5月30日(土曜日)
午前の部①

9:00-10:30

メカニズムデザイン・イノベーション

会場：オンライン会場①

座長

Two-sided Matching with Type-specific Maximal and Minimal Quotas in a Student-Supervisor Assignment
公立はこだて未来大学

福岡大学

近郷匠

川越敏司、中央大学 松八重泰輔
討論者 九州大学 横尾 真

業務管理とデータ利活用がイノベーションに与える影響：国内卸売業の事例研究
九州大学 藤井秀道、（株）情報通信総合研究所

鷲尾哲、九州大学 篠﨑彰彦
討論者 学習院大学 滝澤美帆

Mechanism Design with Blockchain Enforcement
University of British Columbia

異時点間の選択

会場：オンライン会場②

野田俊也、東京大学 松島 斉
討論者 早稲田大学 安達 剛

座長

同志社大学

宮澤和俊

討論者

福岡大学
名古屋大学

万 軍民
玉井寿樹

The Effective Life and Value of Capital

Intertemporal Elasticity of Substitution with Leisure Margin
財務省財務総合政策研究所

八木橋毅司、Old Dominion University Juan Du
討論者 東北大学 鈴木通雄

News from the Sky: An Empirical Test of Forward-Looking Behavior among Zambian Farmers
討論者

医療経済学

会場：オンライン会場③

座長

京都大学 三浦 憲
一橋大学 宇南山卓

早稲田大学

野口晴子

日本の医療機器企業のM&Aによる事業構造の変化と企業パフォーマンスへの影響
中央大学
医療費自己負担が医療サービスの利用及び健康状態に及ぼす影響
京都大学 古村典洋、金融庁

鯉渕

賢、一橋大学 後藤瑞貴
討論者 法政大学 胥 鵬

－生年月に基づく回帰不連続デザインによるエビデンス－
杉本 陽、元財務省財務総合研究所 出水友貴、東京大学 別所俊一郎
討論者 東京大学 飯塚敏晃

市場拡大再算定の経済分析：薬剤費抑制効果の検証
摂南大学

直接投資

会場：オンライン会場④

西川浩平、東京大学
討論者 学習院大学

座長

日本大学

大橋 弘
西村淳一

松原 聖

日本の多国籍企業における対外直接投資と国際共同研究開発
経済産業研究所
慶應義塾大学

討論者

池内健太
松浦寿幸

How much does policy uncertainty affect foreign direct investment?:
Micro-evidence from Japan's International Investment Agreements
京都大学

神事直人、宮崎公立大学 稲田光朗
討論者 経済産業研究所 伊藤 新

Foreign Direct Investment and Labour Market Dynamics in a Developing Country:
Evidence from Indonesian Plant-Level Data
慶應義塾大学
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松浦寿幸、北海道大学 斎藤久光
討論者 宮崎公立大学 稲田光朗

English Session: Banking

Room：Online conference room 5

Chair

University of Tokyo

Naoki Wakamori

Identifying the Fluctuations of Lending and Deposit Markets: Nonparametric Estimation of Demand and Supply Factors
Tokai University Kazuki Hiraga、University of Tokyo Masahiro Yamada
Discussant Yokohoma National University Tsunao Okumura
Screening Process Lending Standard and Information Incompleteness
Discussant

University of Tokyo Yun Gao
Kyushu University Nobuaki Hori

The Effect of Physical Collateral and Personal Guarantees on Business Start-ups
Chuo University Arito Ono、Chuo University Yuji Honjo、Nihon University Daisuke Tsuruta
Discussant University of Tokyo Naoki Wakamori

午前の部②
選挙

10:40-12:10
会場：オンライン会場①

座長

Is Silence Golden? Evidence from Re-Election of Japan's Prefectural Assembly Members
同志社大学 川浦昭彦、小樽商科大学

都市・地域

東京経済大学

豪

木村奏知、北海学園大学 内田ゆず
討論者 立教大学 安藤道人

会場：オンライン会場②

座長

Spatial Clustering Patterns of Children in Single-Mother Households in Japan
北海道大学 安部由起子、慶應義塾大学

