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第１１６回 教育研究評議会 議事要旨 

 

日 時   平成２３年９月１５日（木） １３：３０～１５：２４ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

（前回議事要旨確認）  

 第１１４回教育研究評議会（定例）（H23.7.21 開催） 

 第１１５回教育研究評議会（臨時）（H23.8. 4 開催） 

 

議題１．学生の懲戒について（資料１） 
議題２．学生の成績等開示請求及び異議申立て等への対応に関する全学的指針の一部改正について 

(資料２) 

議題３．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料３） 

議題４．鹿児島大学学位規則の一部改正について（資料４） 

議題５．鹿児島大学入学者選抜規則等の一部改正について（資料５） 
議題６．鹿児島大学における入学者選抜試験等の実施に関する指針について（資料６） 
議題７．附属小学校の 35 人学級編制について（資料７） 

議題８．国際交流会館の整備について（資料８） 

議題９．屋久島フィールドステーションの建物使用契約の解除について（資料９） 

 

報告事項１．平成 23 年度科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」について 

（資料１０） 

報告事項２．施設利用状況調査について（資料１１） 

報告事項３．本学共催名義及び後援名義の使用許可について（資料１２） 

報告事項４．就職活動に関する学生のメンタルケアについての講演会（資料１３） 

報告事項５．鹿児島大学禁煙支援公開講座の開催について（資料１４） 

報告事項６．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について（23.9.9現在）(資料１５） 

報告事項７．平成 23 年 10 月～12 月行事予定について（資料１６） 

報告事項８．委員会報告 

（総務） 

① 平成23年度第2回情報公開・個人情報保護管理委員会（H23.7.25) （資料１７） 

（研究） 

② 平成23年度第1回フロンティアサイエンス研究推進センター運営委員会（H23.7.26）（資料１８） 

③平成 23 年度第 2 回研究企画委員会（H23.8.26 開催済）（資料１９） 

④産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会（資料２０） 

（教育） 

⑤平成23年度第4回ファカルティ・ディベロップメント委員会（H23.7.29）（資料２１） 

⑥平成23年度第5回教育センター会議(H23.7.29) （資料２２） 

⑦平成23年度第4回教務委員会（H23.8.2）（資料２３） 

⑧平成23年度第4回大学院教務委員会（H23.8.2）（資料２４） 

⑨平成23年度第1回ボランティア支援センター運営会議（H23.8.24) （資料２５） 
（入試関係） 

⑩平成23年度第2回大学院入学者選抜管理委員会(H23.7.21) （資料２６）  

⑪平成23年度第4回入学試験実施委員会(H23.7.22) （資料２７） 

⑫平成23年度第3回入学者選抜管理委員会（H23.7.28）（資料２８） 

⑬平成23年度臨時入学試験実施委員会(H23.8.3) （資料２９） 

その他 
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［出席評議員］ ２６名 

  吉田学長 

（理事）河原、島、阿部、前田 

（学部長等）石川、武隈、土田、宮嶋、與倉、榮鶴、深野、杉原、田中、住吉、岩元、米田、野呂、

熊本、福井、坪内、采女、安部、菅沼、井上、下川 

 

［欠席評議員］ ５名 

（学部長等）平井、甲斐、越塩、門 

（事務局長）渡辺 

 

［オブザーバー] 

坂東監事 

（副学長）萩野、安部、友清 

（学長補佐等）鈴木、小栗、有倉、藤重、吉田、森、伊地知 

 

［事務局］ 

（部長）後藤、油原、野崎、萩元、須崎、長友 

（課長）山崎、川西、伊藤、上國料、野頭、仮屋、山本、永田、佐藤、神之門、福永、松野下、折田、

松田、瓜生 

 

 

  議事に先立ち、平成 23 年 7 月 21 日開催の第 114 回及び 8 月 4 日開催の第 115 回教育研究評議会

の議事要旨（案）の確認が行われ、原案どおり了承された。 

 

議題１．学生の懲戒について（資料１） 
学長から、教育学部学生事案について諮られ、阿部理事から経緯等について資料に基づき説明が

あり、審議の結果、原案どおり懲戒処分として「訓告」とすることが了承された。 

資料は席上配布され、会議終了後回収した。 

 

議題２．学生の成績等開示請求及び異議申立て等への対応に関する全学的指針の一部改正について 

(資料２) 

  学長から、学生の成績等開示請求及び異議申立て等への対応に関する全学的指針の一部改正につ

いて諮られ、阿部理事から、指針の趣旨を明確にし，各学部等の取扱いの統一を図るもので、教務

委員会及び大学院教務委員会の議を経たことを含め資料に基づき説明があり、審議の結果、原案ど

おり了承された。 

  なお、本開示請求の対象となる成績等の保存期間は、本学法人文書管理規則で定められており、

今後、当該規則との整合性を図ることが確認された。 

 

