
（五十音順） R3.3.31現在
・アジア経済発展論研究会セミナー ・経営学セミナー
・応用マクロ経済学セミナー ・国際経済学セミナー
・応用ミクロ経済学セミナー ・史的分析セミナー
・会計学セミナー ・経済動学セミナー

アジア経済発展論研究会セミナー

回数 日時 場所 講師（敬称略） 所属・職位 演題
参加
人数

1 6/4(木)16:30-17:45 Zoomによるウェブセミナー 三浦 憲 京都大学大学院農学研究科
"News from the Sky: An Empirical Test of Forward-Looking
Behavior among Zambian Farmers"

15

セミナー計 15

応用マクロ経済学セミナー

回数 日時 場所 講師（敬称略） 所属・職位 演題
参加
人数

1 12/2(水)14:45-16:15 オンライン講座 須藤 直 日本銀行金融機構局 日本銀行の金融システムリポートについて 10

セミナー計 10

応用ミクロ経済学セミナー

回数 日時 場所 講師（敬称略） 所属・職位 演題
参加
人数

1 9/4(金)11:00-12:30 オンライン講座 瀧井 克也 大阪大学・教授 How can elite colleges screen potential future business leaders? 8

2 11/27(金)18:00-20:00 Zoomウェビナー 依田 高典 京都大学・教授
人間を動かすのはインセンティブかナッジか:融合する行動経済学・
フィールド実験・機械学習

101

3 12/4(金)11:00-12:30 オンライン講座 小泉 秀人 一橋大学・特任助教
Optimal Taxation of Intermediate Goods in A Partially
Automated Society

4

4 1/22（金）11:00-12:30 オンライン講座 澤田 真行 一橋大学・講師
Harmless and detectable manipulation of the running variable in
regression discontinuity designs: tests and bounds

8

5 1/29(金)11:00-12:30 オンライン講座 亀井 憲樹 ダラム大学・准教授
Free Riding and Workplace Democracy – Heterogeneous Task
Preferences and Sorting

5

セミナー計 126
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会計学セミナー

回数 日時 場所 講師（敬称略） 所属・職位 演題
参加
人数

1 6/13(土)13:30-18:00 オンライン講座
澤邉 紀生
吉川 晃史

京都大学経営管理大学院・教授
関西学院大学・准教授

「中小企業の管理会計能力診断システムの開発」 63

2 7/11(土)13:30-17:00 オンライン講座 掛谷 純子 京都女子大学・准教授 「公会計情報はどのような増分価値を持っているのか 」 32

古井 健太郎
飯塚 隼光

松山大学・講師
一橋大学大学院・博士後期課程

「「シンプル」管理会計の探求-医療機関における設備投資の事例から
-」

小山 真実 神戸大学大学院・博士課程後期課程 「チームにおけるラチェット効果に関する実験研究」

若林 利明 上智大学・准教授 「ITによる業務プロセスの効率化投資とインセンティブ契約」

4 11/21(土)13:30-17:00 オンライン講座 李 燕 拓殖大学・准教授
「生物多様性保全と会計:日本とボルネオ島をつなげる生物多様性プ
ロジェクトに関する事例研究」

16

5 2/13(土)13:30-17:00 オンライン講座 黒木 淳 横浜市立大学・准教授
「社会福祉法人におけるガバナンスと拠点区分のコントロールに関す
る研究」

30

6 3/13(土)13:30-17:00 オンライン講座
黒木 淳
尻無濱 芳崇

横浜市立大学・准教授
神奈川大学・准教授

「管理会計における診断学の構想」 32

セミナー計 216

経営学セミナー

回数 日時 場所 講師（敬称略） 所属・職位 演題
参加
人数

1 11/6(金)14:45-16:15
京都大学総合研究２号館

講義室１およびオンライン
（Zoom）

Fabian Jintae Froese
Georg-August-University Göttingen and Keio
University・Professor

Living apart together in a global world: Realities and
consequences of expatriation

17

セミナー計 17

10/31(土)13:30-17:00 オンライン講座 433
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国際経済学セミナー

回数 日時 場所 講師（敬称略） 所属・職位 演題
参加
人数

1 6/11(木)17:00-18:30 オンライン会場 Haruka Takayama University of Virginia・Ph.D. candiate Greenfield or Brownfield? Firm FDI Choice and Intangible Capital 32