中村

同志社大学

内藤

徹

河端瑞貴、慶應義塾大学 柴辻優樹
討論者 千葉大学 大石亜希子

都道府県データを用いた既婚女性の労働力率に関する計量経済分析
名古屋大学

鈴木笙太、名古屋大学 加藤尚史、名古屋大学 宋 麗
討論者 北海道大学 安部由起子

Urbanization Wait-listed Children and Childcare Support in a Two-Region Overlapping Generations Model
同志社大学 内藤 徹、兵庫県立大学 橋本浩幸
討論者 関西学院大学 安岡匡也

学説・経済思想・社会経済学

会場：オンライン会場③

座長

甲南大学

筒井義郎

慶應義塾大学
討論者 九州大学

岡部光明
磯谷明徳

名古屋商科大学
討論者 広島大学

姉川知史
牧野恵美

人間の社会的つながりと利他性：主流派経済学の盲点

Peter DruckerのManagementと政治思想分析 ―経済学・経営学・経営教育の失われた環―

Worldviews and Intergenerational Altruism: A Comparison of Turkish People Living in Turkey and Germany
Yamaguchi University K. Ali Akkemik (E)
討論者 甲南大学 筒井義郎

環境経済の実証１

会場：オンライン会場④

座長

差分の差分のヘドニックアプローチによる無電柱化の便益の計測: 動学モデルに基づく差分の差分法
東北大学 河野達仁、東北大学

神戸大学

竹内憲司

瀬賀皓介、神戸大学 瀬谷 創
討論者 立教大学 岡本千草

Commodity Price Effects on Schooling and Marriage Market: Evidence from Indonesian Oil Palm Plantation
長崎大学 山本裕基、神戸大学 伊藤 高弘
討論者 近畿大学 嶋本大地
Measuring Energy-Saving Technological Change: International Trends and Factors
京都大学
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井上恵美子、京都大学

谷口紘也、京都大学 山田 憲
討論者 神戸大学 竹内憲司

会場：オンライン会場⑤
企画セッション1：
若手・女性研究者のための個別メンタリングセッション

招待講演

座長

慶應義塾大学

大垣昌夫

12:30-13:30
会場：オンライン会場①

司会

東京大学

小川光

Financial Education, Financial Literacy, and Financial Behavior

会場：オンライン会場②

神戸大学

家森信善

大阪大学

山本和博

東京大学

佐藤泰裕

大阪大学

大竹文雄

慶應義塾大学

中室牧子

関西大学

小川一仁

司会

Properties of Property Taxation

会場：オンライン会場③

司会

The effect of a-big-fish-in-the-little-pond：第一志望の最下位よりも第二志望の一位？

午後の部①

13:40-15:40
会場：オンライン会場①

経済実験・行動経済学

座長

Response time and revealed information structure
討論者

一橋大学 青山知仁(J)
明治学院大学 犬飼佳吾

Loss Aversion: Conservative Baseball Players with Batting Average just above .300
横浜市立大学
Using Machine Learning for Optimal Targeting of Interventions in Charitable Giving:
Evidence from a Nationwide Experiment in Japan
京都大学 石原卓典 京都大学

子どもの学力と信頼ゲーム
京都経済短期大学

田村輝之、筑波大学

English Session: Development Economics

島田夏美、福岡大学

家舗弘志(J)、横浜市立大学 中園善行
討論者 大阪大学 大竹文雄

佐々木周作

中村亮介、慶應義塾大学

京都大学 依田高典 UCL 北川透
討論者 大阪大学 福重元嗣

池本駿、慶應義塾大学 赤林英夫
討論者 関西大学 小川一仁

Room：Online Conference Room 2
Chair Hitotsubashi University Takashi Kurosaki

Wartime Service Provision and State Legitimacy: Evidence from the Former FATA Region, Pakistan
Hitotsubashi University Takashi Kurosaki、Abbottabad University of Science and Technology Hidayat Ullah Khan、University of
Niigata Prefecture Yuichi Kubota、Hitotsubashi University
Kazuhiro Obayashi、Shiga University Hirotaka Ohmura
Discussant University of Aizu Katsuo Kogure
Do the Rich Suffer Less Damage from a Natural Hazard? The Case of the 2015 Nepal Earthquake
Chiba University Towa Tachibana、University of Tokyo Takeshi Sato、Tribhuvan University Santosh Rayamajhi、
University of Tokyo Takeshi Sakurai
Discussant Seijo University

