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第１３８回 教育研究評議会（臨時） 議事要旨

日 時 平成２５年５月３０日（木）１３：３０～１４：４５

場 所 事務局第３会議室（４階）

議題１．鹿児島大学学則の一部改正について（資料１）

議題２．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料２）

議題３．鹿児島大学学位規則の一部改正について（資料３）

議題４．大学間学術交流協定の締結について（資料４）

報告事項１．平成 25 年度学長裁量経費の配分方針について（資料５）

報告事項２．外国政府派遣留学生等の入学料及び検定料の不徴収に関する実施要項の制定について

（資料６）

報告事項３．鹿児島大学リポジトリに関する要項の一部改正について（資料７）

報告事項４．平成 25 年度「鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラム」募集要項について

（資料８）

報告事項５．平成 25 年度学生海外研修支援事業公募要領について（資料９） 
報告事項６．平成 24 年度卒業・修了者の進路状況について（H25.5.1 現在）（資料１０）

報告事項７．2013 年度大使館推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の採用者について（資料１１）

報告事項８．平成 25 年度留学生交流支援制度（短期受入れ・短期派遣）の採否結果について

（資料１２）

報告事項９．学術情報基盤センターＩＳＭＳ認証取得について（資料１３）

報告事項１０．続発する学生の不祥事について（注意喚起）（資料１４）

報告事項１１．鹿児島大学学友会への入会について（資料１５）

報告事項１２．平成 25 年度鹿児島県高等学校長と鹿児島大学との教育懇話会について（資料１６）

報告事項１３．男女共同参画トップセミナーについて（資料１７）

報告事項１４．委員会報告（開催済）

（総務）

①平成 25 年度第 2 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H25.5.9)（資料１８）

（企画）

②平成 25 年度第 1 回附属図書館運営委員会(H25.4.24)（資料１９）

③平成 25 年度第 1 回学術情報基盤センター運営委員会（H25.5.21）（資料２０）

（教育）

④平成 25 年度第 1 回教育センター会議(H25.4.12)（資料２１）

⑤平成 25 年度大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会(H25.4.18)（資料２２）

⑥平成 25 年度第 1 回教務委員会(H25.4.23)（資料２３）

⑦平成 25 年度第 1 回大学院教務委員会(H25.4.23)（資料２４）

⑧平成 25 年度第 1 回ファカルティ・ディベロップメント委員会（H25.4.24）（資料２５）

⑨平成 25 年度第 2 回教育センター会議（H25.4.26）（資料２６）

（入試）

⑩平成 25 年度大学入学者選抜の実施に係る反省会議(H25.4.19)（資料２７）

⑪平成 25 年度第 1 回入学試験実施委員会(H25.4.19)（資料２８）

（研究）

⑫平成 25 年度第 2 回遺伝子組換え実験安全委員会(H25.4.22)（資料２９）

⑬平成 25 年度第 1 回国際交流委員会(H25.4.24)（資料３０）

⑭平成 25 年度第 1 回総合研究博物館運営委員会(H25.4.26)（資料３１）

⑮平成 25 年度第 1 回国際島嶼教育研究センター運営委員会（H25.5.16）（資料３２）

その他
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［出席評議員］ ２５名

前田学長

（理事）島、清原、住吉

（学部長等）平井、高津、武隈、土田、與倉、藏脇、佐野、木佐貫、島田、冨永、籾井、松岡、髙瀬、

宮本、熊本、近藤、鳥居、米田、松木、杉元、野呂、大嶋

［欠席評議員］ ８名

（理事）髙松、渡辺

（学部長等）中村、福井、渡邊、越塩、近藤、飯干

［オブザーバー]

坂東監事

［事務局］

（部長）油原、迫田、諏訪原、須崎、飯田

（課長・室長）那加野、新田、中園、通山、新留、稲葉、西、荒武、池尻、平原、湊、松野下、増間、

藤﨑、松田、能勢

議題１．鹿児島大学学則の一部改正について（資料１）

学長から、鹿児島大学学則の一部改正について諮られ、清原理事から歯学部の専門教育科目の授業

時間制に関する規定の削除及び大学設置基準の一部改正に伴い、学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２．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料２）

学長から、鹿児島大学大学院学則の一部改正について諮られ、清原理事から司法政策研究科の法学

既修者について、修得したものとみなす単位の上限を34単位から32単位に変更するために、大学院学

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３．鹿児島大学学位規則の一部改正について（資料３）

学長から、鹿児島大学学位規則の一部改正について諮られ、清原理事から平成25年４月１日付けの

学位規則（昭和28年文部省令第９号）の一部改正に伴い、印刷公表されていた博士論文をインターネ

ットを用いた公表に変更するために、本学学位規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、具体的な運用及び学報掲載等については今後検討するこ

ととされた。

議題４．大学間学術交流協定の締結について（資料４）

学長から、大学間学術交流協定の締結について諮られ、住吉理事から理学部から申請のマレーシア

国際イスラム大学との大学間学術交流協定について、これまでの経緯等について説明があった後、研

究国際部長から、申請書記載内容等について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項１．平成 25 年度学長裁量経費の配分方針について（資料５）

学長から、平成 25 年度学長裁量経費の配分方針について資料に基づき説明があった。

報告事項２．外国政府派遣留学生等の入学料及び検定料の不徴収に関する実施要項の制定について

（資料６）

清原理事から、平成 25 年４月 1 日付け「鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則｣の

一部改正に伴い、「外国政府派遣留学生等の入学料及び検定料の不徴収に関する実施要項」を新たに
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制定して円滑な運用を図るものである旨説明があった後、教務課長から資料に基づき説明があった。

