
開催日 主催 主題 講演者 会場

2022/01/26
労働法ゼミ

Saga Univ. & ILO joint seminar(3/3)

Labor Market Policies in Informal Labor Markets
Clemente Pignatti(Research Department, ILO) オンライン

2022/01/12
労働法ゼミ

Saga Univ. & ILO joint seminar(2/3)

Shaping Skilles and Lifelong Learning for the Future of Work
Takaaki Kizu(Skilles Development Officer, ILO) オンライン

2021/12/13 経済学会 ポスト・コロナ時代の佐賀の地域経済の活性化 金子 栄一(元佐賀市経済部長・佐賀龍谷学園参事) オンライン

2021/11/17 経済学会 日本法ワークショップ「ウエストローを用いた日本法文献の検索法」 上田 茂斉(ウエストロージャパン株式会社リーガルリサーチコンサルタント ) オンライン

2021/11/09 経済学会 現代に生きる渋沢栄一  ―起業、教育、福祉、国際交流― 木村 昌人(関西大学客員教授) オンライン

2021/10/13
労働法ゼミ Saga Univ. & ILO joint seminar(1/3)

戎居 皆和(Social Dialogue Technical Officer Governance and

Tripartism Department International Labour Office, ILO)
オンライン

2021/07/29
経済学会

佐賀県日中友好協会による国際交流と地域経済活性化―経済人・鳥居大敬氏の

歩みと重ねて―
堤 清行(元佐賀県教育長・佐賀県日中友好協会理事長) オンライン

2021/07/09 経済学会 農村観光と農村振興 范莉娜(中国貴州省 貴州民族大学) オンライン

2021/01/22
経済学会 地域の伝統技術による中心市街地活性化の意義

江美 夏恵(工房 夢繭＊花)

金子 栄一(元佐賀市経済部長・佐賀龍谷学園参事)
オンライン

2021/01/19
経済学会

若者の職業選択と労働政策―コロナ禍のなかの厚生労働省の取組(2/2)

労働基準監督官という仕事について
秋山 茂(厚生労働省佐賀労働局労働基準部監督課長) オンライン

2021/01/12
経済学会

若者の職業選択と労働政策―コロナ禍のなかの厚生労働省の取組(1/2)

今後求められる人材とこれからの就職活動について

伊藤 徳彦(厚生労働省人材開発統括官付人材開発総務担当参事官室調整係

地方創生コンジェルジュ（新潟県担当）)
オンライン

2020/11/17
経済学会 シンポジウム＆アメリカ法ワークショップ：「外国人法政策の現状と課題」

楠田 弘子(ロヨラ大学ロースクール教授／ルイジアナ州弁護士)

上田 茂斉(ウエストロージャパン株式会社リーガルリサーチコンサルタント )
オンライン

2020/01/28
経済学会 生態環境、ビッグデータ産業と貴州省―地域活性化へのヒント― 何 放(中国・貴州民族大学外国語学院准教授、佐賀県庁国際課国際交流員) 教養教育1号館

2019/12/03
経済学会 〈心の悩み〉への地域支援と地域再生

金子 栄一(元佐賀市経済部長、佐賀龍谷学園参事)

中村 祐華(西迎院副住職)
経済学部

2019/12/02 経済学会 武藤山治の生涯 武藤 治太(元大和紡績(株)会長、(公社)國民會館会長) 経済学部

2019/11/12 経済学会 地域活性化と市議会議場コンサートの効果 徳川 真弓(松戸市市議会議場コンサートコーディネーター) 経済学部

2019/10/31 アジア協創研究プロジェクト 国際セミナー「マルチテラリズムの再評価」 矢野 修一(高崎経済大学経済学部教授) 教養教育2号館

2019/10/29
経済学部

第3回アジア経済学生シンポジウム「持続可能な開発目標（SDGs）－アジアの展

望と課題－」

タイ：カセサート大学、スリランカ：ペラデニア大学、ベトナム：ベトナム国家大学ハノ

イ校経済大学、中国：浙江理工大学
菱の実会館

2019/10/29
経済学会

中国における企業の社会的責任への取り組み現状およびガバナンスの在り方に関す

る研究
張 宏(浙江省理工大学経済管理学院教授) 経済学部

2019/10/25

経済学会 なぜ今スタートアップなのか？ ～世界経済の構造変化と九州の取り組み～

油井 佑樹(さくらインターネット(株)スタートアップ担当/Fukuoka Growth Next 運

営事業者 mark MEIZAN プロデューサー)

