日本移民学会第 4 回冬季研究大会
発表者の公募・申込期限延長のお知らせ
10 月 18 日（金）締め切り
日本移民学会では、会員間のアカデミックな交流を一層盛んにするために、下記の要領で第 4
回冬季研究大会を 2019 年 12 月 7 日（土）、名古屋大学大学院国際開発研究科にて実施します。
報告は、年次大会での自由論題に準じるフォーマットで行います。冬季研究大会は、特に若手会
員の萌芽的な研究、野心的なテーマの発表の場としたいと考えていますが、それ以外の方も歓迎
します。本企画は親密でありながらも、研究の深化を目指すものです。
発表希望の方は、申し込み書を添付の上、下記申し込み先へ 2019 年 10 月 18 日（金）までに電
子メールにてお申し込みください。申込期限を延長しました。ただし、報告者は会員である必要が
ありますので、会員でない方は事前に会員申し込みをしてください。また、会員の方は 2019 年度
までの会費納入が済んでいるかご確認願います。
記
●日時：2019 年 12 月 7 日（土）
場所：名古屋大学東山キャンパス 国際開発研究科棟
名古屋市千種区不老町（地下鉄名城線名古屋大学駅１出口すぐ）
●内容：年次大会の自由論題に準じる個別報告（25 分間）
●申し込み書の中身（様式自由）：
（１） 発表者の氏名、所属、電子メールアドレス
（２） 発表タイトル
（３） 800 字程度のプロポーザル
●申し込み先：

電子メールアドレス jamswinter2019@gmail.com
冬季大会全般に関するご質問についても、上記メールアドレスで受け付けます。

●申し込み締め切り： 2019 年 10 月 18 日（金）
なお、会費納入に関するご質問は、移民学会事務局 imingakkai@gmail.com までお願いします。
以上

Call for papers
The 4th Winter Conference
The Japanese Association for Migration Studies
Deadline Extended to October 18, 2019
In order to increase the academic interchange between association members, the
Japanese Association for Migration Studies will be holding its 4th Winter Conference
on Saturday, December 7, 2019 at Graduate School of International Development,
Nagoya University. The presentation format will be the same as the open-subject style
used at the association’s Annual Conference. The Winter Conference is particularly
designed as an opportunity for younger association members to present their research
themes but is not limited to such members. It provides an intimate setting in which to
deepen one’s research.
If you would like to present a paper, please send an e-mail with the application form
to the following application site by Friday, October 18, 2019. The deadline was
extended. However, presenters must be association members, so if you are not a
member, please apply for membership in advance. Current members should confirm
whether they have paid the membership fee for 2019.
Conference Details
Date: Saturday, December 7, 2019
Location: Graduate School of International Development
Nagoya University (Higashiyama Campus)
Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya
(Nagoya City Subway Meijo Line, Nagoya Daigaku Station)
Format: Individual presentation (25 minutes), following the Annual Conference opensubject format
Application information (no specific format needed):
(1) Applicant’s name, affiliation and e-mail address
(2) Presentation title
(3) 300-350 word proposal
Please send the application by email to jamswinter2019@gmail.com
Application deadline: Friday, October 18, 2019
If you have any questions regarding payment of membership fees, please contact the
association secretariat at imingakkai@gmail.com

