2011年5月17日
会員各位
日本農業経済学会
会長 本間 正義

2011 年度日本農業経済学会大会（延期大会）のお知らせ（第２報）

謹啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度の東日本大震災に伴う甚大な被害発生に配慮し、延期しておりました2011 年度の日本農業
経済学会大会を下記の要領で改めて開催致します。多数の皆様のご参加をお願い申し上げます。
なお、3月時点で予定しておりました日韓シンポジウムや個別報告（口頭報告）、シンポジウム後
の懇親会につきましては実施いたしませんので、ご承知ください。
本報のご連絡が大変遅れましたことをお詫びいたしますとともに、今回被災された方々に心より
お見舞いを申し上げます。

[1] 日程及び会場
日程 : 2011 年6 月11 日(土)、12 日(日)
会場：案内図は別紙１～別紙３を参照
6 月11 日 財団法人 早稲田奉仕園（セミナーハウス、スコットホールほか）
〒169-8616 東京都新宿区西早稲田2-3-1
6 月12 日 早稲田大学早稲田キャンパス 国際会議場（井深大記念ホール）
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1
＜大会受付＞
6 月11 日 早稲田奉仕園（セミナーハウス）１階101号室
6 月12 日 国際会議場（井深大記念ホール）１階ロビー
＜大会＞
6 月11 日 早稲田奉仕園
開場

8:30

特別セッション

スコットホール、リバティーホール、６ＡＢＣ号室

9:00～17:55

個別ポスター報告 セミナーハウス１階100号室・101号室
同

上

(一般会員閲覧者への対応)

12:00～12:45

(ショートスピーチと審査)

12:50～14:00

ポスター賞授与式 セミナーハウス１階100号室

15:40～15:55

6 月12 日 早稲田キャンパス 国際会議場（井深大記念ホール）
開場

9:00

開催校挨拶

9:30～ 9:35

学会長挨拶 本間 正義

9:35～ 9:50

シンポジウム「現代日本農業のベースライン」

9:50～17:30

総会・学会賞表彰・学会賞受賞講演

13:30～14:30

＜諸会議＞
6 月11 日（会場：早稲田奉仕園）
ポスター小委員会打ち合わせ 日本キリスト教会館6階・3号室

11:30～12:40、14:10～15:30

シンポジウム打ち合わせ

16:00～18:00

正副会長等会議

同

上

奉仕園会館地下１階・YOU-Iホール

理事会

同

上

18:00～19:00
19:00～21:00

6 月12 日（会場：早稲田奉仕園）
農業経済学関連学会協議会 日本キリスト教会館6階・2号室

18:15～20:15

[2] 大会参加費および支払方法について
①大会参加費：3,000円（原則事前振込）
②支払方法
３月開催予定の大会に向けて参加費を振り込んだ方で、その後、返却の手続きをしていない場合
は、延期大会の参加費の支払いは必要ありません。他方、大会参加費を未だ支払っていない方は、
開催校の規定により当日受付で現金の徴収ができないことから、事前振込をお願いします。
大会当日には、振込の半券等を受付係に提示し受付を行い、大会資料をお受け取りください（開
催校の規則をご理解の上、ご協力をお願い致します）。
このため振込の半券等は大切に保管の上、当日必ずご持参ください。特に、６月６日以降に振り
込みをされた場合は、振込者リスト作成の関係から、振込半券のご提示がないと入金の確認ができ
ません。
なお、受付に６月３日までの振込者リストを用意し、対応致しますが、それ以降振込の場合、確
認が半券等のみになりますので特に重要です。
振込口座は以下の通りです。いずれも口座名は「日本農業経済学会」です。余裕を持ってお振込
み頂き、必ず振込半券等をご持参ください．
□ 郵便振替 ００１００－５－０７４０７７３
□ 銀 行 りそな銀行 目黒駅前支店 普通預金 １８８００７２
なお、どうしても事前振込が出来ない場合、半券をなくして提示出来ない場合、さらに振込後
参加出来なくなった場合などの対応については、巻末記載の学会事務局へご相談下さい。大会当
日は、受付あるいは事務局（武石）までご相談下さい。

[3] 大会に関する問い合わせ
日本農業経済学会事務局（財団法人 農林統計協会内）
担当：（学会全般）武石、（入会・会員番号等）藤本
電話：03-3492-2988

ﾌｧｯｸｽ：03-3492-2942

学会のメールアドレス：aesj@aafs.or.jp
学会ホームページ ：http://www.aesjapan.or.jp
（参考）「2011 年度日本農業経済学会早稲田大会実行委員会」
大会実行委員長: 堀口 健治 大会実行委員会事務局長: 柏 雅之
早稲田大学政治経済学術院

