
年 〜 年 ⼤学 学部

年 〜 年 ⼤学

年 〜 年 ⼤学

年 〜 年

年 〜 年
年 〜 年
年 〜 年

年
年
年

１．

２．

３．

４．

５．

（学位：

（学位：

）
課程　

課程　

企画責任者名
所属

国際法学会2022年度研究⼤会（2022年9⽉５〜７⽇）
パネル報告公募 応募フォーム

関連業績
（５点以内）

地位
学歴

職歴

連絡先

研究分野

会員資格

（学位：

国際法学会
報告歴

E-mail
Fax番号

（該当項⽬をチェック）

□国際法  □国際私法  □国際政治・外交史
（該当項⽬をチェック）

□学会員  □⾮学会員

住所
電話番号
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（テーマ）

（テーマ）
（テーマ）



企画タイトル案
（パネル報告企画のテーマを⽰すタイトルを記載して下さい。）

企画趣旨
（和⽂で1500字程度または英⽂で500ワード程度。パネル報告企画のタイトルが⽰す企画
趣旨とパネル報告の構成の説明を中⼼に、企画内容及び特徴を記載してください。）

（⽇本語）

（英語）
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企画趣旨（続き）
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会員資格

年

年

年

会員資格

年 （テーマ）

年 （テーマ）

年 （テーマ）

会員資格

年 （テーマ）

年 （テーマ）

年 （テーマ）

座⻑の⽒名、会員資格、所属・地位

報告者の⽒名、会員資格、所属・地位

国際法学会
報告歴

⽒名
所属

□学会員  □⾮学会員
地位

□学会員  □⾮学会員
地位

（⽇本語）

（英語）

□学会員  □⾮学会員
地位

（⽇本語）

（テーマ）

（テーマ）

（テーマ）

１．

２．

国際法学会
報告歴

国際法学会
報告歴

⽒名
所属
報告題⽬

（英語）

報告題⽬

⽒名
所属
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会員資格

年 （テーマ）

年 （テーマ）

年 （テーマ）

会員資格

年 （テーマ）

年 （テーマ）

年 （テーマ）

会員資格

年 （テーマ）

年 （テーマ）

年 （テーマ）

５． ⽒名 □学会員  □⾮学会員
所属 地位
報告題⽬ （⽇本語）

国際法学会
報告歴

（英語）

報告者の⽒名、会員資格、所属・地位（続き）
３． ⽒名 □学会員  □⾮学会員

所属 地位
報告題⽬ （⽇本語）

（英語）

国際法学会
報告歴

４． ⽒名 □学会員  □⾮学会員
所属 地位
報告題⽬ （⽇本語）

（英語）

国際法学会
報告歴
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会員資格

会員資格

会員資格

会員資格４． ⽒名 □学会員  □⾮学会員
所属 地位

地位
□学会員  □⾮学会員

所属 地位

各報告者およびコメンテーターの役割分担
（和⽂で800字程度または英⽂で300ワード程度。⾮学会員を含む場合には、その必要性に関する説明もご記
載ください。）

コメンテーターの⽒名、会員資格、所属・地位
１． ⽒名 □学会員  □⾮学会員

所属 地位
□学会員  □⾮学会員２．

３．

⽒名
所属
⽒名

⽒名
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