2 6/25(木)17:00-18:30 オンライン会場 武智 一貴 法政大学・教授 Quality Sorting, Alchian-Allen Effect, and Geography 27

3 7/2(木)17:00-18:20 オンライン会場 澤田 有希子 龍谷大学
Deep Regional Trade Agreements and Cross-border Technology
Transfer: Theory and Evidence

31

4 10/15(木)17:00-18:30 オンライン会場 清田 耕造 慶応義塾大学・教授 The Leontief Paradox Redux 26

5 11/5(木)17:00-18:30 オンライン会場 John Tang University of Melbourne・Professor
The age of epidemics: acute infectious disease and economic
development in historical perspective

27

6 11/19(木)17:00-18:30 オンライン会場 渡部 雄太
Ph.D. candidate, Pennsylvania State
University

Triangulating Multinationals and Trade 31

7 12/3(木)17:00-18:30 オンライン会場 戸堂 康之
Waseda University and University of
Sydney・Professor

The impact of supply-chain networks on interactions between
the anti-COVID-19 lockdowns in different regions

27

8 12/17(木)17:00-18:30 オンライン会場 稲田 光朗 宮崎公立大学
Promotion or Liberalization: The Effect of Targeted Investment
Policies on FDI Inflows

26

セミナー計 227
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史的分析セミナー

回数 日時 場所 講師（敬称略） 所属・職位 演題
参加
人数

田中 彰 京都大学・教授 「『東アジア優位産業』をめぐって:基調報告」

川端 望 東北大学・教授
「『東アジア優位産業 多元化する国際生産ネットワーク』をめぐっ
て:コメント１」

黒澤 隆文 京都大学・教授
「『東アジア優位産業 多元化する国際生産ネットワーク』をめぐっ
て:コメント２」

羽田 裕 愛知工業大学・准教授
「李澤建『新興国企業の成⾧戦略 中国自動車産業が語る”持たざる
者”の強み』をめぐって」

李 澤建 大阪産業大学・教授
「佐伯靖雄編『中国地方の自動車産業:人口減少社会におけるグロー
バル企業と地域経済の共生を図る』書評」

中島 裕喜 南山大学・教授 「『日本の電子部品産業』」

佐伯 靖雄 関西大学・准教授 「中島裕喜著『日本の電子部品産業』をめぐって」

島本 実 一橋大学・教授 「『日本の電子部品産業』へのコメント２」

林 直樹 京都大学・博士後期課程 「日本電産の資金調達 新興独立系企業の資金調達と地域金融機関」

廣田 誠 大阪大学・教授
「郊外住宅都市における住民の生活と地域の産業－戦前期の豊中市を
事例としてー」

久野 愛 京都大学・講師
「Visualizing Taste:How Business Changed the Look of What
You Eat」

Pierre-Yves Donzé 大阪大学・教授 「Comment 1」

Julia S. Yongue 法政大学・教授 「Comment 2」

相川 雄哉 神戸大学・博士後期課程
「『灘の酒』ブランドの再構築と産地の展開ー原料米の変化と清酒生
産の構造変化」

3

4

8/28(金)13:30-15:00 オンライン講座

10/24(土)10:30-12:00 オンライン講座

11/21(土)13:00-17:00 オンライン講座

48

41

32

2 9/28(月)10:00-12:00 オンライン講座 29

1
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史的分析セミナー（続き）

回数 日時 場所 講師（敬称略） 所属・職位 演題
参加
人数

石 鋭 上海対外経貿大学・講師
「改革開放と小売業の創発――移行期中国の流通再編』（京都大学学
術出版会、2020年）をめぐって」

楊 樂華 京都大学・博士後期課程 「コメント1」

藤岡 里圭 関西大学・教授 「コメント2」

堀 和生
吉澤 誠一郎

京都大学・名誉教授
東京大学・教授

「東アジア史の視点」堀 和生
コメント:吉澤 誠一郎

木越 義則
田島 俊雄

名古屋大学・准教授
東京大学・名誉教授

「中国近代経済史のナラティブ・方法・資料」木越 義則
コメント:田島 俊雄