Masahiro Shoji

Unleashing Development Potential by River Crossings: Evidence Based on Satellite Imagery from Shanghai
University of Tokyo Yasuyuki Sawada、Korea University Myoung-jae Lee、Asian Development Bank Akiko Terada-Hagiwara
Discussant Wakayama University Misa Okabe
Minimum Wage Market Imperfection and Production Efficiency: Panel Event Study in Vietnam
University of Tokyo Manabu Nose
Discussant Kyoto University Ken Yamada
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会場：オンライン会場③

金融：理論と実証

座長
関西学院大学

Credit expansion and boom-bust cycle of housing prices

Consumers' Price Beliefs, Central Bank Communication, and Inflation Dynamics
日本銀行

奥田達志、東京大学

青木 浩介、日本銀行 一上 響
討論者 大阪大学 敦賀貴之
関西学院大学
討論者 九州大学

Estimating monetary policy rules and trend inflation by Markov switching DSGE models
武蔵大学 蓮見

櫻川昌哉

戸部智、慶應義塾大学 櫻川昌哉
討論者 東京大学 新谷元嗣

Fiscal sentiment and long-term interest rates

亮、東京都立大学

会場：オンライン会場④

国際金融

慶應義塾大学

亀田啓悟
浦川邦夫

飯星博邦、東京大学 新谷元嗣
討論者 慶應義塾大学 櫻川昌哉

座長

一橋大学

加納

隆

The Changing Role of Foreign Investors in Tokyo Stock Price Formation
神戸大学

岩壷健太郎、神戸大学 Clinton Watkins
討論者 長崎大学 森保 洋

A dynamic econometric analysis of the dollar-pound exchange rate
in an era of structural breaks and policy regime shifts
福岡大学

栗田高光、University of Oxford Jennifer L. Castle
討論者 山口大学 山本周吾

Bilateral Lucas Paradox
東京大学

コーポレートファイナンス

植田健一、ウィスコンシン大学 森戸泰正
討論者 一橋大学 加納 隆

会場：オンライン会場⑤

座長

早稲田大学

小倉義明

中堅企業における雇用方針及び退職給付制度への認識と導入
東北学院大学

北村智紀、ニッセイ基礎研究所 中嶋邦夫
討論者 一橋大学 横山 泉

Human Capital Fundraising Problems and Business Performance: Evidence from Firm Circumstances Left Entrepreneurs
南山大学

大鐘雄太、愛知学院大学 内木栄莉子
討論者 関西学院大学 加藤雅俊

討論者

元東京大学
早稲田大学

山中利晃
小倉義明

座長

立命館大学

大川隆夫

Managerial Ownership and Firm Value: Evidence from Japan
午後の部②
産業組織（理論）

15:50-17:50
会場：オンライン会場①
法政大学

Exclusive Content and Captive Consumers in Platforms

名古屋大学

Do Premium Payment Methods Increase Effective Retail Prices?

大木良子、東京大学 石原章史
討論者 大阪大学 松島法明

安達貴教、Miami University Mark J. Tremblay
討論者 神戸大学 善如悠介

Consumer-beneting transport cost: The role of product innovation in a vertical structure
関西大学

高内一宏、神戸大学 水野倫理
討論者 大分大学 川﨑晃央

Multi-product public firm’s privatization and free entry of private firms
討論者
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大分大学
立命館大学

