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愛知学院大学論叢「商学研究 」49巻2号より
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(主要経歴)

I 学歴

昭和33年3月 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業

昭和33年4月 早稲田大学大学院経済学研究科修士課程(経済政策)入学

昭和35年 3月 上記修了(経済学修士 ・第20号)

E 職歴

昭和35年4月

昭和39年4月

昭和42年4月

昭和47年4月

~48年 8 月

昭和51年4月

~53年 5 月

昭和53年11月

昭和54年4月

~56年 3 月

昭和58年4月

~平成 5年3月

昭和62年4月

~平成 5年3月

平成 4年4月

~5 年 3 月

平成 4年4月

~ 5 年 3 月

平成 5年4月

平成 6年4月

~現在

平成 8年4月

~9 月

平成 9年4月

~12年 9 月

平成14年3月

平成20年3月

社団法人アフリカ協会調査室勤務

愛知学院大学商学部専任講師(国際経済論，貿易政策担当)

同大学同学部助教授(国際経済論，アジア・アフリカ経済論担当)

英国サセックス大学開発研究所客員 (TheInstitute of Development Studies， Sussex 
Univ.) 

タンザニア政府総理府キリマンジャ ロ州開発計画チーム・リーダー (国際協力事

業団)

愛知学院大学商学部教授(国際経済論，アジア ・アフリカ経済論，アジア・アフ

リカ市場論担当)

愛知学院大学経営研究所所長

愛知学院大学大学院商学研究科博士課程前期(経済政策研究文献担当)

愛知学院大学大学院商学研究科博士課程前期(経済政策研究講義担当)

愛知学院大学大学院商学研究科博士課程前期(経済政策研究演習担当)

三重大学人文学部社会科学科兼任講師(国際社会の構造担当)

愛知学院大学大学院商学研究科博士課程前期(国際開発論研究文献 ・講義 ・演習

担当)

愛知学院大学大学院商学研究科博士課程後期(国際開発論研究指導文部省⑥)

名古屋大学法学部非常勤講師(地域政治論皿(アフリカ政治論)) 

名古屋大学大学院国際開発研究科非常勤講師(アフ リカ の社会経済開発)

定年退職

客員教授終了
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平成20年4月 愛知学院大学名誉教授授与

E 賞罰

平成 4年 8月 これま での国際協力事業への貢献に対 し 国際協力事業団総裁より 表彰される

U 学会および社会における活動

社会

昭和39年12月 アジア経済研究所東アフリカ調査団

~40年 1 月

昭和40年 「中小工業開発セ ミナー」コースリーダー(国際協力事業団・ 名古屋国際研修セ

~平成11年 ンター)

昭和54年6月 名古屋大学アフ リカ研究調査隊(文部省科学研究)
~ 8 月

昭和58年8月 国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)専門家会議日本委員(ジュネーブ)(外務省)
~ 9 月

昭和60年12月 ザンピア中小工業開発調査団(国際協力事業問)

昭和62年4月 「中小企業の海外における事業活動に関する研究一韓国」委員会委員長(中小企

~63年 3 月 業事業団)

昭和62年10月 「東南アジア中小工業開発セミナー :タ イ， インドネシア」チーム・リ ーダー (国

~ 11 月 際協力事業団)

昭和62年12月 国連アジア太平洋経済社会委員会 ・アジア太平洋開発センター ・中小工業開発委

~平成元年 8月 員会日本専門家(通産省)

昭和63年4月 「中小企業の海外における事業活動に関する研究ータイ国」委員会委員長(中小

~平成元年 3月 企業事業団)

昭和63年4月 中小工業国際化に関する委員会(通産省中小企業庁，中小企業事業団)委員

~平成元年 3月

平成2年 1月 タンザニア国別評価チーム・リーダー (国連 UNDP合同評価) (国際協力事業団)
~ 2 月

平成 2年7月 アフ リカ地域援助研究会委員現地調査(ガーナ，ナイジ、エ リア，コート ジボアール)

~ 8 月 (国際協力事業団)

平成2年4月 「台湾製造業の技術水準」委員会委員長(中小企業事業団)

~ 3 年 3 月

平成 2年6月 中小企業国際交流拠点構想委員会(通産省 ・中小企業庁 ・中小企業事業団)委員
~3 年 3 月

平成 3年5月 「海外進出中小企業の現地経営のあり方に関する研究」委員会委員長(中小企業

~4 年 3 月 事業団)

