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特定非営利法人 アジア・アフリカ研究所  

 

2020年度 第３回理事会 議事要録 

 

日時：2020年８月29日（土）1３：00～15：30 

（オンライン会議形式により開催） 

 

理事総数20名  

出席者16名、委任状3名、欠席者 1名 

監事（出席） 

 

議事に先立ち、松下冽理事及び鈴木規夫理事を議事要録署名人として選任した。 

また、前回理事会議事録も確認された。 

 

［審議事項］  

 

Ⅰ ハンドブック日本の国際協力の進捗状況について 

アジア編（報告：重田編集長）、中東アフリカ編（報告：山中理事）、ラテンアメリ

カ編（報告：松下理事）の報告があり、承認された。 

 

Ⅱ 60周年記念懸賞論文の進捗状況について 

投稿について会員及び周囲への呼びかけ、ホームページへの掲載場所変更などを確

認した。 

 

Ⅲ『アジア・アフリカ研究』編集について  

重田編集長より『アジア・アフリカ研究』第60巻第3号と第60巻第4号の進捗状

況についての報告があり、承認された。 

 

Ⅳ 第60巻第２号以降の創立60年記念の企画について 

創立60年記念の企画について中野代表理事より提案があり、種々議論したが結論が

出ず、次回理事会での継続審議となった。   

 

Ⅴ 会費未納状況について 

 ３年以上の未納会員が報告された。 

 

Ⅵ その他 

 時評・書評などについてホームページ公開の提案があり、継続審議となった。 



2 
 

 

Ⅶ 次回理事会について 

10月３日午後１時〜３時を予定。 

 

以上の議事の内容と決議の結果を明確にするために、議長ならびに議事録署名人は次

に署名捺印する。  

 

議長      中野 洋一 

議事録署名人  松下 冽 

議事録署名人  鈴木 規夫 

 

 

 

2020年度  第4回理事会 議事要録 

 

日時：2020年10月3日（土）13：00～15：40 

( オンライン会議形式により開催 ) 

 

理事総数20名 

出席者16名、委任状3名、欠席者1名 

監事（出席） 

 

議事に先立ち、平井文子理事及び河合恒生理事を議事要録署名人として選任した。 

また、前回理事会議事録も確認された。 

 

 ［審議事項］ 

 

 Ⅰ 新規会員について   

新入会員３名の紹介がされ、承認された。 

 

 Ⅱ 『アジア・アフリカ研究』編集について   

重田編集長より『アジア・アフリカ研究』第60巻第3号、第60巻第4号、第61巻

第1号の進捗状況についての報告があり、承認された。 また、投稿予告を受けたS氏

の論文に関しては、査読者は３氏に依頼予定であることが確認され、承認された。な

お、査読期間は、査読者に論文が届いてから概ね１ヶ月を目処とすることが確認され

た。 
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 Ⅲ 60周年記念懸賞論文の進捗状況について  

懸賞論文の進捗状況についての報告があり、引き続きの声かけと合わせて、会員の

メーリングリストとツイッターでも呼びかけることを確認した。 

 

 Ⅳ 次回理事会及び研究会について   

次回理事会及び研究会のテーマおよび日時について議論され、12 月 26 日（土）13

時より理事会、15時より研究会をそれぞれオンラインにて開催することが確認された。 

なお、研究会のテーマは、「コロナパンデミック時代のグローバルサウス」として、

発表者は鈴木規夫理事と岡野内正理事に依頼することが承認された。また、研究会の

告知は、ホームページと会員のメーリングリストで呼びかけることが確認された。 

 

Ⅴ AA研究所創立60周年記念行事企画について 

AA 研究所創立 60 周年記念行事企画についての報告があり、種々議論し、継続審議

されることが確認された。 

 

 Ⅵ その他  

オンライン会議の場の準備について、今後は有料アカウントを持つ理事に準備いた

だくことが確認された。 

 

