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ラテン・アメリカ政経学会 平成 26 年度総会資料 

 
 

 平成 26 年 11 月 16 日（日）12 時 40 分～13 時 30 分（予定） 

於：神戸大学第 5学舎大会議室 

 

議事次第 

 

審議事項 

1. 平成 25 年度事業報告 （担当：浜口理事長） （資料１） 

2. 平成 25 年度会計報告＆監査報告 （担当：高橋理事／松井監事）  （資料２） 

3. 平成 26 年度事業計画 （担当：浜口理事長） （資料３） 

4. 平成 26 年度予算 （担当：浜口理事長） （資料４） 

5. 2015 年度全国大会開催校について （担当：浜口理事長）  

6. その他 

 

報告事項 

1. 学会誌 No.48 の編集状況  （担当：山崎理事）         （資料５） 

2. 会員の入退会動向 （担当：浜口理事長）        （資料６） 

3. その他 

 

創立 50 周年事業報告 

1. 理事長挨拶 

2. 選考委員報告（山本純一 委員長）・研究奨励賞の表彰・受賞者スピーチ 

3. 記念出版『ラテン・アメリカ社会科学ハンドブック』（新評論）（小池洋一 実行委員） 
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（資料１） 

 

平成 25 年度事業報告 

 

平成 25 年度に、以下の事業を実施した。 

 

１．11 月 16 日～17 日、日本貿易振興機構アジア経済研究所において、第 50 回全国大会を

開催した。 

２．『ラテン・アメリカ論集』第 47 号を刊行した。 

３．創立 50 周年記念出版『ラテン・アメリカ社会科学ハンドブック』出版に向けて会員に

原稿を依頼し編集委員会が編集作業を行った。 

４．研究奨励賞の受賞対象業績の募集を行った。 

５．地域研究学会連絡協議会の加盟学会として情報交換を行った。当学会は 2013 年 11 月

から 2 年間、同協議会の事務局を引き受けることになった。 

６．地域研究コンソーシアム年次集会（11 月 9 日、愛知大学開催）に出席した。 

７．7 月 28 日に関西部会（神戸大学経済経営研究所ラテンアメリカ政治経済研究部会と共

催）を開催した。関東部会は開催されなかった。 
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（資料２）平成２５年度会計報告 
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（資料３） 

平成 26 年度事業計画(案) 

 

平成 26 年度に、以下の事業を実施する。 

１．神戸大学において第 51 回全国大会を開催する。 

２．『ラテン・アメリカ論集』第 48 号を刊行する。 

３．関東部会、関西部会を開催する。 

４．地域研究学会連絡協議会、地域研究コンソーシアムの加盟学会として関係学会と交

流する。地域研究学会連絡協議会の事務局業務を行う。アジア大洋州ラテンアメリ

カ研究協議会（CELAO）京都大会開催に協力する。 

５．設立 50 周年記念出版『ラテン・アメリカ社会科学ハンドブック』を出版する。 

６．研究奨励賞の選考委員会を設置して選考を行い、受賞者を決定する。 

以上
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（資料４） 

平成 26 年度予算(平成 26 年 4 月 1 日～27 年 3 月 31 日)(案) 
 

                          （平成 26 年 11 月 1 日作成） 

一般会計 

収入の部 支出の部 

  

前期繰越金 3,627,705  

  

会員会費収入 800,000 全国大会開催校補助 150,000

 （個人会員） (800,000) 学生会員に対する旅費補助 49,200

 （維持会員） ( 0) 全国大会招聘者謝金 50,000

 研究奨励賞（楯・副賞） 39,060

 印刷費・編集費（論集） 302,190

雑収入（預金利息など） 600 事務局経費 210,150

  （ホームページ維持費） 38,030

 （封筒印刷） 35,600

 （通信費） 100,000

 （その他） 36,520

収入合計 800,600 支出合計 800,600

 今期収支 0

 50周年記念出版特別会計へ拠出 129,120

  

 次期年初残高 3,498,585

 

50 周年記念出版特別会計 

収入の部 支出の部 

  

前期繰越金 550,000 50 周年記念出版買取費(200 部

＠2,916 円＜税込＞) 

583,200

一般会計から繰り入れ 129,120 50 周年記念編集委員会開催費  95,920

  

収入合計 679,120 支出合計 679,120
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（資料５）      ラテン・アメリカ論集 No.48（2014 年）目次 

 

＜依頼論文＞ 

On the Institutional Incentives Faced by Brazilian Civil Servants       Maurício S. Bugarin 

Fernando B. Meneguin 

 

＜研究論文＞ 

歴史的制度論からみたアルゼンチンとベネズエラの経済政策の転換 

宇佐見耕一 坂口安紀  

＜書評＞ 

小池洋一著 『社会自由主義国家：ブラジルの「第三の道」』 久松佳彰 

 

近田亮平編著 『躍動するブラジル』         舛方周一郎 

 

宮地隆廣著 『解釈する民族運動―構成主義によるボリビアとエクアドルの比較分析』 

        岡田 勇 

 

野村友和著 『経済発展における教育投資と所得分配』   安原 毅 

 

 

＜学会消息＞ 
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（資料６）会員の動向 

 

入会者 

 氏名（種別） 所属 推薦会員 

1 川北祥平（一般会員） 三菱東京 UFJ 銀行 山崎圭一 

2 吉村 竜（学生会員） 首都大学東京大学院 浦部浩之 

3 岩波文孝（一般会員） 駒澤大学 浜口伸明 

4 豊田紳（一般会員） 早稲田大学 宇佐見耕一 

5 大場樹精（一般会員） 上智大学 幡谷則子 

6 藤井礼奈（学生会員） 上智大学大学院 幡谷則子 

    

    

    

退会者 

 青木芳夫 佐藤 純  

    

会員数（在外会員を含む） 

 一般会員（学生、シニア含）（平成 25 年 11 月 17 日） 150 名

 新入会員 6 名

 退会会員 2 名

 長期会費未納による除名 0 名

 一般会員（学生、シニア含）（平成 26 年 11 月 16 日現在） 154 名

 法人会員 0 社

 