平成4年 5月 「地球環境と農業資源管理計画」委員会(国際開発センター/農水省)

~ 5 年 1 月
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平成 5年9月

~現在

平成 8年6月

~現在

，.;<、.A、
"F'ft 

昭和56年~57年

昭和59年

~平成元年

平成 3 年~ 7 年

昭和63年

~平成 6年

平成2年4月

平成 3 年~6 年

昭和59年

~平成10年

商学研究第49巻第2号

国際協力事業団 OICA)派遣専門家東海 OB会会長

愛知県青年海外協力隊を支援する会(育てる会)会長

日本貿易学会会長

日本貿易学会理事

日本貿易学会理事

日本学術会議経済研究地域体制研究連絡委員会委員

京都大学ア フリカ研究センター， Iアフ リカ研究」編集委員

日本ナイル・エチオピア学会評議員

日本アフリカ学会理事

その他:国際経済学会，多国籍企業研究会，各会員
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(著作目録等)

著書

1昭和39年11月アフリカ経済の諸問題 共著 アジア経済研究所

2昭和42年 8月東アフリカの貿易と流通 単著アジア経済研究所
組織 I

3昭和43年 3月東アフリカの貿易と流通 単著 アジア経済研究所
組織E

4昭和42年 4月アフリカ諸国の政治的独立と地域経済統合 単著外務省国際資料部

5昭和46年 1月アフリカ 共著 ダイヤモンド社

6昭和53年 5月 Censusof Industrial Units in Kilimanjaro 共著 タンザニア共和国政府

Region， 1977-78 

7昭和55年 5月 タンザニアの党・農村開発民族・国際環境 共著名古屋大学アフリカ調査研究グ

ループ

8昭和55年 3月 Tanzania:Political Party， Rural Develop-ment 共著名古屋大学アフリカ調査研究グ

Nationalism and International Environment ループ

9昭和57年 9月アフリカの自立化と経済 単著 日本国際問題研究所

10昭和61年 3月親企業の海外展開と下請企業の対応に悶す 共編著中小企業事業団・中小企業大学
る研究 校・中小企業研究所

11昭和63年 3月中小企業の国際比較研究 共編著中小企業事業団・ r-fJ小企業大学
-韓国編一 校・中小企業研究所

12昭和63年 3月中小企業の海外における事業活動に関する 共編著中小企業事業団・中小企業大学

研究 校・中小企業研究所
-韓国編一

13平成元年 3月中小企業の海外における事業活動に関する 共編著中小企業事業団・中小企業大学

研究 校・中小企業研究所
ータイ国編-

14平成元年 5月 TheCase Study on the Development of Small 共著 ESCAP . Asian and Pacific 
and Medium Industries in ]apan Development Centre， Kuala 

Lumpur 

15平成 3年3月台湾製造業の技術水準と今後の動向 共編著中小企業事業団・中小企業大学

校・中小企業研究所

16平成 3年3月アフリカ2001-21世紀に向けて日本とアフ 共編著名古屋国際センター

リカとの実りある関係を考えようー

17平成 4年3月海外進出中小企業の現地経営のあり方に閑 共編著中小企業事業団・中小企業大学

する研究 校 ・中小企業研究所

18平成 4年5月 Cooperationin Small and Medium-scale 
Industries in ASEAN 

19平成 4年6月世界経済・貿易の主な動き

20平成 6年11月貿易と海外投資の分析と実務

21平成 6年12月アフリカと日本

22平成 8年4月中小企業論

23平成15年3月アジアの発展とアフリカ

共著 ESCAP . Asian and Paci白c

Development Centre， Kuala 
Lumpur 

共著国際貿易投資研究所

共著文虞堂

共著勤草書房

共著八千代出版

単著愛知学院大学国際研究センター
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E 学術論文

1昭和40年12月 二重経済と経済発展 単著愛知学院大学論叢『商学研究』

第13巻第 2号

2昭和41年12月経済発展における流通活動の役割 単著愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析j第5巻第 1号

3昭和41年12月アフリカにおける伝統農業の変容過程 単著愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析J第5巻第2号