久保 文一((一社)九州経済連合会 産業振興部次長)

経済学部

2019/10/01 経済学会 世界経済の中のアジア経済：過去・現在・未来 堀田 彰子(Auckland Action Against Poverty 人権擁護アドバイザー) 教養教育1号館

2019/08/08

経済学会
第７回 日台法学研究シンポジウム「台湾における“脱原発”の政治・行政・司法過

程」

辛 年豊(台湾・逢甲大学土地管理学系副教授)

鄭 明政(台湾・国立勤益科技大学通識教育学院副教授 同 日本研究中心執行

長)

李 李梯(台湾・国立高雄科技大学博雅教育中心助理教授)

経済学部

2019/07/31 地域経済研究センター 第221回佐賀地域経済研究会「地域福祉とまちなかの役割」 幕 亮二(北九州市立大学大学院マネジメント研究科特任教授) 経済学部

2019/07/16 アジア協創研究プロジェクト 国際セミナー「中国の知的財産事情‐法制度から法意識まで‐」 孫 友容(北海道大学、研究員) 経済学部

2019/07/09 経済学会 公認会計士の役割と試験制度 日本公認会計士協会 北部九州会 経済学部

講演会・シンポジウム一覧
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2019/06/04

アジア協創研究プロジェクト

国際セミナー

　「中国における都市化の現状と課題」

　「中国の科学技術発展と産業革新」

羅国振(中国・華東師範大学都市発展研究院、教授)

曽剛(中国・華東師範大学都市発展研究院、院長)

経済学部

2019/05/23
地域経済研究センター

第220回佐賀地域経済研究会「医療介護総合確保基金に見る事業特性・地域

特性」
加藤 智章(北海道大学大学院法学研究科 教授) 経済学部

2019/03/29 経済学部 教育・研究における動画コンテンツ制作とその効果 近藤 明子(四国大学経営情報学部メディア情報学科 准教授) 経済学部

2019/03/07 経済学会

地域経済研究センター
キャッシュレス・デイ

中田 真佐男(成城大学経済学部教授)

張 果林(株式会社 TRYSEE)
教養教育1号館

2019/03/05 経済学会 大学と地域の連携：ビジネススクールを通じた大学の英知の活かし方 井原 理代(高松大学経営学部教授（香川大学名誉教授）) 経済学部

2019/01/30

経済学部

経済学会

第６回 日台法学研究シンポジウム「日本・台湾におけるマイノリティの法的地位の比

較研究」

鄭 明政(台湾・国立勤益科技大学通識教育学院助理教授／同日本研究中心執

行長)

周 宗憲(台湾・国立勤益科技大学通識教育学院副教授／同日本研究中心主

任)

経済学部

2019/01/15 経済学会 企業経営とコミュニケーションスキルの向上 坪田 まり子(東京学芸大学特任教授) 経済学部

2019/01/11
経済学会 地域経済の活性化の方法と実際

伊東 あゆみ(佐賀市経済部観光振興課)

亀野 直美(現代人形劇センター)
経済学部

2018/12/12 アジア協創研究所 日本‐ASEAN 関係50年の成果と課題 須藤 季夫(タイ・タマサート大学、教授) 経済学部

2018/11/28
地域経済研究センター

第218回佐賀地域経済研究会「勘と経験と思い込みと思いつきに頼らない施策の作

り方」
田鹿 倫基(宮崎県日南市商工マーケティング課日南市マーケティング専門官) 経済学部

2018/11/06 経済学会 ASEAN地域の経済発展 チョロラダ ルアンピックサ(タイ王国カセサート大学経済学部教授) 経済学部

2018/11/05 経済学部 第2回国際学生シンポジウム「持続可能な生産と消費」 カセサート大学、ペラデニア大学、佐賀大学 経済学部

2018/11/01 佐賀大学肥前セラミック

研究センター

やきもの産業を中心とする地域活性化を考える －産業集積メリットと地域アイデン

ティティ－
有田キャンパス

2018/10/26 地域経済研究センター 第217回佐賀地域経済研究会「都市構造とまちづくり」 赤星 健太郎(内閣府地方創生推進室都市可視化調整官) 経済学部

2018/10/18
アジア協創研究所

Cross-border economic cooperation: focal points of the GMS

economic corridors
グエン アイン トュ―(ベトナム国家大学ハノイ校経済大学 副学長) 経済学部

2018/09/14

-16
戸田ゼミナール 全国カレッジフットパスフォーラム 2018 熊本県阿蘇市

2018/08/01
地域経済研究センター 第216回佐賀地域経済研究会「武雄市の魅力度の評価とシティプロモーション」

閔 庚炫(香川大学大学院地域マネジメント研究科教授)

