報告者 柳原光芳(名古屋大学)
討論者 橋本賢一（神戸大学）
B-3 援助と貿易 -所得移転と実物資源移転報告者 横溝えりか(大東文化大学）
討論者 内藤巧（早稲田大学）
分科会C 実証分析１ 座長：丸山佐和子（神戸大学）
会場： 2号館地下１階 2B1教室
C-1 Firm heterogeneity and FDI in Distribution Services
報告者 田中清泰（ジェトロ・アジア経済研究所）
討論者 石戸光（千葉大学）
Why Do Manufacturing Firms Increase non-Regular Worker in 2000s?:
C-2 Does International Trade Matter?
報告者 松浦寿幸（慶応義塾大学）
討論者 本田圭市郎（熊本県立大学）
C-3 Productivity Dynamics and Rural Industrialization in India
報告者 佐藤隆広（神戸大学）
討論者 石上悦朗（福岡大学）

12:30～14:00

昼食

12:45～13:45
理事会
会場：文系センター棟16階スカイラウンジ

14:00～16:30
午後の部
報告時間30分 討論（予定討論と一般討論）20分
分科会D 貿易理論 座長：岡本久之（兵庫県立大学）
会場： 2号館地下１階 会議室１
D-1 Lowered Beachhead Costs in a Simplified Melitz Model with Heterogeneous Fixed Costs
報告者 水田浩之（釧路公立大学）
討論者 高橋信弘（大阪市立大学）
D-2 The Home Market Effect: Beyond the Constant Elasticity of Substitution
報告者 曽道智（東北大学）
討論者 古沢泰治（一橋大学）
D-3 再生可能資源の産地と不完全な規制
報告者 小川健（広島修道大学）
討論者 柳瀬明彦（東北大学）
分科会E 実証分析２ 座長：春名章二（岡山大学）
会場： 2号館地下１階 2B1教室
E-1 貿易調整支援プログラムは誰に支持されるのか？ －実験アプローチによる実証分析－
報告者 久野新（杏林大学）
討論者 浦田秀次郎（早稲田大学）
E-2 Market Potential, Wage Inequality, and Regional Unemployment Rates
報告者 近藤恵介（神戸大学大学院）
討論者 佐藤泰裕（大阪大学）
E-3 The Structure of Bilateral Commodity Trade:
The Role of Extensive Margins in Revealed Comparative Advantage
報告者 鎌田伊佐生（University of Wisconsin-Madison）
討論者 神事直人（京都大学）

分科会F 貿易政策 座長：石田 修（九州大学）
会場： 2号館3階 232教室
F-1 アンチ・ダンピング政策の有効性：日本の事例
報告者 宋俊憲（東京国際大学）
討論者 清田耕造（横浜国立大学）
F-2 １７８９年米国関税法における保護主義的要因に関する一考察
報告者 蔵谷哲也（四国大学）
討論者 中本悟（立命館大学）
F-3 Disguised Protectionism? Environmental Policy in the Japanese Car Market
報告者 北野泰樹（一橋大学）
討論者 椋寛（学習院大学）
分科会G 欧州経済 座長：松永 達（福岡大学）
会場： 中央図書館1階 多目的ホール
G-1 クロアチアのEU加盟と今後の課題
報告者 小山洋司（新潟大学名誉教授）
討論者 花田エバ（神戸大学）
G-2 欧州銀行同盟の視角と金融監督体制の革新－ユーロ危機に対する1つのresolution－
報告者 佐藤秀樹（金沢大学）
討論者 星野郁 （立命館大学）
G-3 技術革新志向国際提携戦略論：工作機械製造における日独連携事例
報告者 竹野忠弘（名古屋工業大学）
討論者 夏目啓二（龍谷大学）

17:00～18:30
会場：文系センター棟15階

懇親会