4昭和41年12月アフリカにおける労働市場の研究 単著愛知学院大学論叢『商学研究J
第14巻第 2号

5昭和42年 6月経済発展における外来商業者の役割 (1)，(2) 単著愛知学院大学経営研究所所報

昭和43年 3月 『地域分析』第6巻第 1号，第

2号

6昭和43年 6月低開発国経済と小規模工業 単著愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析J第7巻第 l号

7昭和43年10月輸出経済の生産構造一紅茶を中心として 単著 『アジア経済J第9巻第10号ア

ジア経済研究所

8昭和44年 3月植民地型二重経済の形成一印僑研究序説 単著愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析J第7巻第 2号

9昭和44年12月印僑研究序説ーマラヤ経済と印僑. 11. m 単著愛知学院大学論叢 『商学研究J
昭和45年 1月 第16巻第 3号， 第17巻第 1号

10昭和45年 9月印僑経済論 とくにアジアを中心として一 単著 『国際経済j第21巻国際経済学

ヱ止ミ』

11昭和46年 3月植民地型二重経済における経済発展 単著愛知学院大学経営研究所所報

一序説- 『地域分析J第9巻第 1号

12昭和47年 1月アジアの茶業 単著愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析j第10巻第 1号

13昭和50年 2月 SmallBusiness andColonial-type Dual 単著愛知学院大学経営研究所所報

昭和50年 6月 Economies，1 ， 11 『地域分析J第13巻第 1号，第

2号

14昭和50年 2月 アフリカ諸国の経済自立化と外国援助 単著 『国際問題J第178巻第 3号， 日

本国際問題研究所

15昭和51年 3月開発途上国の中小企業への期待 単著 『アジア時報j1976年3月号，ア

ジア調査会

16昭和54年 2月 アフリカ社会主義と農村開発ータンザニア 単著愛知学院大学経営研究所所報

の事例一 『地域分析J第17巻第 1号

17昭和54年 6月 農村開発と中小工業 単著 『アジア交流J大阪アジア中小

企業開発センター

18昭和54年 6月 自立化への道 キリマンジャロ総合開発計 単著 『国際協力j6月号国際協力事業

画 一 団

19昭和54年 7月 日本のアフリカ政策の展開 単著 『国際問題j第232号 日本国際間

題研究所

20昭和55年 2月途上国の政治経済の自立化と貿易制度 単著 『年報J日本貿易学会第17号

21昭和56年 4月途上国の発展と商業政策 単著愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析』第19巻第 1号

22昭和58年 8月アフリカ経済と開発政策の変選 単著 『アフ リカ研究j23号アフリカ
寸主ιーtヱミb、
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23昭和59年6月アフリカ難民と開発問題 単著愛知学院大学論叢『商学研究J
第29巻第 3・4号

24昭和59年 2月深刻さますアフリカの食糧危機 単著 『世界週報j2/14日号時事通信

ネ士

25昭和59年11月アフリカ経済の貧困と従属の深化 単著 『国際問題J日本国際問題研究

所No.296
26昭和59年 9月途上国の発展と外国企業 単著 『大学時報jVo1.33，l78 
27昭和59年11月アフリカ難民と開発問題 単著 『アフリカjVo1.24No.ll.アフ

リカ協会

28昭和61年 3月ザンピア経済の構造一従属性と二重経済一 単 著 愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析j第24巻第2号

29昭布]62年 3月最近の海外投資の動向と下請企業 単著愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析J第25巻第 2号

30昭和62年 3月アフリカへの経済援助 単著 『会報J第18号日本アフ リカ学
ぷZ〉3、; 

31昭和62年4月円高下の中堅企業の対応 単著 『年報J第24号日本貿易学会

32昭和62年4月 一次産品輸出と国内流通機構 単著 『年報』第24号日本貿易学会

33昭和62年 6月途上国の経済統合一アフリカ諸国の事例を 単著愛知学院大学論叢 『商学研究』

中心に一 第32巻第 2号

34昭和62年 8月アフリカの経済統合ーその理念と現実 単著 『国際経済J第38号国際経済学
ヱL斗ミ

35昭和62年 9月アフリカの地域協力ーとくに経済統合を中 単著 『ア フリカレポートjNo.5，アジ

心に一 ア経済研究所

36昭和63年 1月アフリカにおける農業政策 単著 『現代農政論j家の光協会

37昭和63年 1月アフリカ経済の構造と当面する諸問題 単著 『アフリカj1月号アフ リカ協会

38昭和63年 3月韓国の工業発展と中小工業 単著愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析J第26巻第 1号