なお、委員から外国政府派遣留学生等に含まれる対象者の範囲拡大について要望があり、今後検討

することとなった。

報告事項３．鹿児島大学リポジトリに関する要項の一部改正について（資料７）

野呂附属図書館長から、鹿児島大学リポジトリに関する要項の一部改正について、学位規則の一部

改正並びに登録範囲の拡大に伴う所要の改正を行うものである旨資料に基づき説明があった。

報告事項４．平成 25 年度「鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラム」募集要項について（資料８）

清原理事から、平成 25 年２月に制定された鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラム実施要項

に基づく、平成 25 年度「鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラム」募集要項（案）について資

料に基づき説明があった。

また、プログラムの成果は、発表会を開催し報告する予定である旨説明があった。

報告事項５．平成 25 年度学生海外研修支援事業公募要領について（資料９） 
住吉理事から、平成25年度学生海外研修支援事業公募要領について資料に基づき説明があった。

報告事項６．平成 24 年度卒業・修了者の進路状況について（H25.5.1 現在）（資料１０）

清原理事から、平成 25 年５月１日現在の平成 24 年度卒業・修了者の進路状況について、資料に基

づき説明があった。

報告事項７．2013 年度大使館推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の採用者について（資料１１）

住吉理事から、2013 年度大使館推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の採用者について、本

学受入れの留学生（研究留学生）として、８名の留学生が採用になった旨資料に基づき説明があった。

なお、受入れ部局（機関）「宮崎大学」となっている者については、本学に半年間在籍し留学生セ

ンターで日本語教育を行った後、宮崎大学に在籍することになる旨補足説明があった。

報告事項８．平成 25 年度留学生交流支援制度（短期受入れ・短期派遣）の採否結果について

（資料１２）

住吉理事から、平成 25 年度留学生交流支援制度（短期受入れ・短期派遣）の採否結果について、

資料に基づき説明があった後、研究国際部長から補足説明があった。

報告事項９．学術情報基盤センターＩＳＭＳ認証取得について（資料１３）

学長から、学術情報基盤センターが平成 25 年４月 23 日付けでＩＳＭＳ認証取得（国際規格：

ISO27001）した旨資料に基づき説明があった。

報告事項１０．続発する学生の不祥事について（注意喚起）（資料１４）

清原理事から、続発する学生の不祥事についての学長告示に関して資料に基づき説明があり、部局

内における注意喚起の依頼があった。

報告事項１１．鹿児島大学学友会への入会について（資料１５）

清原理事から、鹿児島大学学友会への入会について資料に基づき説明があり、入会への協力依頼が

あった。

報告事項１２．平成 25 年度鹿児島県高等学校長と鹿児島大学との教育懇話会について（資料１６）

清原理事から、６月 24 日（月）開催の平成 25 年度鹿児島県高等学校長と鹿児島大学との教育懇話

会について、資料に基づき説明があり協力依頼があった。

報告事項１３．男女共同参画トップセミナーについて（資料１７）
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島理事から、男女共同参画トップセミナーについて、女性研究者増に向けた意識啓発を目的とした

トップセミナーを７月18日（木）13時30分（教育研究評議会前）から開催することについて資料に基

づき説明があった。また、学内の女性研究者比率アップへの協力依頼があった。

報告事項１４．委員会報告（開催済）

学長から、下記委員会①～⑮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 25 年度第 2 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H25.5.9)（資料１８）

（企画）

②平成 25 年度第 1 回附属図書館運営委員会(H25.4.24)（資料１９）

③平成 25 年度第 1 回学術情報基盤センター運営委員会（H25.5.21）（資料２０）

（教育）

④平成 25 年度第 1 回教育センター会議(H25.4.12)（資料２１）

⑤平成 25 年度大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会(H25.4.18)（資料２２）

⑥平成 25 年度第 1 回教務委員会(H25.4.23)（資料２３）

⑦平成 25 年度第 1 回大学院教務委員会(H25.4.23)（資料２４）

⑧平成 25 年度第 1 回ファカルティ・ディベロップメント委員会（H25.4.24）（資料２５）

⑨平成 25 年度第 2 回教育センター会議（H25.4.26）（資料２６）

（入試）

⑩平成 25 年度大学入学者選抜の実施に係る反省会議(H25.4.19)（資料２７）

⑪平成 25 年度第 1 回入学試験実施委員会(H25.4.19)（資料２８）

（研究）

⑫平成 25 年度第 2 回遺伝子組換え実験安全委員会(H25.4.22)（資料２９）

⑬平成 25 年度第 1 回国際交流委員会(H25.4.24)（資料３０）

⑭平成 25 年度第 1 回総合研究博物館運営委員会(H25.4.26)（資料３１）

⑮平成 25 年度第 1 回国際島嶼教育研究センター運営委員会（H25.5.16）（資料３２）

その他

学長から、学内建物の大規模改修等に伴う教室、研究室等の移転の際は、部局内、部局間でお互い

に可能な限り協力願いたい旨依頼があった。

次回の教育研究評議会（臨時）は、６月６日（木）１１時３０分からの開催となった。

また、次々回の教育研究評議会（定例）は、６月２１日（金）１３時３０分からの開催となった。