河井 孝仁(東海大学文化社会学部教授)
武雄市文化会館

2018/07/18 アジア協創研究所 中国の都市化の現状と課題 羅 国振(中国・華東師範大学城市発展研究院、常務副院長) 経済学部

2018/06/19 経済学会 公認会計士の役割と試験制度 日本公認会計士協会 北部九州会 経済学部

2018/05/28
経済学部 アジア諸国の人的資源育成と日本の技能実習制度

飯田 清三(イイダ靴下株式会社 代表取締役会長)

ラタナーヤカ・ピヤダーサ(佐賀大学名誉教授)
経済学部

2018/05/16 地域経済研究センター 第215回佐賀地域経済研究会「県庁そろそろクビですか？」 円城寺 雄介(佐賀県政策部企画課) 経済学部

2018/03/28
経済学会

The Solow Growth Model with a CES Production Function and

Declining Population
佐々木 啓明(京都大学経済学研究科教授) 経済学部

2018/03/16 アジア協創研究所 中国京津冀地域の公共サービスの均等化問題 申 偉寧(中国・河北経貿大学、発展戦略研究室、助理研究員) 経済学部

2018/01/27 佐賀県 問題解決のためのデータ利活用 経済学部

2018/01/25 地域経済研究センター

経済学会
道路投資の政治経済学と地域経済効果 近藤 春生(西南学院大学経済学部教授) 経済学部

2018/01/24 地域経済研究センター

経済学会

子ども達を中心とした、学校や地域における防災教育・活動の支援を通じたリスクコ

ミュニティ構築の実践

小林 祐司(大分大学減災・復興デザイン教育研究センター次長/理工学部門准教

授)
経済学部
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2018/01/23 経済学会 日本及び世界の名経営者 須賀 柾晶(著作家) 経済学部

2018/01/18
経済学会 現代の経営経済のあり方と行政の対応

金子 栄一(九州龍谷短期大学理事)

篠塚 周城(九州龍谷短期大学理事)
経済学部

2018/01/11 アジア協創研究所 韓国の社会的経済政策とコミュニティビジネス活性化方案 羅 州夢(韓国・全南大学校経営大学・教授) 経済学部

2017/12/08 アジア協創研究所 遼寧自由貿易試験区における産業発展の課題と今後の方向性 劉 巍(遼寧省政治経済学院経済学部、副教授) 経済学部

2017/11/29
地域経済研究センター

第213回佐賀地域経済研究会「佐賀県サガプライズ！ゲームやアニメとのガチコラボ

による情報発信」
金子 暖(佐賀県広報広聴課) 武雄市文化会館

2017/11/24

経済学部

経済学会
第3回日台法学研究シンポジウム

邱 駿彦(中国文化大学・教授・労働法)

王 能君(国立台湾大学・副教授・労働法)

劉 臺強(中国文化大学・副教授・法哲学)

辛 年豊(逢甲大学・副教授・行政法)

鄭 明政(国立勤益科技大学・助理教授・憲法)

李 孝悌(国立高雄応用科技大学・助理教授・憲法)

教育学部

2017/11/07 経済学会 ASEANの経済発展について Prof. Chollada Luangpituksa(カセサート大学 経済学部) 経済学部

2017/11/06 経済学会 会計専門職の使命 石丸 新(税理士) 経済学部

2017/11/02 経済学部 第1回国際学生シンポジウム「持続可能な生産と消費」 タイ、スリランカ、日本、ラオス 経済学部

2017/09/27 地域経済研究センター 第212回佐賀地域経済研究会「感覚・感性に訴えるマーケティング戦略」 閔 庚炫(香川大学大学院地域マネジメント研究科教授) 経済学部

2017/07/19 地域経済研究センター 第211回佐賀地域経済研究会「佐賀空港におけるLCCとインバウンドの拡大」 西村 剛(株式会社ANA総合研究所主席研究員) 佐賀バルーンミュージアム