39昭和63年 3月工業開発と貿易政策 単著愛知学院大学論叢 『商学研究J
第33巻第 1号

40昭和63年4月サハラ以南アフリカの開発の特徴と課題 単著 『対アフリカ援助指針策定のた

めの基礎調査』日本国際開発セ

ンター/ノ外務省

41昭和63年11月 ]apaneseSmall andMedium Industries 単著愛知学院大学論叢 『商学研究』

andIt's Implications forAsian Countries 第34巻第 1号

42平成元年 3月 タイの工業化と日本の直接投資 現地中小 単著愛知学院大学経営研究所所報
工業の開発との関連で一 『地域分析J第27巻第 2号

43平成元年 3月転換点に立つアフリカ経済一構造調整政策 単著 『アフリカj 2月号アフ リカ協
Zt三h主

44平成元年4月 タイの中小工業と経済発展への寄与 単著愛知学院大学論叢『商学研究J
第34巻第 2号

45平成元年 7月新たな困難をもたらす世銀構造調整施策の 単若 『現代農業j7月増刊号農山漁村

危険 文化協会

46平成 2年2月 タンザニア経済の危機と再建 単若 『アフリカj 2月号アフ リカ協
zi=》z、

47平成 2年 3月中小工業の国際化とその戦略~とくに生産 単著愛知学院大学経営研究所所報

拠点型投資を中心として~ 『地域分析J第28巻第 2号
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48平成 2年 3月 日本の中小企業と第三世界 単著 『産研論集J第17集，関西学院

大学産業研究所

愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析j第29巻第 1号

愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析J第29巻第 2号

愛知学院大学論叢『商学研究J
第36巻第 1・2号

愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析』第30巻第 1号

49平成 2年12月タンザニア経済と構造調整政策~アフリカ 単著

社会主義から市場経済への転換~

50平成 3年3月ケニアの工業開発政策~国内指向型から輸 単著

出指向型への展開~

51平成 3年 5月台湾の工業成長と中小企業

52平成 3年 9月中小工業の海外投資と輸入貿易~とくにア

ジアとの関連で~

53平成 3年10月ケニアの工業開発と輸出振興政策

54平成 3年11月 SmallIndustries for Sustainable lustrial 

単著

単著

単著 『アフ リカ.110月号アフリカ協
ム
一品

単著 国連地域開発センタ ー(名古屋)

