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第１４８回 教育研究評議会（定例） 議事要旨

日 時 平成２６年２月２０日（木）１３：３０～１６：４６

場 所 事務局第３会議室（４階）

（前回議事要旨確認）

第１４７回教育研究評議会（定例）（H26.1.16 開催）

議題１．学生の懲戒について（資料１）（資料席上配付：回収）

議題２．国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則等の一部改正について（資料２）

議題３．鹿児島大学ファカルティ･ディベロップメントに関する指針について（資料３）

議題４．鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正並びに入学料及び授業料未納者の除籍

の取扱いに関する申合せの制定について（資料４）

議題５．鹿児島大学教育センター規則等の一部改正について（資料５）

議題６．鹿児島大学共通教育科目等履修規則等の一部改正について（資料６）

議題７．鹿児島大学障害学生支援室要項及び関係規則の一部改正について（資料７）

議題８．国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則の

一部改正について（資料８）

議題９．大学間学術交流協定の締結について（資料９）

※議題１０、議題１１は最後に審議

議題１０．歯学部卒業判定誤り事案に係る訴訟について（資料１０）（資料席上配付：回収）

議題１１．教育学部元教授の諭旨解雇処分に係る訴訟について（資料１１）（資料席上配付：回収）

報告事項１．国立大学改革プランへの対応について（資料１２）

報告事項２．鹿児島大学のマスコットキャラクターについて（資料１３）（資料席上配付：回収）

報告事項３．国立大学法人鹿児島大学学生支援寄附金に関する管理運営要項の一部改正について

（資料１４）

報告事項４．平成 26 年 3月卒業（修了）予定者の進路状況について（2 月 1 日現在）（資料１５）

報告事項５．平成 26 年度鹿児島大学一般入試（前期日程･後期日程）の志願状況について

（資料１６）

報告事項６．平成 26 年度鹿児島大学一般入試（前期日程･後期日程）実施要領について（資料１７）

報告事項７．大学 IR コンソーシアム学生調査に関する実施要領について（資料１８）

報告事項８．「新たな海外留学支援制度」について（資料１９）

報告事項９．平成 24 事業年度における剰余金の繰越承認について（資料２０）

報告事項１０．平成 25 年度間接経費（全学分）の追加配分について（資料２１）

報告事項１１．平成 25 年度学長裁量経費（若手･女性研究者に対する研究助成金）の配分について

（資料２２）

報告事項１２．Windows XP 及び Office 2003 のサポート終了における注意喚起及び継続使用に関する状

況調査について（依頼）（資料２３）

報告事項１３．委員会報告（開催済）

（総務）

①平成 25 年度第 6 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H26.2.5)（資料２４）

②平成 25 年度第 7 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H26.2.13)（資料２５）

（企画）

③平成 25 年度第 2 回企画･評価委員会(H26.1.22)（資料２６）

（教育）

④平成 25 年度第 9 回学生生活委員会（メール会議）（資料２７）

⑤平成 25 年度第 7 回教務委員会(H26.1.28)（資料２８）
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⑥平成 25 年度第 8 回大学院教務委員会(H26.1.28)（資料２９）

⑦平成 25 年度第 4 回就職委員会(H26.1.30)（資料３０）

⑧平成 25 年度第 9 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H26.1.31)（資料３１）

⑨平成 25 年度第 10 回学生生活委員会(H26.2.10)（資料３２）

（財務）

⑩平成 25 年度第 3 回財務委員会（H26.1.14）（資料３３）

⑪平成 25 年度第 2 回施設マネジメント委員会(H26.2.14)（資料３４）

その他

［出席評議員］３１名

前田学長

（理事）島、髙松、清原、住吉、渡辺

（学部長等）平井、高津、武隈、土田、與倉、佐野、木佐貫、島田、中村、福井、渡邊、冨永、籾井、

松岡、越塩、髙瀬、宮本、熊本、近藤、鳥居、米田、松木、杉元、大嶋、飯干

［欠席評議員］ ２名

（学部長等）藏脇、野呂

［オブザーバー]

