
●お問い合わせ先： 慶應義塾大学 経商グローバルCOE事務局
【E-mail】gcoe-i11@adst.keio.ac.jp    【URL】http://www.gcoe-econbus.keio.ac.jp/

●司会：八代 充史 （商学研究科 教授）

13:00～13:30 「東日本大震災による価値観の変化が家計内時間

配分に与える影響」

曺 成虎 （PD） [労働班]

討論者：安田 宏樹 （経済学部 助教）

指導教授：津谷 典子 （経済学研究科 教授）

●司会：古田 和子 （経済学研究科 教授）

13:00～13:30 「戦前期日本におけるトロール漁業の発達と水産資源」

山口 明日香 （PD） [歴史分析班]

討論者：諸田 博昭 （経済・RA） [歴史分析班]

指導教授：杉山 伸也 （経済学研究科 教授）

13:30～14:00 「戦前期名古屋市における屎尿処理市営化」

星野 高徳 （PD） [歴史分析班]

討論者：山口 明日香 （PD） [歴史分析班]

指導教授：平野 隆 （商学研究科 教授）

14:00～14:30 「1910年代～1930年代の中国における銀通貨と国内為替」

諸田 博昭 （経済・RA） [歴史分析班]

討論者：星野 高徳 （PD） [歴史分析班]

指導教授：古田 和子 （経済学研究科 教授）

日時：２０１２年９月２９日（土） １３：００～１７：１５
場所：慶應義塾大学三田キャンパス 南校舎４階４４１・４４２

Ｇｒｏｕｐ Ａ （南校舎４階 ４４１） Ｇｒｏｕｐ Ｂ （南校舎４階 ４４２）

※1題につき、発表20分、討論5分、質疑応答5分

●司会：津曲 正俊 （経済学研究科 准教授）

15:45～16:15 “Approximate Common Knowledge and Robust Equilibria”

虞 朝聞 （経済・RA） [理論開発班]

討論者：澤田 英司 （PD） [理論開発班]

指導教授：中山 幹夫 （経済学研究科 教授）

16:15～16:45 “Effect of the Environmental Externality on Production 

in an OLG Economy”

檀原 浩志 （経済・RA） [理論開発班]

討論者：虞 朝聞 （経済・RA） [理論開発班]

指導教授：尾崎 裕之 （経済学研究科 教授）

16:45～17:15 “Technological Change and Volatility of Minor Metal Price”

澤田 英司 （PD） [理論開発班]

討論者：檀原 浩志 （経済・RA） [理論開発班]

指導教授：大沼あゆみ （経済学研究科 教授）

●司会：吉野 直行 （経済学研究科 教授）

14:45～15:15 “Impact of Global Monetary Policies on Oil Market :

Analysis of Oil Market quality”

Farhad Taghizadeh Hesary （経済・RA） [政策設計班]

討論者：Umid K. Abidhadjaev （経済学研究科 後期博士課程）

指導教授：吉野 直行 （経済学研究科 教授）

15:15～15:45 “Determining the optimal share for Sovereign Government 

Bonds”

Ahmad Danu Prasetyo （経済・RA） [政策設計班]

討論者：Umid K. Abidhadjaev （経済学研究科 後期博士課程）

指導教授：吉野 直行 （経済学研究科 教授）

平成２４年度 第1回グローバルCOE研究員報告会

●司会：深尾 光洋 （商学研究科 教授）
15:15～15:45 「中国における銀行と保険の融合に関する一考察

―「銀行保険」を中心に―」
塔林図雅 （PD） [金融班]

討論者：斉 中凌 （PD） [金融班]
指導教授：堀田 一吉 （商学研究科 教授）

15:45～16:15 「中国の外貨準備運用の現実と課題」
斉 中凌 （PD） [金融班]

討論者：塔林図雅 （PD） [金融班]
指導教授：深尾 光洋 （商学研究科 教授）

●司会：園田 智昭 （商学研究科 教授）
16:15～16:45 「購買意思決定プロセスにおける消費者知識の変容

について」
赤松 直樹 （商・RA） [経営・会計・商業班]
討論者：高田 英亮 （商学部 専任講師）
指導教授：清水 聰 （商学研究科 教授）

16:45～17:15 「サービス市場に関する研究の課題と展望―社会的
交換理論の考慮―」

千葉 貴宏 （商・RA） [経営・会計・商業班]
討論者：高田 英亮 （商学部 専任講師）
指導教授：小野 晃典 （商学研究科 教授）

●司会：瀬古 美喜 （経済学研究科 教授）

14:00～14:30 「労働者派遣専門26業務適正化プランの派遣労働

市場への影響」

小林 徹 （商・学振特別研究員） [パネルデータ班]

討論者：何 芳 （商・RA） [パネルデータ班]

指導教授：樋口 美雄 （商学研究科委員長 教授）

14:30～15:00 「男女比の変化が未婚女性の就業および結婚の

意思決定に及ぼす影響」

何 芳 （商・RA） [パネルデータ班]

討論者：小林 徹 （商・学振特別研究員） [パネルデータ班]

指導教授：樋口 美雄 （商学研究科委員長 教授）

●司会：土居 丈朗 （経済学研究科 教授）
13:30～14:00 「韓国のEITCによる所得再分配効果」

朴 寶美 （経済・RA） [財政班]
討論者：徐 一睿 （経済学部 助教）

指導教授：土居 丈朗 （経済学研究科 教授）

慶應義塾大学大学院経済学研究科・商学研究科／京都大学経済研究所連携
グローバルCOEプログラム「市場の高質化と市場インフラの総合的設計」

― ― ― 休憩 （15分） ― ― ―

― ― ― 休憩 （15分） ― ― ―