2017/06/19 経済学会 公認会計士の役割と試験制度 日本公認会計士協会 北部九州会 経済学部

2017/06/03 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 教養教育1号館

2017/05/27 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 教養教育1号館

2017/05/24
地域経済研究センター 第210回佐賀地域経済研究会「ベネッセアートサイト直島の活動の軌跡とその意義」 笠原 良二(㈱直島文化村 代表取締役社長) 経済学部

2017/04/15 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 教養教育1号館

2017/03/23 中国文化大学 第2回日台法学研究シンポジウム 中国文化大学（台湾）

2017/03/18 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 教養教育1号館

2017/03/09
経済学会

The Effect of Minimum Wage on Employment in Thailand: A Panel

Data Approach
Dr. Sanha Hemvanich(タイ カセサート大学経済学部講師) 経済学部

2017/03/04 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 教養教育1号館

2017/02/04 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 教養教育1号館

2017/01/23

経済学部 佐賀大学国際シンポジウム「アジアの経済発展と外国人労働者　現状と課題」

Kenneth Jackson(オークランド大学名誉教授)

Iltae Kim(全南大学経済学部教授)

S. Samita(ペラデニヤ大学農学部教授)

美馬陽子(アイム・ジャパン・バンコク駐在員事務所 所長)

経済学部

2017/01/21 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 教養教育1号館

2017/01/10 経済学会 出生率の変化と社会 －経営・会計の視点から－ 三石 由起子(評論家) 教養教育1号館

2016/12/24
亀山ゼミ 地域コミュニティに関する研究発表

ふれあいフェスタ 2016(アバ

ンセ)

2016/12/23 亀山ゼミ 地域情報ポータルサイト G‐motty による地域の魅力の発信 塩田 淳(北九州市総務局情報政策課 主査) シアターシエマ

2016/12/21 地域経済研究センター 第208回佐賀地域経済研究会「地域再生の戦略」 宇都宮 浄人(関西大学経済学部) 経済学部

2016/12/17 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 富田 紘次(鍋島報效会主任学芸員) 教養教育1号館

2016/11/26 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 本多 美穂(佐賀県立佐賀城本丸歴史館学芸員) 教養教育1号館

2016/11/21 経済学会 アート・マネージメントと企業活動 仙波 知司(東芝) 徳川 眞弓(評論家) 経済学部
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2016/11/12 早川ゼミ 第3回労働法研究発表会 教養教育1号館

2016/11/05 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 片倉 日龍雄(幕末佐賀研究会会員) 教養教育1号館

2016/11/01 経済学会 社会で生きて行くうえで資格は必要か 林 修一(公認会計士・税理士) 経済学部

2016/10/27
経済学会

「認知能力が経済行動に与える影響: いくつかの実験からの証拠」

「スマートフォンゲーム市場の発展とその諸問題」

小川 一仁(関西大学社会学部教授)

小山 友介(芝浦工業大学システム理工学部教授)
経済学部

2016/10/22 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 多久島 澄子(伊万里市郷土研究会) 教養教育1号館

2016/09/28

地域経済研究センター 第207回佐賀地域経済研究会「広域連携を活用したインバウンドの推進」

玉石 宗生(国土交通省観光庁)

髙橋 誠(九州観光推進機構)

宮津 哲郎(佐賀市観光振興課)

佐賀バルーンミュージアム

2016/09/24 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 大園 隆二郎(鍋島報效会評議員) 教養教育1号館

2016/09/07 経済学会 ペイアウト政策に関する研究 篠﨑 伸也(経済学部准教授) 経済学部

2016/09/03 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 前田 達男(佐賀市企画調整部三重津世界遺産課) 教養教育1号館

2016/08/06 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 青木 歳幸(地域歴史文化センター特命教授) 教養教育1号館

2016/07/25

経済学部 現代社会における司法の役割と課題

辛 年豊(台湾・逢甲大學助理教授)

李 孝悌(台湾‧国立体育大学助理教授)

鄭 明政(台湾・国立勤益科技大学助理教授)

経済学部

2016/07/21
地域経済研究センター 第206回佐賀地域経済研究会「地方都市における中心市街地の現在と今後」

永松 桂子(大阪市立大学)