坂東監事、森学長補佐

［事務局］

（部長）森山、迫田、諏訪原、廻、飯田

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

増間、藤﨑、能勢

冒頭、学長から国立大隅青少年自然の家の利用促進について協力依頼があった。

議題１．学生の懲戒について（資料１）（資料席上配付：回収）

学長から、学生の懲戒について諮られ、清原理事から、工学部学生事案に関しての経緯等について

資料に基づき説明があり、審議の結果、懲戒処分として「停学（１ヵ月）、停学の期間は修業年限に

含める」とすることが了承された。

引き続き、清原理事から、農学部学生事案に関しての経緯等について資料に基づき説明があり、審

議の結果、懲戒処分として「停学（１ヵ月）、停学の期間は修業年限に含める」とすることが了承さ

れた。

議題２．国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則等の一部改正について（資料２）

学長から、国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則等の一部改正について諮られ、島理事から、

平成25年11月28日付けで各部局文書管理者宛に「法人文書管理規則」、「法人文書管理細則」及び「法

人文書ファイル保存要領」の見直しについて照会した結果を踏まえ、国立大学法人鹿児島大学法人文

書管理規則等の一部改正をす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．鹿児島大学ファカルティ･ディベロップメントに関する指針について（資料３）

学長から、鹿児島大学ファカルティ･ディベロップメントに関する指針について諮られ、清原理事

から、本学は、自主自律と進取の精神を持った有為な人材を育成することを目的に定めており、教育

の内容や方法の開発･改善を組織的かつ継続的に行い、より実質的なものへとしていく必要があるた
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め新たに指針を制定する旨資料に基づき説明があった後、種々意見交換が行われ、審議の結果、提出

された意見を踏まえＦＤ委員会で検討のうえ再提案することとされた。

議題４．鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正並びに入学料及び授業料未納者の除籍

の取扱いに関する申合せの制定について （資料４）

学長から、鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正並びに入学料及び授業料未納者の

除籍の取扱いに関する申合せの制定について諮られ、清原理事から、学則及び大学院学則には、退学

者の再入学の規定はあるが除籍者の再入学の規定がないため、除籍者の再入学については「授業料未

納者の除籍の取扱いに関する申合せ（平成16年7月15日第３常置委員会決定）」に基づき学則第34条及

び大学院学則第31条の規定を準用して取り扱っているところである。ついては、整合性を図るため学

則及び大学院学則に除籍者の再入学の規定を整備するための一部改正を行い、併せて現行の申合せを

廃止し、新たに「入学料及び授業料未納者の除籍の取扱いに関する申合せ」の制定を行うものである

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５．鹿児島大学教育センター規則等の一部改正について（資料５）

学長から、鹿児島大学教育センター規則等の一部改正について諮られ、清原理事から、教育センタ

ー運営組織改革に伴い鹿児島大学教育センター規則及び鹿児島大学教育センター会議規則の一部改

正を行う旨資料に基づき説明があった。引き続き、教育センター長から、新たな教育センター組織図

（案）及び規則の改正内容について説明があった後、種々意見交換が行われ、審議の結果、原案どお

り了承された。

議題６．鹿児島大学共通教育科目等履修規則等の一部改正について（資料６）

学長から、鹿児島大学共通教育科目等履修規則等の一部改正について諮られ、清原理事から、共通

教育外国語を学ぶ科目群における技能審査合格者等の単位認定について、独語、仏語及び中国語に係

る新たな技能審査等（検定試験、語学力テスト等）を追加することに伴い、関係規則等の一部改正を

行う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．鹿児島大学障害学生支援室要項及び関係規則の一部改正について（資料７）

学長から、鹿児島大学障害学生支援室要項及び関係規則の一部改正について諮られ、清原理事から、

障害学生に対する支援をより積極的に推進するために障害学生支援室を障害学生支援センターへ変

更するとともに同センターを教育改革室の企画立案事項の実施組織として位置付けるなどの体制整

備を行うものである旨説明があった後、学生部長から改正内容について資料に基づき説明があり、

種々意見交換が行われ、審議の結果、附則の文言を一部修正のうえ了承された。

議題８．国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則の

一部改正について（資料８）

学長から、国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規

則の一部改正について諮られ、住吉理事から、情報公開･個人情報保護管理委員会からの要望を踏ま

え、「共同研究申込書」及び「受託研究申込書」について、開示請求に対する本学の方針、不開示項

目の確認欄及び不開示の理由記載欄等の追加を行うため規則の一部改正を行う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９．大学間学術交流協定の締結について（資料９）