川﨑晃央
大川隆夫

会場：オンライン会場②

公共経済の理論分析

座長
九州大学

Social Dynamics of Welfare Stigma: Welfare Fraud vs Rokyu

名古屋大学

松本睦

栗田健一(J)、北海道大学 板谷淳一
討論者 東北学院大学 小原拓也

The timing of government debt reductions in the presence of inequality
東京財団政策研究所

猪野明生、東京財団政策研究所 小林慶一郎
討論者 京都大学 高橋修平
札幌学院大学
名古屋大学

山崎慎吾
松本 睦

座長

一橋大学

小塩隆士

討論者

内閣府
中京大学

飯島亜希
松田茂樹

Technical assistance and tax competition
討論者

企画セッション２：少子化対策のEBPM（内閣府）

会場：オンライン会場③

少子化対策のEBPMに向けて

少子化と働き方改革
討論者

企画セッション３：
会場：オンライン会場④
フィールド実験の手引きーEBPM推進のための経済学者の関わり方

座長
登壇者

企画セッション４（チュートリアル）：
テック企業における経済学／機械学習の活用

社員総会

18:30-20:30

サイバーエージェント

会場：オンライン会場①
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一橋大学

宇南山卓

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 小林庸平
メトリクスワークコンサルタンツ 青柳恵太郎

会場：オンライン会場⑤
〜因果推論や強化学習の応用例〜
登壇者

内閣府 小嶋秀人
一橋大学 臼井恵美子

座長

サイバーエージェント

森脇大輔

森脇大輔、阿部拳之、藤田光明、加藤真大
谷口和輝

5月31日（日曜日）
午前の部①

9:00-10:30

ゲーム理論と情報の経済学

会場：オンライン会場①

座長

早稲田大学

浅古泰史

The Provision of High-powered Incentives under Multitasking
大阪大学

室岡健志、関西学院大学 大洞公平
討論者 神奈川大学 三浦慎太郎

Asymmetric Burden-Sharing and the Restraining Effect of Alliances
大阪市立大学 岩波由香里
東京理科大学 岸下大樹

討論者
Collective Reputation and Learning in Political Agency Problems
東京大学

インフレ期待

笠松怜史(J)、東京理科大学 岸下大樹
討論者 早稲田大学 浅古泰史

会場：オンライン会場②

座長

東京大学

青木浩介

Firms' Inflation Expectations under Rational Inattention and Sticky Information:
An Analysis with a Small-Scale Macroeconomic Model
日本銀行

田中雅樹、日本銀行 北村冨行
討論者 横浜市立大学 中園善行

Inflation Expectations and Consumer Spending: Micro-data Evidence
横浜市立大学
企業のインフレ予想の形成メカニズムに関する考察―短観データによる実証分析―
日本銀行

予測と機械学習・労働市場

稲次春彦、日本銀行

会場：オンライン会場③

菊池淳一(J)、横浜市立大学 中園善行
討論者 一橋大学 阿部修人
北村冨行、日本銀行企画局 松田太一
討論者 東京大学 青木浩介

座長

関西学院大学

堀

敬一

Systematic Disagreement between Human and Machine Predictions
日本銀行

新谷幸平、一橋大学 宮川大介
討論者 慶應義塾大学 山本 勲

Labor Market Concentration on Wage Employment and Exit of Plants:
Empirical Evidence with Minimum Wage Hike
日本大学

児玉直美、公正取引委員会

泉 敦子、日本大学 権赫旭
討論者 同志社大学 奥平寛子

Public Pessimism: How and Why Do Managers Use Public Forecasts to Guide the Market?
財務省 木村遥介(J)、National University of Singapore Ben Charoenwong、University of Hong Kong Alan Kwan
討論者 関西学院大学 堀 敬一

国際貿易

会場：オンライン会場④

座長

筑波大学

黒川義教

討論者

東北大学
大阪大学

伊藤 亮
加藤隼人

An interregional input-output analysis with agglomeration economies: Isard meets Krugman
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会場：オンライン会場⑤

財政金融政策

座長

駒澤大学

井上智洋

名古屋大学
慶應義塾大学

齊藤 誠
櫻川昌哉

日本銀行金融研究所
討論者 慶應義塾大学

相馬尚人
寺西勇生

貨幣財需要としての公債需要：日本のマクロ経済政策の経験を踏まえて
討論者
Model Uncertainty and Effective Lower Bound Risk

Towards a Grand Unified Model for Modern Money Theory
大東文化大学

午前の部②
産業組織（実証）1

郡司大志、常葉大学 三浦一輝
討論者 駒澤大学 井上智洋

10:40-12:10
会場：オンライン会場①

座長

名古屋大学

安達貴教

Welfare analysis of bank merger with financial instability
長崎大学

松木佑介、東京財団政策研究所 猪野 明生
討論者 岡山大学 大熊正哲

Linkage of Markups through Transaction
東京経済大学

中村 豪、東京大学 大橋 弘
討論者 早稲田大学 齊藤有希子

Compatible Mergers: Assets Service Areas and Market Power
東京大学

公共経済の実証分析

若森直樹、東京大学

岡崎哲二、Federal Reserve Board 大西 健
討論者 名古屋大学 安達貴教

会場：オンライン会場②

座長

甲南大学

金坂成通

討論者

法政大学
甲南大学

森田裕史
村澤康友

財務省
大阪大学

石田 良
山内直人

Forecasting Public Investment Using Daily Stock Returns

Determinants of Charitable Giving to Unexpected Natural Disasters: Evidence from Two Major Earthquakes in Japan
討論者
乗合バス事業における経営管理がパフォーマンスに与える影響
中央大学