Development in Africa 

55平成 4年 2月途上国の輸出振興政策 単著愛知学院大学経営研究所所報

ーケニアの事例 r地域分析J第30巻第 2号

56平成 4年2月 日本中小企業の海外事業活動ーとくにアジ 単著 『年報』第28号日本貿易学会

アを中心、として一

57平成 4i1一二6月南アフ リカの経済と産業

58平成4年8月アフリカの食糧危機と今後の見通し

59平成 4年8月経済開発に苦しむサブサハラ諸国

60平成 4年9月アフリカの干ばつ，抗争と食糧危機

61平成 4月11日アフリカの食糧危機を考える

62平成 4年12月経済開発と輸出加工iベ

単著 『アフリカ.16月号アフリカ協会

単若 『農業と経済.18月号富民協会・

毎日新聞

単著 『世界週報.1 8/l8~251 :1 サ時

事通信社

単者 rアフリカ.19月号アフリカ協会

単著 『世界の農林水産.1 11月号 l主!
|捺食絹農業協会

単若愛知1学院大学経営研究所所平IA

『地1&分析』第31巻第 1号

63平成 5年 1月東部アフリカ 単著 『アフリカ.11月号アフ リカ協会

一政治と構造調整の回顧

64平成 5年 3月 アフリカの環境問題一土地劣化・森林破壊・ 単著 『アフリカ.13月号アフリカ協会

都市環境一

65平成 5年 3月アフリカ経済の停滞と累積債務

66平成 5年3月途上国の輸出振興政策ーケニアの場合-

67平成 5年7月 日本の援助政策とアフリカ

単著愛知学院大学経営研究所所報

『地域分析j第31巻第 2号

単著 『年幸IU第30号 日本貿易学会

単著愛知学院大学論叢 『向学研究』

第37巻第 1・2号

68平成 6年4月ナイジエリアの経済危機一双子の赤字で市 Ji1.著 『アフ リカ.14月号アフリカ協会

場政策を中断-

69平成 6年 5[j 南アフリカ経済の構造と開発政策 単著 『アフリカ.15月号アフリカ協会

70平成 7年 3月円高とアジアにおける国際分業の展開 単著 愛知学院大学流通科学研究所所

報 『流通研究J第1号

71平成 7年 3月円高下.の産業空洞化問題と地域の課題 単著愛知学院大学産業研究所所報

『地域分析』第38巻第 2号

72平成 7年 5月 Smalland Medium Industry for Sustainable 単著愛知学院大学論叢 rl萄学研究J
Economc Development in Africa 第38巻第 3・4号
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73平成7年12月東アジアの工業発展と中小工業一概観 単 著 愛 知 学院大学産業研究所所報

『地域分析J第34巻第 1号

74平成8年3月アジアの中小工業と育成政策 単著愛知学院大学産業研究所所報

『地域分析J第34巻第2号

75平成8年3月国際商品研究ーコーヒー 単著愛知学院大学流通科学研究所所

報 『流通研究j第2号

76平成8年3月円高に よる東濃 ・瀬戸地区陶磁器製飲食器 共著愛知学院大学産業研究所所報

の変容 『地域分析』第34巻第 2号

77平成8年3月エジプ ト中小工業開発の現状と問題点 単著 国際協力事業団『エジプ ト中小

工業開発公開セミ ナ一報告書J
78平成8年11月中国の対外開放と輸出振興政策 共著愛知学院大学産業研究所所報

『地域分析』第35巻第 1号

79平成 9年3月 アフ リカにおける輸出指向工業化戦略~ 単著愛知学院大学産業研究所所報

モーリ シャス経済の事例 『地域分析J第35巻第2号

80平成 9年3月国際商品と貿易 単著愛知学院大学流通科学研究所所

幸I~ r流通研究』第 3号

81平成 9年9月ケニアの発展・アジアの経験・日本の役割 単著名古屋国際センタ ー 『平和で可

能性のある大地ーケニアJ
82平成 9年11月アフリカ経済の発展と中小工業の貢献 単著愛知学院大学産業研究所所報

『地域分析J第36巻第 1号

83平成 9年11月 タイル産業とその変容 主モ 愛知学院大学産業研究所所報

『地域分析J第36巻第 1号

84平成10年3月アフリカの構造調整と貿易振興政策 単著愛知学院大学産業研究所所幸IA

『地域分析J第36巻第 2号

85平成10年3月間|際商品の市場構造一序論 単著愛知学院大学流通科学研究所所

報 『流通研究』第4号

86平成10年3月アフリカの構造調整政策 i且著愛知学院大学i論叢 『商学研究J
第41巻第 3・4号

87平成11年3月経済開発と多国籍企業 単著愛知l学院大学産業研究所所報

『地域分析J第37巻第 2号

88平成11年3月国際商品と多国籍企業 単著愛知学院大学流通科学初|究所所

報『流通研究J第5号

89平成12年3月国際商品研究 単著愛知学院大学流通科学研究所所

一国際商品市場と資源依存地一 報 『流通研究J第6号

90平成12年3月ボツワナ成長経済一鉱業部門依存型の事例 iji若愛知学院大学産業研究所所幸IA

『地域分析J第38巻第2号

91平成12年10月 グローパル化のなかのアフ リカ の貧困 司1若愛知学院大学産業研究所所報

『地域分析J第39巻第 1号

92平成13年3月国|捺商品とアフリカの貧困 単著愛知学院大学流通科学研究所所

報『流通研究J第7号

93平成13年3月 グローパリゼー ションとアフ リカ の貧困化 単著 中央大学経済学研究会 『経済学

論纂j41巻第6号

94平成13年10月 資源依存型経済の工業化ーザンビアの例 単著愛知学院大学産業研究所所報

『地域分析』第40巻第 1号

95平成14年3月 グローバル化のなかの資源競争~国際商品 単著愛知学院大学流通科学研究所所

との関連で~ 報『流通研究』第 8号
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96平成14年11月アフリカの紛争と貧困 単著愛知学院大学論叢『商学研究J
第43巻第 2.3号

