
「現代経済学研究会」開催一覧（大分大学経済学部）

＊敬称略。職名は報告時のものです。

第22回
日時：2017年2月16日（木）16:30-18:00（於：経済学部第１会議室）
報告：Tough competition may increase profits  (with Takao Ohkawa and Makoto Okamura)
　　　　川﨑晃央（鹿児島大学学術研究院法文教育学域教育学系）

第21回
日時：2016年1月22日（金）13:10-14:40（於：経済学部第１会議室）
報告：経済成長と失業率
　　　　宇野真人（本学部准教授）

第20回
日時：2015年7月24日（金）14:50-16:20（於：経済学部第１会議室）
報告：資本市場の不完全性と社会階層の世代間移動に関するサーベイ報告
　　　　村山　悠（本学部准教授）

第19回

日時：2015年1月28日（水）15:00-16:20（於：経済学部第１会議室）
報告：The geographic maldistribution of physicians: The effect of specialization
　　　in medicine and cross-border access to healthcares
　　　　相浦洋志（本学部准教授）

第18回
日時：2014年10月20日（月）16:30-18:00（於：経済学部第１会議室）
報告：What causes changes in the effects of fiscal policy?  A case study of Japan
　　　　亀田啓悟（関西学院大学）

第17回

日時：2014年2月17日（月）15:00-17:00（於：ホルトホール大分）
報告：Increases in Non-regular Employment and Asymmetric Labor Adjustments
         (with Tamotsu Nakamura)
 　　　　松榮豊貴（神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程）

第16回

日時：2013年12月14（土）・15日（日）（於：経済学部203号教室）
報告：Federal and State Public Education Expenditures, Human Capital Accumulation,
　　　    and Vertical Fiscal Transfers
 　　　　柳原光芳（名古屋大学）
報告：Endogenous Choice of Subsidy Instruments in Imperfectly Competitive Markets:
　　　    A Unit Subsidy versus an Ad Valorem Subsidy
 　　　　赤井伸郎（大阪大学）
報告：Free-ride or adjustment? : Amalgamation and Long-term care insurance premium
　　　    setting in Japanese municipality
 　　　　中澤克佳（東洋大学）
報告：Incentive Structures of Participation in Community Activity
 　　　　塩津ゆりか（愛知大学）
報告：Habit Formation and Transfer Paradox: Transitional Dynamics of International Transfer
 　　　　篠崎　剛（東北学院大学）
報告：自治体合併と戦略的負債形成―市町村別クロスセクションデータを用いた実証分析―
　　　　 田中宏樹（同志社大学）

第15回

日時：2013年11月22日（金）13:10-14:30（於：経済学部第１会議室）
報告：Unit tax versus ad valorem tax: A tax competition cross-border shopping
          (with Hikaru Ogawa)
 　　　　相浦洋志（本学部准教授）

第14回

日時：2013年4月26日（金）13:10-16:20（於：経済学部第１会議室）
報告：Financial Infrastructure and House Prices
　　　　      Mats Wilhelmsson（KTH Royal Institute of Technology 教授）
報告：The Evolution of Bank Sector Competition In Ghana:
　　　    Has Financial Liberalization Walked the Talk?
　　　　      Frank Prah（本学大学院経済学研究科博士後期課程）

第13回
日時：2012年12月3日（月）14:50-16:20（於：経済学部第１会議室）
報告：Asset Portfolio Choice of Banks and Inflation Dynamics
　　　　青木浩介（東京大学大学院経済学研究科准教授）

第12回

日時：2012年11月30日（金）13:00-14:30（於：経済学部第１会議室）
報告：政策と乗数
　　　　宇野真人（本学部准教授）
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第11回
日時：2012年7月25日（水）13:00-14:30（於：経済学部203号教室）
報告：教育補助政策が経済成長と所得格差に与える影響―世代間階層移動を考慮して―
　　　　村山　悠（本学部講師）

第10回
日時：2012年6月29日（金）13:00-14:30（於：経済学部第１会議室）
報告：Democracy and Economic Growth in Asian Countries
　　　　小野　宏（本学部准教授）

第9回
日時：2011年11月28日（月）16:30-18:00（於：経済学部第１会議室）
報告：我が国の海外進出企業の配当政策と益金不算入制度
　　　　井田知也（本学部准教授）

第8回
日時：2011年7月27日（水）13:00-14:30（於：経済学部第１会議室）
報告：世代間階層移動が存在する経済における教育補助政策と所得格差の関係
　　　　村山　悠（本学部講師）

第7回
日時：2011年6月29日（水）13:00-14:30（於：経済学部第１会議室）
報告：経済成長と雇用率
　　　　宇野真人（本学部准教授）

第6回
日時：2011年5月27日（金）13:00-14:30（於：経済学部第１会議室）
報告：Political budget cycles に関する一考察
　　　　小野　宏（本学部准教授）

第5回

日時：2011年4月27日（水）13:00-14:30（於：経済学部第１会議室）
報告：Knowledge diffusion and modernization of rural industrial clusters:
　　　    a paper manufacturing village in Northern Vietnam
　　　　木村雄一（本学部准教授）

第4回

日時：2011年3月8日（火）13:00-14:40（於：経済学部第１会議室）
報告：Capital-Skill Complementarity and Aggregate Labor Shares:
　　　    Skill-Biased Technical Change vs. Capital Intensity
　　　　大住康之（兵庫県立大学経済学部教授）

第3回

日時：2011年2月23日（水）13:00-14:50（於：経済学部第１会議室）
報告：（1）地域医療の問題と解決に関する理論分析
　　　　　　相浦洋志（本学部准教授）
　　　（2）研究経過報告
　　　　　　井田知也（本学部准教授），高見博之（本学部教授）

第2回
日時：2011年1月21日（金）13:00-14:40（於：経済学部203号教室）
報告：世代間階層移動と所得格差
　　　　村山　悠（本学部講師）

第1回

日時：2010年12月17日（金）13:00-15:10（於：経済学部第１会議室）
報告：（1）Optimal partial privatization in mixed oligopoly
　　　　　　中村　保（神戸大学大学院経済学研究科教授）
　　　　　　高見博之（大分大学）
　　　（2）研究経過報告
　　　　　　宇野真人（大分大学），小野 宏（大分大学），村山 悠（大分大学）

問合せ先：大分大学経済学部教育研究支援室（Tel:097-554-7662）
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