教育・家計１

川崎一泰、学習院大学

会場：オンライン会場③

Parental Wealth Transfers and Children’s Wealth Accumulation
金沢星稜大学 石野卓也、慶應義塾大学

乾友彦、学習院大学 宮川 努
討論者 甲南大学 金坂成通

座長
直井

道生、武蔵野大学

東京大学

田中隆一

瀬古美喜、東洋大学 隅田和人
討論者 愛媛大学 新関剛史

Child Allowance Investment in Public Education Income Gaps and Economic Growth
討論者

静岡大学
山口大学

村田 慶
仲間瑞樹

Effective Boost to Fertility: evidence from operation of nuclear power plants in Japan
政策研究大学院大学 Hiroyuki Egami(J,E)
討論者 東京大学 田中隆一
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会場：オンライン会場④

環境経済の実証２

座長

早稲田大学

有村俊秀

The effects of the PM2.5 air pollution on labor supply in Japan
東京大学

山田大地(J)、東京大学 成田 大樹
討論者 早稲田大学 及川雅斗

Air pollution and infant mortality: Evidence from Automobile NOx/PM Control Law in Japan
関西学院大学 西立野修平
討論者 一橋大学 手島健介
Impact of Reforestation on Stabilization of Water Level of River in Korea
早稲田大学 Baak SangJoon、Waseda University Yun Jaehyun、KDI School

Kim Taejong、KDI School Seo Minyoung
討論者 早稲田大学 有村俊秀

会場：オンライン会場⑤

課税

座長

神戸大学

宮崎智視

The Salient Effect: Evidence from the Consumption Tax Hike in Japan
横浜市立大学

中園善行、横浜市立大学 石田森里
討論者 東京大学 渡辺安虎

相続税・贈与税と株式投資
東洋大学

大野裕之、北九州市立大学 林田 実
討論者 神戸大学 宮崎智視

Do Self-Employed Underreport Their Income? Evidence from Japanese Panel Data
愛媛大学

日本経済学会・中原賞講演

12:30-13:15

新関剛史、法政大学 濱秋 純哉
討論者 東洋大学 大野裕之

会場：オンライン会場①
司会

東京大学

新谷元嗣

A moment inequality approach to statistical inferences for rankings

日本経済学会・石川賞講演

13:25-14:10

ソウル大学

奥井

亮

慶應義塾大学

中嶋

亮

会場：オンライン会場①
座長

Market Design for Electricity: Theory and Evidence
シカゴ大学

会員総会

午後の部①
産業組織（実証）２

14:20-14:35

伊藤公一朗

会場：オンライン会場①

14:45-16:45
会場：オンライン会場①

座長

北海道大学

今井

晋

The Productivity Effect of National Research Grants: Evidence from Japanese JSPS Funding in Economics
早稲田大学 大西宏一郎、早稲田大学 大湾秀雄
討論者 立教大学 安藤道人
CEO succession and new-firm performance: Does CEO origin matter?
関西学院大学

加藤雅俊、中央大学 本庄裕司
討論者 一橋大学 植杉威一郎

Dynamic Incentives and Permit Market Equilibrium in Cap-and-Trade Regulation
討論者

早稲田大学 遠山祐太
京都大学 五十川大也

討論者

立正大学
北海道大学

Two-Block Tariffs Heterogeneous Consumers and Counterfactual Thinking
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渡部真弘
今井 晋

成長理論のフロンティア

会場：オンライン会場②

座長

京都大学

三野和雄

慶應義塾大学
討論者 東京大学

大東一郎
福田慎一

神戸大学
愛知大学

春山鉄源
古川雄一

Population Declining Rates in Solow and Semi-Endogenous Growth Models:
Empirical Relevance and Roles of Child Rearing Cost

International Kuznets Curve (?) in A Schumpeterian Model of the World Economy
討論者
Corporate Tax Cuts and Economic Growth
千葉大学
大阪大学

討論者
Non-Renewable Resources and the Possibility of Sustainable Economic Development
in a Positive or Negative Population Growth Economy