宇野 史郎(熊本学園大学)
鹿島市民交流プラザ

2016/07/02 経済学部 幕末佐賀藩の科学技術 長野 暹(名誉教授) 教育学部多目的室

2016/06/27 経済学会 公認会計士の役割と試験制度 日本公認会計士協会 北部九州会 経済学部

2016/05/25
地域経済研究センター

第205回佐賀地域経済研究会「第1次・第2次地方分権改革における国・地方間

関係の変容と課題」
人見 剛(早稲田大学大学院法務研究科教授) 教育学部多目的室

2016/02/01 経済学部 個人商店の財務改善と商店街振興 経済学部

2016/01/28 経済学部 外国人技能実習制度に関する国際セミナー 経済学部

2016/01/27 地域経済研究センター 第203回 佐賀地域経済研究会「地域活性化における産官学連携の取組み」 山口夕妃子(経済学部教授) 経済学部

2015/12/16
経済学会

講演会「ASEAN の小王国ブルネイの経済社会と女性労働　―労働政策及び外交

政策の視点から―」
伊岐 典子(ブルネイ国駐箚特命全権大使) 経済学部

2015/11/24 経済学会 講演会「社会人として生きる意味」 林 修一(林公認会計士事務所代表) 経済学部

2015/11/18

地域経済研究センター
第202回 佐賀地域経済研究会 200回記念シンポジウム「地方で働くということ　地

方で暮らすということ」

ナカムラケンタ(日本仕事百貨代表／㈱シゴトヒト代表取締役)

須賀 大介(福岡移住計画主催)

吉田 美智子(アイケイケイ㈱鳥栖支店総支配人)

増本 嘉浩(佐賀市商工振興課)

大学会館

2015/11/16 経済学会 講演会「我が国の財政と税務行政について」 垣水 純一(福岡国税局長) 経済学部

2015/11/13
経済学会 研究会「最低賃金の雇用に対する影響：タイと日本からの事例」

Dr.Sanha Hemvanich（経済学部客員研究員/カセサート大学経済学部専任

講師)
経済学部

2015/11/13
経済学会 講演会「現代の企業経営と意思決定」

小林 一郎(青山学院大学)

佐藤 靖(青山学院大学)
教養教育2号館

2015/11/11 経済学会 講演会「胎児性水俣病患者として生きて」 加藤 タケ子氏ほか４名(社会福祉法人 さかえの杜 ほっとはうす) 経済学部

2015/11/07 早川ゼミ 第2回 労働法研究発表会「学生の　学生による　みんなのための労働法」 教養教育1号館

2015/10/23 経済学部 第25回 東アジア経済シンポジウム「人的資源育成と経済発展」 文化教育学部多目的室

2015/09/30
地域経済研究センター

第201回 佐賀地域経済研究会　地域課題調査中間報告「中心市街地の活性

化」
戸田 順一郎(経済学部准教授) 経済学部
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2015/07/29
地域経済研究センター

第200回 佐賀地域経済研究会「高齢者の誘致は地方都市の成長戦略になるのか

～地方創生と地方分権の関係～」
八田 達夫(公益財団法人アジア成長研究所所長／大阪大学招聘教授) 経済学部

2015/07/21 経済学会 講演会「経営管理におけるリーダーシップ」 藤田 聰(株式会社企業変革創造代表取締役社長) 経済学部

2015/07/09 経済学会 講演会「公認会計士試験制度と公認会計士の任務」 日本公認会計士協会 北部九州会 経済学部

2015/07/08 経済学会 シンポジウム「アメリカ移民法と労働法の交錯」 楠田 弘子(ルイジアナ州弁護士・ロヨラ大学ロースクールクリニック教授) 教養教育大講義室

2015/06/19
経済学会

研究会「Social Accounting Matrix (SAM) & SAM‐based CGE Modeling

for Thailand's SMEs」

Dr.Sanha Hemvanich（経済学部客員研究員/カセサート大学経済学部専任

講師)
経済学部

2015/05/22 経済学会 講演会「2025年へのロードマップ～地域医療構想と医療機関の経営」 武藤 正樹(国際医療福祉大学大学院教授（医師・医学博士）) 教養教育1号館