議題３．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料３） 

 学長から、大学院に通算の休学期間を設けることで、教育研究指導の充実を図ることを目的とし

た鹿児島大学大学院学則の一部改正について諮られ、阿部理事から、通算の休学期間を設けること

で、通算して在籍できる年限（上限）を設ける規定整備を行うもので、大学院教務委員会の議を経

たことを含め資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 

  なお、当該一部改正後において、支障が生じるような場合は、改めて検討することが確認された。 
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議題４．鹿児島大学学位規則の一部改正について（資料４） 

学長から、学位記の様式変更に伴う鹿児島大学学位規則の一部改正について諮られ、阿部理事か

ら、海外でも利用出来るよう便宜を図るために修士、博士及び専門職学位の学位記に和文及び英文

を併記し、併せて証明者を鹿児島大学から鹿児島大学長に改正及び学位記用紙を A4 から A3 に変

更等するもので、大学院教務委員会の議を経たこと及び先の大学運営会議で指摘のあった箇所を精

査したことを含め資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 
 

議題５．鹿児島大学入学者選抜規則等の一部改正について（資料５） 
 学長から、鹿児島大学入学者選抜規則等の一部改正について諮られ、阿部理事から、来年4月の

共同獣医学部の新設に伴う入試業務等に関し、適切に遂行する必要があることから、入学者選抜管

理委員会及び入学試験実施委員会に同学部へ配置予定の関係者を今年度後期より参加させるための

同入学者選抜規則の一部改正であり、併せて条数の誤りを訂正するもの、及び入学者選抜規則に条

ずれが起きることから、入学試験実施委員会専門委員会細則の一部改正を行うものである旨資料に

基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 
 
議題６．鹿児島大学における入学者選抜試験等の実施に関する指針について（資料６） 
  学長から、鹿児島大学における入学者選抜試験等の実施に関する指針の制定について諮られ、阿

部理事から、教育改革室において、一連の入試業務におけるチェック体制、責任体制、組織・連絡

体制等の基本的な手順と点検内容を指針として取りまとめ、入試ミス等の再発防止を図りものであ

る旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 
 

議題７．附属小学校の 35 人学級編制について（資料７） 

  学長から、鹿児島大学教育学部附属小学校の３５人学級編制について諮られ、河原理事から、公

立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、公立小学校第１学年の学級編制が平成２３年

４月から３５人となったことから、本学附属小学校においても、新学習指導要領の本格実施やいじ

め等の学級教育上の課題に適切に対応するため、また、公立の学校に提供している学習の指導方法

等の研究分野に関し、公立のクラス定員と同等となることや、より質の高いモデル的役割、指導方

法等の提供が期待できることから、１年生の学級定員を平成２４年４月から３５人とし、学年進行

により実施するものである旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 
 

議題８．国際交流会館の整備について（資料８） 

  学長から、国際交流会館整備検討ＷＧからの答申を踏まえた国際交流会館の整備について諮られ、

前田理事から、当該答申に関し、本学が目標とする留学生受入数、それを踏まえた本学での留学生

受入に必要な居室がまとめられたものである旨資料に基づき説明があり、学長から、当該国際交流

会館の整備に係る経費については、9月12日開催の経営協議会で本年度の変更予算として了承された

ことの説明の後、当該変更予算の範囲内で下荒田キャンパス内にある国際交流会館１、２号館に隣

接する箇所に新たに国際交流会館を建設することについて諮られ、審議の結果、了承された。 

 

議題９．屋久島フィールドステーションの建物使用契約の解除について（資料９） 

  学長から、屋久島フィールドステーションの建物使用契約の解除について諮られ、前田理事から、

屋久島町より本学と屋久島町との間で建物使用契約を交わしている屋久島フィールドステーション

に関し、通所介護センター等の福祉施設の建設を計画する社会福祉法人に対して当該敷地を貸与す

る必要が生じたことから、本学に対して当該建物の使用を平成23年10月31日までとする契約解除の

申し出があった旨資料に基づき説明があり、審議の結果、当該建物の使用を平成23年10月31日まで

とする契約解除の申し出に同意することが了承された。 
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報告事項１．平成 23 年度科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」について 

（資料１０） 

河原理事から、平成 23 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援

事業」に採択されたこと及び当該補助事業の概要について、資料に基づき報告があった。 

  また、今年度 7 月から学長裁量経費により支援している女性研究者支援事業に関し、第 1 期（7

月～9 月）及び第 2 期（10 月～3 月）については既に選考まで終了しているが、当該補助事業採択

に伴い、女性研究者支援に係る研究支援員の第 2 期第 2 次募集を予定している旨併せて報告があっ

た。 

 

報告事項２．施設利用状況調査について（資料１１） 

  施設部企画課長から、構築を進めてきたスペース管理システムを用いて、施設の有効利用状況を

把握し、最大限の有効活用に資するために全施設の利用状況調査並びに講義室の稼働率調査を行う

ものである旨資料に基づき説明があった。 

  なお、各部局等に対しては、個別に当該施設利用状況調査の事前説明会を実施する旨別紙スケジ

ュール案に基づき併せて説明があった。 

 