97平成15年 1月アフリカにみる開発政策の変選~タ ンザニ 単著愛知学院大学産業研究所所報

アの事例 『地域分析J第41巻第 1号

98平成16年 9月 工業化戦略と経済発展 単著愛知学院大学論叢『商学研究』

第45巻第 1. 2号

99平成16年 5月 一つのア フリカ開発論~地域からの発信・ 単著 『アフリカ研究J創立創立40周

愛知学院大学~ 年記念特別号日本アフリカ学会

100平成21年4月アフリカ経済の構造と開発政策 単 著 愛知学院大学論叢『商学研究』

第49巻第 2号

E その他

〈翻 訳〉

1昭和38年 2月 B バラッサ『経済統合の理論J 分担訳ダイヤモンド社

2昭和52年11月ケンウッド・ロ ッキード 『国際経済の成長J共訳文民堂

3平成元年10月世界銀行 「アフリカの構造調整と経済成長」 単著 『アフリカjlO月号ア フリカ協

ヨよ三』

4平成 2年 3月世界銀行 「サハラ以南アフリカ・危機から 単著 『ア フリカj3月号ア フリカ協会

持続的成長へj

5平成 4年4月 J アームストロング「エイズ、の社会経済 単著 『ア フリカj4月号アフ リカ協会

に及ぼす影響」

〈書評〉

6 昭和38年9月ヤコブソン 『最近における世界の市場経済j 単著 『アジア経済』アジア経済研究

所

7昭和40年11月 A ヘイズルウ ッド 『東アフリカの鉄道と 単著 『アジア経済Jアジア経済研究

道路J 所

8昭和42年10月 R E ボールドウイン 『経済発展と輸出 単著 『国際経済j18巻

成長J
9昭和57年11月小倉充夫『開発と発展の社会学j(東京大 単著 『エコノミストJ毎日新聞社

学出版会)

10平成 8年 2月岡田昭男 『フラン圏の形成と 発展J 単著 『アフリカj 2月号アフ リカ協

Zヱ』ミ

11平成 9年10月諏訪兼位 『裂ける大地アフリカ大地溝の謎J 単著 『アフリカj10月号ア フリカ協

Z32』え

12平成 9年12月岡田昭男 『フラン圏の形成と発展』 単著 『アフリカ研究J第51号日本

アフリカ学会
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〈報告〉

13平成9年6月ケニア理解公開講座「ケニアの発展 · アジ 単著 名古屋国際センタ ー

アの経験・ 日本の役割」
14平成9年9月シンガポールの発展と多人種社会（講演要 単著 『国際研究センタ ー 通信』No.

約） 1愛知学院大学国際研究セン

〈学会発表〉

15昭和56年11月途上国の発展と商業政策

16平成2年11月第三世界と中小企業

17平成3年5月日本中小企業の海外事業活動ーとくにアジ
アを中心として 一

18平成3年11月Small Industry for Sustainable Industrial 
Development in Africa 

19平成4年5月途上国の輸出振典政策

20平成4年9月開発援助の理念

21平成4年10月サハラ以南アフリカ諸国における経済の
「構造調整」と政治の「民主化」（国際大学·
犬飼 一 郎報告）予定討論

22平成5年3月「アフリカの開発と環境セミナー 」でのコ
メンテー タ ー

23 平成 7 年11月「経済発展への中小工業の貢献」講演とパ
22日 ネルデイスカッション

(1)講演：経済発展と中小企業
(2)パネルデイスカッションの報告
中小工業発展の日本の経験とエジプトヘの
適応

タ ー

単 第16回日本経済政策学会中部
地方大会

単 日本学術会議・ 国際経済研究
連絡委員会第5回シンポジウ
ム『1990年代の世界と日本経
済』名古屋国際会議場

単 日本貿易学会第31回全国大会，

久留米大学
単 国連地域開発センタ ー 『アフ

リカの危機から持続的成長に
ついての専門家会議』中部大

学
単 日本貿易学会第32回全国大会 ，

北海学園北見大学
単 日本ナイル ・ エ チオピア学会

第 1回学術大会，民族学博物
館

単 国際経済学会第51回大会 ， 福
島大学

単 アフリカ協会・ 国連(UNDP)
主催，国際協力事業団国際協
カ総合研修所・ 国際会議場

単 日本政府（国際協力事業団）．
エジプト政府共催， エジプト
国カイロ市ヒルトンホテル