以上の議事の内容と決議の結果を明確にするために、議長ならびに議事録署名人は次

に署名捺印する。 

                                   

議 長    中野 洋一  

議事録署名人 河合 恒生  

議事録署名人 平井 文子 

 

 

 

 

2020年度 第5回理事会 議事要録 

 

日時：2020年12月26日（土）13：00～14：20  

（オンライン会議形式により開催） 

 

理事総数20名 
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出席者13名、委任状3名、欠席者4名 

 

議事に先立ち、鈴木規夫理事及び太田和宏理事を議事要録署名人として選任した。 

また、前回理事会議事録も確認された。 

 

［審議事項］  

 

Ⅰ 新入会員、退会会員について  

 新入会員２名が紹介され、承認された。また、２名の退会会員が確認された。  

 

Ⅱ 『アジア・アフリカ研究』編集について   

重田編集長より『アジア・アフリカ研究』第60巻第4号の進捗状況についての報告

があり、近日中に発送予定であることが確認された。また、第61巻第1号と第61巻

第2号の進捗状況についての報告があり、承認された。 

 

Ⅲ 60周年記念懸賞論文の進捗状況について 

懸賞論文の進捗状況の報告があり、確認された。 

 

Ⅳ AA研究所創立60周年記念行事企画について 

AA研究所創立60周年記念行事企画について種々議論し、承認された。 

（詳細については継続審議）  

 

Ⅴ 次回理事会について    

次回の第６回理事会は2021年３月27日（土）13時～15時にオンラインにて開催さ

れることが確認された。  

 

以上の議事の内容と決議の結果を明確にするために、議長ならびに議事録署名人は次

に署名捺印する。 

 

議長      中野 洋一 

議事録署名人 鈴木 規夫 

議事録署名人 太田 和宏 
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2020年度 第6回理事会 議事要録 

 

日時：2021年3月27日(土)13：00～14：40 

（オンライン会議形式にて開催） 

 

理事総数20名 

出席者15名、委任状3名、欠席者2名 

 

議事に先立ち、岡野内正理事及び大津健登理事を議事要録署名人として選任した。 

また、前回理事会議事録も確認された。 

 

［審議事項］  

 

Ⅰ 新入会員・退会について 

 2021年3月現在の事務局よりのまとめが代表理事より報告された。 

 なお、新入会員1名については、代表理事より連絡・確認を取り、次回理事会で 

報告する。 

 

Ⅱ 『アジア・アフリカ研究』編集について 

重田編集長より第61巻第1号と第61巻第2号の進捗状況の報告があり、承認され

た。また、同巻第3号、第4号についても進捗状況の報告があり、承認された。 

 

Ⅲ 60周年記念懸賞論文の審査日程と手順について 

懸賞論文審査委員会は、査読者３名と重田編集長、中野代表理事の5人で構成さる

ことが承認された。次回理事会に結果報告（原案提出）がなされる。 

 

Ⅳ 雑誌論文のPDFの受け取りについて 

執筆者本人より申し出があれば、会員・非会員でもPDF を受け取ることができるも

のとする。ただし、個人的利用の範囲に限る。執筆者本人のPDF での公開は、発行か

ら２年経過した場合は、初出を明らかにするという条件で認めることが確認された。 

 

Ⅴ 外部査読の謝礼額について 

非会員の外部査読については、謝礼は5000円とすることが承認された。 

 

Ⅵ 代表理事、編集長、副編集長、編集担当の手当について 

これまでの実際の支払いを確認し、次回理事会に代表理事より原案として提案する。 
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Ⅶ 次回の研究会の開催について 

５月15日（土曜）15時より、「激動の朝鮮半島の情勢」というテーマで、アジア・

アフリカ研究会をオンラインにて開催する。 

報告者：文京洙理事、大津健登理事 

 