2015/05/20
地域経済研究センター

第199回 佐賀地域経済研究会「都市再構築と地方創生のデザイン～2015年版

九州経済白書より～」
岡野 秀之(九州経済調査協会調査研究部次長) 附属図書館

2015/04/20 経済学会 講演会「スリランカの経済発展に対する地政学的可能性と制約」 シャーンタ・ヘンナーヤカ(ペラデニヤ大学副学長) 経済学部

2015/02/02
経済学会 講演会「シャネルのグローバル・マネジメント」

リシャール＝コラス(シャネル株式会社代表取締役社長/在日フランス商工会議所会

頭/欧州ビジネス協会会長)
経済学部

2015/01/27 経済学会 講演会「渋沢栄一の財界ネットワーク」 井上 潤(渋沢史料館館長) 教養教育2号館

2015/01/22 経済学会 日中国際シンポジウム「集団的労働紛争処理メカニズムの日中比較」 常 凱(中国人民大学労働人事学院 教授) 教養教育2号館

2015/01/21 地域経済研究センター 第197回 佐賀地域経済研究会「まちなか広場のある、まち」 山下 裕子(全国まちなか広場研究会／㈱ハイマート久留米) 附属図書館

2015/01/21 経済学会 講演会「三井高利（たかとし）と日本の近代化を支えた三井三池炭鉱 高木 英治(日本コークス工業株式会社 本店 経営管理部 シニアマネージャー) 経済学部

2015/01/13
経済学会 講演会「価値観が変わる時代に暮らすということ」 西村 浩(（株）ワークヴィジョンズ代表取締役 マケノシゴトバCOTOCO215 代表) 経済学部

2014/12/18 地域経済研究センター 第196回 佐賀地域経済研究会「現金供給と日本銀行」 天野 徹(日本銀行佐賀事務所所長) 経済学部

2014/11/19 地域経済研究センター 第195回 佐賀地域経済研究会「新幹線とまちづくり」 池田 幸一(嬉野市企画政策課課長) 経済学部

2014/11/08 早川ゼミ 研究発表会「労働法研究発表会」 教養教育1号館

2014/10/31 経済学部 東アジア経済シンポジウム「東アジアの国々における経済自由化と創造的革新」 全南大学校（韓国）

2014/10/06 経済学会 講演会「欧州ユーロ情勢」 武田 哲夫(元拓殖大学学長) 経済学部

2014/09/03 地域経済研究センター 佐賀地域経済研究会「地域防災と自治体」 経済学部

2014/08/21 経済学部・美術館 講演会「アートを巡る経済学」 辛　美沙(ギャラリスト／アートアドバイザー) 経済学部

2014/07/25 経済学部・美術館 講演会「ミュージアムが地域経済を変える」 蓑 豊(兵庫県立美術館館長) 大学会館

2014/07/16 経済学会 講演会「アメリカの弁護士になる方法」 楠田　弘子(ルイジアナ州弁護士・ロヨラ大学ロースクール助教授) 経済学部

2014/07/16 地域経済研究センター 第193回 佐賀地域経済研究会 地域課題調査報告「地域ブランド化の推進」 伊万里市役所

2014/07/11 経済学会 講演会「高齢者福祉と地域振興」 ヨアキム・カウト(ブンネ・ジャパン（スウェーデン王国大使館内）) 経済学部

2014/06/18
経済学会

講演会「住民参加型災害復興支援とともに生きる心豊かな地域づくり：東日本大

震災津波復興から学ぶ」

ラリス・ランカティレケ(国際連合人間移住計画（ハビタット）福岡本部 上級人間住

居専門官)
経済学部

2014/05/21
地域経済研究センター

第192回 佐賀地域経済研究会「『市村清と佐賀』（岩田書院、2014年）を刊行

して」
山本 長次(経済学部教授) 経済学部

2014/02/28
地域経済研究センター

第191回 佐賀地域経済研究会 地域課題調査地域還元報告「今後の地域公共

交通のあり方」
戸田 順一郎(経済学部准教授)

ドゥイング三日月

（小城市）

2014/02/26
地域経済研究センター

第190回 佐賀地域経済研究会「鹿島ニューディール構想　－地域資源を活かした

まちづくり－」
経済学部

2014/01/21
経済学会 講演会「祖父・武藤山治を語る」

武藤 治太(ダイワボウホールディングス株式会社最高顧問、公益法人国民合館会

長)
経済学部

2014/01/17

地域経済研究センター 佐賀地域経済研究会 公開シンポジウム「佐賀県における地域ブランド化の推進」

前田 崇文(佐賀県農業協同組合畜産・酪農部　畜産販売課長)

力武 浩和(伊万里市役所産業部農業振興課長　伊万里牛課長／伊万里梨課

長)

