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日本農業市場学会 Newsletter No.67（2016 年 12 月 13 日） 

日本農業市場学会 Newsletter 
●発行：日本農業市場学会事務局	 	 	 	 	  
	 〒890-0065	 鹿児島県鹿児島市郡元 1-21-24 
鹿児島大学農学部	 農業市場学分野	 気付 

	 TEL/FAX：099-285-8627 
 Mail：yutaka@agri.kagoshima-u.ac.jp 

◯2016年度徳島大会報告 
◯2017年度大会について 
◯2016–17年度役員体制のお知らせ 
◯名誉会員の推挙について 
◯学会賞の推薦について 
◯2017年度 日本農業市場学会研究助成の募集について 
◯日本農業市場学会・研究叢書の企画募集について（継続） 
◯事務局移転のお知らせ 
 

 2016 年度徳島大会報告                             

	 2016年 7月 2日（土）・3日（日）に徳島大学にて 2016年度大会が開催されました。2日のシ
ンポジウムは「農産物輸出の意義と現段階の成果・展望」をテーマに、4報告、2コメントが行わ
れ、フロアも含めた活発な議論となりました。また、同日の総会終了後には、韓国食品流通学会の

イ・ビョンソ会員から「韓国における農食品輸出政策の現況及び課題」と題した講演を実施しまし

た。3日の個別報告は、6会場・62報告（2つのセッション報告、座長解題を含む）でした。大会
参加者は 146名でした。 
	 大会開催にご尽力いただきました玉真之介実行委員長、橋本直史会員、宮井浩志会員はじめとす

る現地事務局を担当された関係者のみなさまに厚く感謝申し上げます。 
	 2日の総会終了後には、以下の会員に学会賞・学会誌賞が授与されました。 
 
u  学会賞 
学会賞：泉谷 眞実 会員（『バイオマス静脈流通論』、筑波書房、2015 年） 
 

u  学会誌賞（湯澤賞） 
戴 容秦思 会員（「中国における酪農生産の変貌と乳業の生乳調達の実態」、第 24 巻第４
号掲載） 
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 2017 年度大会について                                 

	 次回の 2017 年度大会は岩手大学（岩手県）で開催します。日程は 2017 年 7 月 1 日（土）・2
日（日）を予定しています。 

【注意】個別報告でパソコンを利用する場合は、PDF ファイルでの報告のみ可としますのでご注
意ください。 

 2016-17 年度役員体制について                                 

	 2016年 7月 2日に開催された 2016年度総会での投票等の結果を受けて、2016–17年度は以下
のような役員体制となりました（敬称略）。 
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 名誉会員の推挙について                                 

	 2015年 12月 6日に開催されました 2015年度第 1回理事会で、以下の方が新たに名誉会員に推
挙されましたので、ご報告します。 

	 	 	 名誉会員	 	 安部 新一	 会員 

 学会賞の推薦について                                   

	 2017年度の日本農業市場学会賞（学会賞・学会奨励賞）の推薦を受け付けます。 
（学会賞選考委員会委員長	 小野 雅之） 

（1）受賞候補の条件 

◇日本農業市場学会賞 

2014年 1月 1日から 2016年 12月末までに公刊された学術論文または単行本。本学会会員で
あれば候補者の年齢は問わない。 

◇日本農業市場学会奨励賞（川村・美土路賞） 

2015年 1月 1日から 2016年 12月末までに公刊された学術論文または単行本。ただし、2017
年 4月 1日時点で満 40歳未満の会員に限る。 
 

（2）学会賞候補を推薦できる者	 	  
1名ないし複数名の本学会会員 

（3）推薦の方法 

推薦者から学会賞選考委員長にあてに、A4用紙に横書きで下記の事項を記載の上、提出する。 
①  選考対象の論文名又は単行本名（いずれも発行所、発行年月日、論文の場合は掲載誌の名称・
巻号を記載）	 