堀 和生
沢井 実

京都大学・名誉教授
南山大学・教授／大阪大学・名誉教授

「東アジアの日本帝国と戦後経済」堀 和生
コメント:沢井 実

木越 義則
武田 晴人

名古屋大学・准教授
三井文庫文庫⾧／東京大学・名誉教授

「中国経済史からみた東アジアの資本主義史論」木越 義則
コメント:武田 晴人

久保 文克 中央大学・教授 「戦前日本製糖業の概観」

辻原 万規彦 熊本県立大学・教授
「建築史・都市史からみた製糖業―工場・社宅街の建設と地域開発
―」

杉山 裕 大阪産業大学・教授 「台湾製糖株式会社における労務管理と『異動』」

齊藤 直 フェリス女学院大学・教授
「製糖業を対象とした企業金融研究の可能性―大日本製糖経営史の再
検討―」

渡邉 恵一 駒澤大学・教授 「コメント１:鉄道史研究の視点から」

藤田 幸敏 愛知学泉大学・教授 「コメント２:学際的研究の視点から」

9 3/14(日)13:30-15:00 オンライン講座 西牟田 祐二 京都大学・教授
「語られざるGM社 多国籍企業と戦争の試練」
コメント:久野 愛

20

セミナー計 310

3/6(土)13:00-17:00 オンライン講座 36

12/26(土)13:30-16:00 オンライン講座7

13

45

12/17(木)15:00-16:30 オンライン講座5

46

6 12/19(土)9:30-11:30 オンライン講座

8
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経済動学セミナー

回数 日時 場所 講師（敬称略） 所属・職位 演題
参加
人数

小川 翔吾 京都大学大学院経済学研究科・博士後期課程
Monetary Growth with Disequilibrium: A Non-Walrasian Baseline
Model

佐々木 啓明 京都大学大学院経済学研究科・教授
Quantifying Goodwin Growth Cycles with Minimum Wage Shares
（with Yasukuni Asada）

金子 創 大分大学経済学部・准教授
A Note on the Existence of Non-exploitative Reproducible
Solutions in Dynamic Pre-industrial Economies

野下 保利 国士舘大学政経学部・教授 株価の価値源泉を求めて ―ベンサムのアダム・スミス批判の含意―

岡 敏弘 京都大学大学院経済学研究科・教授 自己利子率と内生的貨幣供給

久保田 茂裕 東北文化学園大学 総合政策学部・准教授

篠﨑 彰彦 九州大学大学院 経済学研究院・教授

三野 和雄 京都大学経済研究所・特任教授
Capital Allocation and Wealth Distribution in a Global Economy
with Financial Frictions (with Been-Lon Chen and Yunfang Hu)

小暮 憲吾
同志社大学大学院経済学研究科 博士後期課程1
年

労使コンフリクトとマクロ経済の不安定性についてータスクベースア
プローチー

小川 翔吾 京都大学大学院経済学研究科・博士後期課程
Monetary Growth with Disequilibrium: A Non-Walrasian Baseline
Model

松田 麟太郎
明治大学大学院政治経済学研究科 博士後期課程
2年

価格・分配・労働生産性の動学モデル

高倉 啓 大阪大学大学院経済学研究科 博士後期課程2年 Child Labor, Corruption, and Development

岡原 直人 京都大学大学院経済学研究科・博士後期課程 Liquidity Requirement and Banks' Lending

6 9/11(金)14:00-16:00
京都大学大学院

経済学研究科法経東館
311演習室

小野 善康 大阪大学社会経済研究所・名誉教授
Environmental Policies in a Stagnant Economy (co-authored
with M. Ikefuji (Tsukuba Univ.))

安達 貴教 名古屋大学大学院経済学研究科・准教授 『シカゴ価格理論』に学ぶ

吉原 直毅
マサチューセッツ大学アマースト校経済学部・教
授

「現代資本制経済の理論構築に向けて」

セミナー計 129

8セミナー     合計 38回 1050人

7

18

11/27(金)14:00-17:00
京都大学大学院

経済学研究科法経東館
311演習室

オンライン会議1.2

3

4.5

39

138/1(土)13:30-16:30
京都大学大学院

経済学研究科法経東館
311演習室

R&D投資及びICT投資が日本の経済成⾧に与える効果の実証分析

9/9(水)11:00-17:30 オンライン会議

44

6/27(土)11:30-18:00

15
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