アバンセ
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2014/01/15 経済学部 国際研究会「欧米からアジアへシフトする世界経済　幻想か現実か」 経済学部

2013/11/25 経済学会 講演会「税制と税務行政」 中村 信行(福岡国税局長) 経済学部

2013/11/19 経済学会 講演会「公認会計士の任務」 日本公認会計士協会北部九州会 経済学部

2013/11/08 経済学会 講演会「金融庁 公認会計士・監査審査会 講演会」 千代田 邦夫(金融庁公認会計士・監査審査会会長) 経済学部

2013/11/06 経済学会 講演会「『働く』ことをめぐって　－仕事について考えるきっかけとして」 中村 かおり(内閣府地方分権改革推進室企画官) 教養教育１号館

2013/10/25

経済学部

東アジア経済シンポジウム “Social and Economic Dimensions of Trade

Liberalization and Economic Integration: Implication for East Asia

Countries”

カセサート大学（タイ）

2013/10/08 経済学会 講演会「ユーロ危機に関する欧州金融情勢」 吉水 弘行(東北文化学園大学総合政策学部教授) 経済学部

2013/09/25
地域経済研究センター 第187回 佐賀地域経済研究会「地域ブランド化の推進」

山本 長次(経済学部准教授)　宮崎 卓朗(同教授)　羽石 寛志(同准教授)　品

川 優(同准教授)
附属図書館

2013/07/17 地域経済研究センター 第186回 佐賀地域経済研究会「地域から見た求職者支援制度の課題」 富田 義典(経済学部教授) 附属図書館

2013/06/24 経済学会 講演会「変容するミャンマーの政治経済」 エイ・チャン・プイン(熊本学園大学非常勤講師・嘱託職員) 経済学部

2013/06/21
経済学会 講演会「税務行政と国税専門官」

渋田 裕一郎(福岡国税局)

佛坂 雄一郎(佐賀税務署)
教養教育２号館

2013/06/11
経済学会

国際トークセッション「アメリカのロー・スクールで働く　－法学臨床教育と私の実践：移

民弁護の観点から」
楠田 弘子(ルイジアナ州弁護士・ロヨラ大学助教授) 教養教育大講義室

2013/05/22
地域経済研究センター

第185回 佐賀地域経済研究会「平成23年度地域課題調査報告（小城市）

『今後の公共交通について』」
戸田 順一郎(経済学部准教授) 長 安六(名誉教授) 経済学部

2013/02/27
地域経済研究センター

第184回 佐賀地域経済研究会「地域課題調査「地域ブランド化の推進」における

伊万里市関連地視察」
伊万里市役所

2013/01/23 地域経済研究センター 第183回 佐賀地域経済研究会「地域ブランドと産学官連携の有効性」 山口 夕妃子(長崎県立大学経済学部教授／地域連携センター副センター長) 経済学部