②  受賞候補者の氏名	 
③  候補者の所属機関	 
④  候補者の略歴	 

対象の業績が複数、または業績が共著であり審査対象者が複数の場合、①または②～④を

繰り返して記入すること）	 

⑤	 同論文または単行本の要約（2,000字以内）	 
⑥	 推薦者	 

⑦	 推薦理由	 

（4）推薦状および対象論文（単行本）提出先 

〒657-8501	 兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1	 神戸大学農学部 食料環境経済学講座 
	 	 	 	 	 	 小野 雅之 宛	 （TEL：078-803-6457） 

★対象となる論文および単行本 3部を送付してください。 

（5）推薦締め切り 

2017年 2月末日消印有効 
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 2017 年度 日本農業市場学会研究助成の募集について                    

	 日本農業市場学会では、学会の将来を担う若手研究者を育成することを目的として、農業・食料

市場に関わる諸市場を対象とした優れた研究に助成を行っています。2017 年度の助成の申し込み
を下記のとおり受け付けます。若手会員のみなさまの応募をお待ちしています。 
u  助成対象者：2017 年 4 月 1 日時点で 35 歳以下（常勤の教育・研究者を除く）であり、2 年
以上の会員資格を有した日本農業市場学会員 

u  助成額：1 研究課題 20 万円以内 
u  採用数：2 件程度 
u  応募締め切り：2017年 2月末日消印有効 
u  応募用紙送付先： 

〒890-0065	 鹿児島県鹿児島市郡元 1-21-24	 鹿児島大学農学部 農業市場学分野 
日本農業市場学会事務局（豊 智行） 宛 

Ø  応募必要書類は学会ホームページ「研究助成」からダウンロードできます。 
u  助成決定者となった方は、2018年 3月 31日までに学会事務局に研究助成実績報告書を提出し、
報告書提出後 6 カ月以内に研究成果の全部または一部を学会誌「農業市場研究」に論文として
提出していただきます。これが遵守されない場合には、助成金の返済を求めることがあります。 

 日本農業市場学会・研究叢書の企画募集について（継続）                  

	 日本農業市場学会では、学会の研究成果を「日本農業市場学会研究叢書」（以下では研究叢書）

として刊行してきました。2016 年度の総会でも承認されましたとおり、本年も引き続き研究叢書
の刊行事業を実施いたします。研究叢書として共同研究の成果の刊行を希望される会員は、学会事

務局まで「日本農業市場学会研究叢書刊行企画書」を提出して下さい。応募は随時受け付けていま

す。 
	 なお、「日本農業市場学会研究叢書刊行企画書」は学会ホームページの「研究叢書」からダウン

ロードできます。 

 事務局移転のお知らせ                     

・新体制に伴い、事務局を下記に移転します。	 

	 

u  庶務担当事務局	 豊 智行（学会全般に関する問い合わせ） 
〒890-0065	 鹿児島県鹿児島市郡元 1-21-24	 鹿児島大学農学部 農業市場学分野 
TEL/FAX：099-285-8627 
Mail：yutaka@agri.kagoshima-u.ac.jp 
 

u  会計担当事務局	 坂井 教郎（入会・会費に関する問い合わせ） 
〒890-0065	 鹿児島県鹿児島市郡元 1-21-24	 鹿児島大学農学部 農業経済学分野 
TEL/FAX：099-285-8620 
Mail：nsakai@agri.kagoshima-u.ac.jp 
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u  企画委員会事務局	 磯田 宏（大会に関する問い合わせ） 
〒812-8581	 福岡県福岡市東区箱崎 6-10-1 九州大学大学院農学研究院 農業資源経済学部門 
TEL/FAX：092-642-2963 
Mail：isodanousei@yahoo.co.jp（個別報告を含む大会関係専用アドレス） 
 

u  編集委員会事務局	 細野 賢治（論文投稿、学会誌に関する問い合わせ） 
〒739-8528	 広島県東広島市鏡山 1-4-4 広島大学大学院	 生物圏科学研究科     
                                         食料生産管理学研究室 
TEL/FAX：082-424-7959 
Mail：amjj@hiroshima-u.ac.jp（編集事務専用アドレス） 
 

	 