Ⅷ 研究所60周年記念事業の開催日程と時間について 

 6月５日（土曜）15時よりオンラインにて研究所60周年記念事業シンポジウムを開

催する。 

 テーマ：「アジア・アフリカ研究所の60年の成果と課題」 

 報告者：藤田和子監事、松下冽理事、文京洙理事、中野洋一代表理事、 

     河合恒生理事、平井文子理事（各10分） 

 

Ⅸ 次回の理事会について 

 2021年度第１回理事会は、5月15日（土曜）13時より、オンラインにて開催予定。 

（総会準備理事会） 

 また、2021年度第２回理事会は、6月5日（土曜）13時より、オンラインにて開催

予定。（総会当日） 

 

以上の議事の内容と議決の結果を明確にするために、議長ならびに議事録署名人は次

に署名捺印する。 

 

議長     中野 洋一 

議事録署名人 岡野内 正 

議事録署名人 大津 健登 

 

 

 

 

2021年度 第１回理事会 議事要録 

日時：2021年5月15日（土）13：00～14：40  

（オンライン会議形式により開催 ） 

理事総数20名  

出席16名、委任状2名、欠席者2名 

監事（出席） 
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議事に先立ち、河合恒生理事及び後藤政子理事を議事要録署名人として選任した。 

また、前回理事会議事録も確認された。 

 

 ［審議事項］  

 

Ⅰ 新入会員について 

新入会員２名が紹介され、承認された。 

 

Ⅱ『アジア・アフリカ研究』編集について 

１.重田編集長より『アジア・アフリカ研究』第61巻第2号についての報告があり、

５月末発行予定であることが確認された。また、『アジア・アフリカ研究』第61巻第

3号と4号についての報告があり、承認された。 

２.重田編集長より編集体制についての報告があり、承認された。 

 

Ⅲ ホームページの運営について 

 ホームページの管理運営について議論され、継続的に検討されることが確認され

た。  

 

Ⅳ 60周年記念懸賞論文の進捗状況について 

 懸賞論文審査委員会より三須拓也さん（東北学院大学法学部・大学院法学研究科）

の論文が「２席」を受賞されることが報告され、承認された。今後、『アジア・アフ

リカ研究』への論文掲載や研究会での発表等については著者と相談することが確認さ

れた。 

 

Ⅴ 代表理事、編集長、副編集長、編集担当の手当について 

 これまでの実績を踏まえた案が代表理事より提示され、承認された。 

 

Ⅵ 次回理事会・総会・シンポジウムについて 

 次回（第8回）理事会・総会・シンポジウムは2021年６月５日（土）にオンライン

にて開催されることが確認された。シンポジウムは15時開始の90分間を予定、企画

内容についても改めて確認された。 

 

以上の議事の内容と決議の結果を明確にするために、議長ならびに議事録署名人は次

に署名捺印する。 

 

議 長    中野 洋一  
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議事録署名人 河合 恒生  

議事録署名人 後藤 政子 

 

 

 

 

2021年度 第2回理事会(2020年度総会前) 議事要録 

日時：2021年6月4日（土）13：00～14：00  

（オンライン会議形式により開催 ） 

 

理事総数20名  

出席15名、委任状4名、欠席者1名 

 

議事に先立ち、所康弘理事及び長島怜央理事を議事要録署名人として選任した。 

また、前回理事会議事録も確認された。 

 

 ［審議事項］  

 

Ⅰ 第15回総会資料について 

第1号議案2020年度事業報告書（案）、第2号議案2020年度活動計算書（案）、   

第3号議案2020年度財産目録（案）、第4号議案2020年度貸借対照表(案)、2020年

度監査報告、第5号議案2021年度事業計画書（案）、第6号議案2021年度活動予算

書（案）がそれぞれ説明され、承認された。 

 

Ⅱ 2020年度会員動向について  

代表理事より2020年度会員動向について説明がされ、確認された。 

 

以上の議事の内容と決議の結果を明確にするために、議長ならびに議事録署名人は次

に署名捺印する。  

 

議 長    中野 洋一  

議事録署名人 所 康弘 

議事録署名人 長島 怜央 

 

 