報告事項３．本学共催名義及び後援名義の使用許可について（資料１２） 

  河原理事から、本学共催名義の使用許可（新規１件、継続１件）及び後援名義の使用許可（新規

１件、継続１件）について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項４．就職活動に関する学生のメンタルケアについての講演会（資料１３） 

 阿部理事から、9月29日に本学共通教育棟2号館211号教室において全教職員を対象として開催予定

の「就職活動に関する学生のメンタルケアについての講演会」について、資料に基づき報告があっ

た。 

 

報告事項５．鹿児島大学禁煙支援公開講座の開催について（資料１４） 

 阿部理事から、10月20日に稲盛会館において本学学生・教職員及び市民を対象として開催予定の

「鹿児島大学禁煙支援公開講座」について、資料に基づき報告があった。 
 

報告事項６．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について（23.9.9現在）(資料１５） 

  学長から、7月19日現在での東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について、資料に基づき

報告があった。 
  また、学長から、国大協においても各大学が、県や市町村を通じて被災地域のニーズを把握した

上で、自ら、又は他大学等と連携・共同して企画・実施する事業を「震災復興・日本再生支援事業」

として平成 25 年度までの支援を予定（必要に応じ延長あり）している旨併せて報告があった。 

 

報告事項７．平成 23 年 10 月～12 月行事予定について（資料１６） 

  学長から、平成 23 年 10 月～12 月行事予定について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項８．委員会報告 

  阿部理事から、下記の委員会中、7 月 29 日に開催された平成 23 年度第 4 回ファカルティ・ディ

ベロップメント委員会（H23.7.29）（資料２１）に関し、本学第Ⅱ期中期目標・中期計画において、

「ピア・サポート制度」の整備が明記され、平成 23 年度計画においては、効果的な学生支援体制

の構築、鹿児島大学らしいピア・サポート「平成郷中サポーター（仮）」の制度構築に着手するこ

ととしていることから、ＦＤ委員会においてワークショップを開催し、問題点を検証したところ、

研究室の研究内容等が気軽に聞ける環境が欲しいとする意見があったことから、当該意見を反映す 
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る一つの手段として、各部局の交流スペース等を利用して、所属の 4 年生や大学院生が運営する 1,2

年生向けの研究室（研究内容）紹介コーナーの環境整備について、検討願いたい旨の依頼をＦＤ委

員会より各部局へ行っている旨の説明があった。 

 

  また、阿部理事から、8 月 3 日開催された平成 23 年度臨時入学試験実施委員会（資料２９）に関

し、志學館大学が平成 23 年 4 月に鹿児島市に移転したことから、平成 24 年度の入試センター試験

実施体制としては、志學館大学試験場（従来なかったことから１試験場増）として共同実施するこ

と及び従来の総数 10 試験場を増やせない制約があることから、従来の理学部試験場と工学部試験

場を理工系試験場として１本化し、２試験場から１試験場とすることにより、総数 10 試験場を維

持することとなった旨の説明があった。 

 

 学長から、その他の委員会については、各部局関係委員から確認願いたい旨の発言があった。 

 

（総務） 

①平成 23 年度第 2 回情報公開・個人情報保護管理委員会（H23.7.25) （資料１７） 

（研究） 

②平成 23 年度第 1 回フロンティアサイエンス研究推進センター運営委員会(H23.7.26)(資料 18) 

③平成 23 年度第 2 回研究企画委員会（H23.8.26 開催済）（資料１９） 

④産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会（資料２０） 

（教育） 

⑤平成23年度第4回ファカルティ・ディベロップメント委員会（H23.7.29）（資料２１） 

⑥平成23年度第5回教育センター会議(H23.7.29) （資料２２） 

⑦平成23年度第4回教務委員会（H23.8.2）（資料２３） 

⑧平成23年度第4回大学院教務委員会（H23.8.2）（資料２４） 

⑨平成23年度第1回ボランティア支援センター運営会議（H23.8.24) （資料２５） 
（入試関係） 

⑩平成23年度第2回大学院入学者選抜管理委員会(H23.7.21) （資料２６）  

⑪平成23年度第4回入学試験実施委員会(H23.7.22) （資料２７） 

⑫平成23年度第3回入学者選抜管理委員会（H23.7.28）（資料２８） 

⑬平成23年度臨時入学試験実施委員会(H23.8.3) （資料２９） 

 

その他 

  学長から、8 月 10 日に文部科学省高等教育局国立大学法人支援課に対して実施された平成 22 事

業年度に係る業務実績に関するヒアリングに関し、別添資料に基づき意見交換を行った旨の報告が

あった。 
 

次回の教育研究評議会は、平成２３年１０月２０日（木）１３：３０からとなった。 

 

 

 

 

 

 