鈴木 慶春
祝迫 達郎

京都大学 佐々木啓明
京都大学 三野和雄

討論者

統計・計量

会場：オンライン会場③

座長

大阪大学

大屋幸輔

跡見学園女子大学
討論者 武蔵大学

山澤成康
蓮見 亮

機械学習による景気局面判断

Large Sample Justifications for the Bayesian Empirical Likelihood
神戸大学 末石直也(J)
討論者 東京大学 新谷元嗣
地域産業分析比較計量経済モデルの開発－地域鉄鋼業比較を例として－
明治大学

水野勝之、明治大学

土居拓務、松山大学 井草 剛
討論者 岐阜大学 三井 栄

Macroeconomic Forecasting via Factor Model and Machine Learning: An Application to Japan
日本銀行

Room：Online Conference Room 4
Chair

English Session:International Trade and Finance

前橋昂平、東京大学 新谷元嗣
討論者 神戸大学 末石直也(J)

Hitotsubashi University

Jota Ishikawa

Firm turnover in the export market and the case for fixed exchange rate regime
Waseda University Masashige Hamano、Paris School of Economics Francesco Pappada
Discussant Keio University Toshihiro Okubo
The anomaly of the internationalization of RMB
Discussant

金融・ファイナンス

Nihon University Ayako Saiki
Waseda University Masashige Hamano

会場：オンライン会場⑤

座長

大阪大学

福重元嗣

Strategic Liquidity Provision in High Frequency Trading
一橋大学
追い貸しを考慮したグループ貸付

西出勝正、慶應義塾大学 林 高樹
討論者 東京都立大学 足立高徳
新島学園短期大学
討論者 一橋大学

松田慎一
黒崎 卓

中央大学
広島大学

國枝繁樹
角谷快彦

The Effects of Numeracy Overconfidence and Risk Aversion on Portfolio Choice
of the Aged and Their Implications on Capital Income Tax Policy in Japan
討論者
Oil price exchange rate and Japanese stock returns
明星大学
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中田勇人、一橋大学

祝迫得夫、立命館大学 青野幸平
討論者 大阪大学 福重元嗣

午後の部②
ミクロ理論・数理経済

16:55-18:55
会場：オンライン会場①

座長

関西大学

小林

創

Sequential ε-Contamination with Learning
嘉悦大学

加藤寛之、政策研究大学院大学

西村清彦、慶應義塾大学 尾崎裕之
討論者 早稲田大学 尾崎祐介

Core Limit Theorem for Economies with Production
関西学院大学

村上裕美(J)、大阪大学 浦井 憲
討論者 明治大学 井上朋紀

A New Folk Theorem in OLG Games
東京大学 諸岡千裕(J,E)
討論者 関西大学 小林 創

社会保障・所得配分

会場：オンライン会場②

座長

京都大学

安井大真

Income and housing poverty: Multidimensionality heterogeneity and nonlinearity
立教大学
日本における所得階層別の栄養摂取と栄養素価格指数の長期的推計
四国大学 稲倉典子、一橋大学

安藤道人、 九州大学 浦川邦夫
討論者 兵庫県立大学 菅 万理

森口千晶、一橋大学

阿部修人、慶應義塾大学 井深陽子
討論者 名古屋大学 中村さやか

甲南大学

足立泰美、東北学院大学 北村智紀
討論者 山梨大学 西久保浩二

退職給付制度と雇用制度における企業の選択行動

Optimal paid parental leave policy
討論者

教育・家計２

会場：オンライン会場③

座長

神戸大学

広島大学
京都大学

宮﨑浩一
安井大真

ホリオカ・チャールズ・ユウジ

Does computer-aided instruction improve children’s cognitive and non-cognitive skills?
慶應義塾大学 中室牧子、慶應義塾大学 伊藤寛武
討論者 政策研究大学院大学 高橋和志
EL Reclassification and Achievement on a State Standardized Examination: Evidence from Minnesota
早稲田大学 Masayuki Onda(J,E)、Louisiana State University Edward Seyler
討論者 Fukuoka University Ryosuke Nakamura
Early-Life Circumstance and Adult Locus of Control: Evidence from 46 Developing Countries
討論者

神戸大学

成城大学 庄司匡宏
ホリオカ・チャールズ・ユウジ

*各セッションにおける報告者の報告時間は15分、討論者のコメントは10分、報告者のリプライおよび質疑応答は5分です。
*（J）は求職，(E）は英語での報告となります．なお，English sessionはすべて英語での報告・討論となります．
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