堀口研究室秘書・本多純子

電話：03-5286-1219
j.honda@kurenai.waseda.jp
[4] 特別セッション（6 月11 日／早稲田奉仕園）
スコットホール１階講堂
特別セッション１（ 9:00～11:55）
3. 11大震災による食料・農業・農村への影響と今後の課題－復旧段階での現地報告－（仮）
座長：伊藤房雄（東北大学大学院農学研究科）
特別セッション２（12:45～16:00）
ポリバレント化する農業・農村経済学とその総合化－Part１－
座長：泉田洋一（東京大学大学院農学生命科学研究科）
リバティーホール（奉仕園会館地下１階）
特別セッション３（ 9:00～11:55）
日仏における食料産業クラスター戦略－理論、政策と実証分析－
座長：木南莉莉（新潟大学）
Karine Daniel (PRES L’UNAM, LARESS ESA Angers, and INRA LERECO)
特別セッション４（12:45～15:15）
農業経済学分野における大型プロジェクト研究の推進と外部資金導入のあり方
座長：長谷部 正（東北大学大学院農学研究科）
柳村俊介（北海道大学大学院農学研究院）
特別セッション５（15:30～17:55）
グローバル化するアジア農村の技術・制度変化と貧困層のゆくえ
座長：米倉

等（東北大学大学院農学研究科）

加賀爪優（京都大学大学院農学研究科）
６ＡＢＣ号室（日本キリスト教会館６階）
特別セッション６（ 9:30～11:30）
流域保全の経済分析－水質保全と生物多様性保全を中心に－
座長：栗山浩一（京都大学大学院農学研究科）

[5] シンポジウム(6 月12 日／早稲田大学早稲田キャンパス国際会議場［井深大記念ホール］)
全体テーマ「現代日本農業のベースライン」
座長

小田切 徳美（明治大学農学部）
中嶋

康博

（東京大学大学院農学生命科学研究科）

報告
１．農業構造改革の類型論的検討
野田 公夫（京都大学大学院農学研究科）
２．食料消費の現代的課題－家計と農業の連携可能性を探る－
草苅 仁（神戸大学大学院農学研究科）
３．現代農政システムの制約要因と展望
荘林 幹太郎（学習院女子大学国際文化交流学部）
４．わが国農業構造の到達点と展望－水稲・畜産・野菜の比較検討を通して－
福田 晋（九州大学大学院農学研究院）
コメンテーター
山下 一仁（キヤノングローバル戦略研究所）
茂野 隆一（筑波大学大学院生命環境科学研究科）
東山 寛 （北海道大学大学院農学研究院）

以上。

《 学会事務局 》
〒153-0064 東京都目黒区下目黒３－９－13 目黒・炭やビル
財団法人農林統計協会内

日本農業経済学会事務局
○ 担当（学会全般）武石、（入会・会員番号等）藤本
電話：０３－３４９２－２９８８
電話（大会会場受付）武石携帯:０８０－１０９１－８５０２
FAX ：０３－３４９２－２９４２
学会のメールアドレス：aesj@aafs.or.jp
学会のホームページ：http://www.aesjapan.or.jp

2011 年度日本農業経済学会大会 会場案内図 (別紙１)
早稲田奉仕園／早稲田大学 早稲田キャンパス等 全体図
６月１１日 ： 特別セッション、個別ポスター報告 ･･･ 早稲田奉仕園（セミナーハウス、スコットホールほか） ●
６月１２日 ： 大会シンポジウム・総会 ･･･ 早稲田大学早稲田キャンパス国際会議場（井深大記念ﾎｰﾙ） ★

都電 早稲田駅

６月１２日（日）
大会シンポ・総会会場
山の手線・西武線

高田馬場駅
早稲田大学行き

バス乗り場

東京ﾒﾄﾛ副都心線
西早稲田駅

東京ﾒﾄﾛ東西線

６月１１日(土)
特別セッション
個別ポスター報告

早稲田駅

2011 年度日本農業経済学会大会 会場案内図 (別紙 2)
６月１１日(土) 早稲田奉仕園 構内図
特別セッション、個別ポスター報告 ･･･ 早稲田奉仕園（セミナーハウス、スコットホールほか）

◎スコットホール

◎日本キリスト教会館（６階）

１階・講堂

６ＡＢＣ号室

・特別セッション１ 9:00～11:55

・特別セッション６

・特別セッション２ 12:45～16:00

9:30～11:30

３号室

２階・222 号室

・ポスター賞審査打ち合わせ

・来場者休憩室

9:00～15:30

・協賛出版社出展

9:00～15:30

11:30～12:40、14:10～15:30
・シンポジウム打ち合わせ
16:00～18:00

◎セミナーハウス（１階）
◎リバティーホール

100 号室

（奉仕園会館地下１階）
・特別セッション３

・個別ポスター報告 12:00～14:00

9:00～11:55

101 号室

・特別セッション４ 12:45～15:15

・個別ポスター報告 12:00～14:00

・特別セッション５ 15:30～17:55

・大会受付

8：30～

受付会場はここです。
◎ＹＯＵ－Ｉ ホール
（奉仕園会館地下１階）
・正副会長会議 18:00～19:00
・理事会

19:00～21:00

2011 年度日本農業経済学会大会 会場案内図 (別紙 3)
６月１２日（日） 早稲田大学 早稲田キャンパス 構内図
大会シンポジウム・総会 ･･･ 国際会議場（井深大記念ﾎｰﾙ） ★

大会シンポ・総会会場

（開場 9：00）