2012/11/27 経済学会 講演会「実業家・渋沢栄一の公益思想」 見城 俤治(千葉大学国際教育センター准教授) 経済学部

2012/11/22 経済学会 講演会「税務行政の現状と現代的課題」 高木 隆(福岡国税局長) 経済学部

2012/11/14
経済学部

第22回 日韓中国際シンポジウム「食料安全保障とグローバリゼーション　～TPPと

FTA～」
アバンセ

2012/10/02 経済学会 講演会「世界金融危機の震源地アメリカの素顔」 岡地 勝二(経済産業分析研究所所長) 経済学部

2012/09/26 地域経済研究センター 第181回 佐賀地域経済研究会「地域公共交通問題」 経済学部

2012/06/22 経済学会 講演会「公認会計士の使命と役割」 日本公認会計士協会北部九州会 経済学部

2012/05/17
経済学会

講演会「高齢化社会の現状と今後の対応　－スウェーデンの社会福祉との関連で

－」
グスタフ・ストランデル(日本スウェーデン福祉研究所取締役・(株)舞浜倶楽部社長) 経済学部

2012/03/07
経済学会

研究会「技術進歩と内生的経済成長に関する理論研究　―環境規制と制度要因

の側面からの考察―」
経済学部

2012/01/26 経済学部 国際シンポジウム「ソーシャル・ビジネスと貧困軽減」 理工学部

2012/01/25 地域経済研究センター シンポジウム「地域資源活用型観光による地域再生」 アバンセ

2012/01/17 経済学会 講演会「佐賀県の茶業史と茶文化」 経済学部

2011/11/17

-18
経済学部

日韓中学術交流シンポジウム　“The Issues and Strategies for Regional

Economy and Development in East Asia”
全南大学校

2011/11/11 経済学会 講演会「複式簿記の発生と本来的役割」 経済学部

2011/10/18 経済学会 講演会「わが国の食料・農業の現状と『地産地工』のすすめ」 経済学部

2011/10/11 経済学会 講演会「公認会計士の使命と役割」 経済学部

2011/09/17 経済学部 研究シーズによる成果発表研究会「包摂型社会の構築のために」 経済学部

2011/07/22 経済学会 講演会「企業会計の将来像と会計専門職大学院」 経済学部
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2011/06/24 経済学会 講演会「わが国の会計基準とグローバル・スタンダード」 経済学部

2011/02/23 経済学部 国際シンポジウム「グローバル人材育成のあり方を考える」 経済学部

2011/02/01 経済学会 講演会「経営者の決断・失敗・名言から学べること」 経済学部

2011/01/19
地域経済研究センター

シンポジウム「人口減少時代における地場産業 『佐賀のお茶を自慢する佐賀の人を

増したい』」

理工学部

多目的セミナー室

2010/12/13 経済学会 講演会「アメリカの金融経済危機を誘発した金融政策と金融規制の失敗」 経済学部

2010/11/20

経済学部

日韓中学術交流シンポジウム　“How East Asian Countries Handle the

Financial Crisis - from the Perspective of Economic and Social

Policies”

南京大学

2010/11/19 経済学会 講演会「税制と税務行政」 経済学部

2010/06/21 経済学会 講演会「我が国における公認会計士の役割」 経済学部

2010/06/14 経済学会 講演会「会計アプローチの変更と企業経営」 経済学部

2010/06/11 経済学会 講演会「企業会計の国際化とアカウンティングスクール」 経済学部

2010/01/21 経済学会 講演会「国際会計に反映される日本の資金会計」 経済学部

2010/01/20
地域経済研究センター

シンポジウム「人口減少時代における地域産業：佐賀県の陶磁器産業『佐賀のやき

もの　再発見！』」
アバンセ

2010/01/19 経済学会 講演会「日本の近代化と武藤山治」 経済学部

2009/12/09

2010/01/13

2010/01/23

経済学部
連続講演会「会計の国際化と職業会計人等の再教育プログラム」（佐賀大学教育

GPシーズ）
経済学部

2009/11/28

経済学部

日韓中学術交流シンポジウム　“Social and Economic Dimensions of the

Global Economic Crisis: Implications for Asian Countries”「今日の世界

経済危機とアジア諸国の対応」

経済学部

2009/11/11 経済学会 講演会「会計の国際化と公認会計士の役割」 経済学部

2009/11/02 経済学会 講演会「躍進するインド経済の表と裏」 経済学部

2009/09/26 経済学部 国際シンポジウム「食糧危機と貧困解消」 佐賀大学菱の実会館

2009/06/18 経済学会 講演会「会計監査とアカウンティングスクール」 教養教育２号館

2008/12/29 経済学部 国際シンポジウム「アジア経済発展に対する人的資本の役割」 佐賀大学菱の実会館

2008/12/05 経済学会 講演会「米国の金融勢力の現状」 経済学部

2008/11/26 地域経済研究センター シンポジウム「食と農から探る地域の活性化」 アバンセ

2008/11/11 経済学会 講演会「佐賀県陶磁器企業の歴史と今後を語る講演会」 経済学部

2008/11/08 経済学会 講演会「ユーロとフランス経済社会を考える」 経済学部

2008/10/31 経済学会 講演会「税務調査の実態とその事例」 経済学部

2008/10/30 経済学部 日韓中学術交流シンポジウム　“Local Issues in Globalization” 全南大学校

2008/09/27

-28
神崎の城館跡と環壕集落 神埼市中央公民館

2008/07/24 経済学会 講演会「アジア諸国の経済社会発展に対する JICA の協力活動について」 経済学部

2008/07/23 地域経済研究センター シンポジウム「地方のおける大学の役割」 経済学部

2008/07/15 経済学会 講演会「IT 企業と企業会計」 経済学部

2008/06/24 経済学会 講演会「日本の財政について」 経済学部

2008/05/30 経済学会 講演会「経済・金融活動の見方、捉え方」 経済学部
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