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、インドネシア・パティムラ

大学との大学間学術交流協定の締結について資料に基づき説明があった後、国際事業課長から協定大

学について補足説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題１０．歯学部卒業判定誤り事案に係る訴訟について（資料１０）（資料席上配付：回収）

学長から、歯学部卒業判定誤りに係る訴訟について諮られ、島理事から、資料に基づき説明があり、



4

審議の結果、本学としては訴訟において本学の立場を主張することについて了承された。

議題１１．教育学部元教授の諭旨解雇処分に係る訴訟について（資料１１）（資料席上配付：回収）

学長から、教育学部元教授の諭旨解雇処分に係る訴訟について諮られ、島理事から、資料に基づ

き説明があり、審議の結果、本学としては訴訟において本学の立場を主張することについて了承さ

れた。

報告事項１．国立大学改革プランへの対応について（資料１２）

髙松理事から、国立大学改革プランへの対応について、各部局等からの修正・追加の意見を取り纏

めたこと及び「１．社会の変化に対応できる教育研究組織づくり」については、取組全体（具体的構

想）が分かる資料を作成提出願ったところである旨資料に基づき説明があり、今後、２月中に部局別

に学長ヒアリングを行う旨説明があった。

引き続き、農学部長から農学部の学科改組再編構想案について資料に基づき説明があった。

また、本件についての現在の状況及び今後の進め方等について質疑応答が行われ、提出されたもの

は、現段階においてそれぞれの部局等で検討された構想案であり、学内的に固まっているわけではな

いこと、今後、構想案を具体的に進めて行く過程において関係者間での意見交換及び調整等を行いな

がら進めていくことが確認された。

報告事項２．鹿児島大学のマスコットキャラクターについて（資料１３）（資料席上配付：回収）

髙松理事から、学内公募した 64 点から、11 点を選定し、学内者を対象にインターネット投票（附

属学校は投票用紙による投票）を行い、投票結果を参考に二次審査を行い、最優秀賞と優秀賞（2 点）

を決定した旨資料に基づき説明があった。また、キャラクター及びキャラクター名称を商標登録に関

する類似調査した結果、類似となる商標は見受けられなかった旨説明があった。

マスコットキャラクターについては、今後、表彰式を経て学内外に公表されることになるが、学内

関係者においては、積極的な使用の協力依頼があった。

報告事項３．国立大学法人鹿児島大学学生支援寄附金に関する管理運営要項の一部改正について

（資料１４）

清原理事から、国立大学法人鹿児島大学学生支援寄附金に関する管理運営要項の一部改正について、

学生支援を目的とした寄附金の管理運営に機動性を持たせ、迅速に対応できるように管理運営委員会

の委員の構成について一部改正を行う旨資料に基づき説明があった。

報告事項４．平成 26 年 3月卒業（修了）予定者の進路状況について（2 月 1日現在）（資料１５）

清原理事から、平成 26 年 3 月卒業（修了）予定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５．平成 26 年度鹿児島大学一般入試（前期日程･後期日程）の志願状況について（資料１６）

清原理事から、平成 26 年度鹿児島大学一般入試（前期日程・後期日程）の志願状況について、資

料に基づき説明があった。

報告事項６．平成 26 年度鹿児島大学一般入試（前期日程･後期日程）実施要領について（資料１７）

清原理事から、平成 26 年度鹿児島大学一般入試（前期日程･後期日程）実施要領について、資料に

基づき説明があり、協力依頼があった。

報告事項７．大学 IR コンソーシアム学生調査に関する実施要領について（資料１８）

清原理事から、大学 IR コンソーシアム学生調査（アンケート）を実施する組織体制及び運営サイ

クル（PDCA）の整備のため、「実施要領」を制定した旨資料に基づき説明があった。

報告事項８．「新たな海外留学支援制度」について（資料１９）
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住吉理事から、「新たな海外留学支援制度」について説明があった後、国際事業課長から、制度の

具体的中身について資料に基づき説明があり、各部局における周知について依頼があった。

報告事項９．平成 24 事業年度における剰余金の繰越承認について（資料２０）

渡辺理事から、平成 24 事業年度における余剰金の繰越承認について、平成 26 年１月 21 日付けで

文部科学大臣により承認されたことの通知があった旨資料に基づき説明があった。

報告事項１０．平成 25 年度間接経費（全学分）の追加配分について（資料２１）

渡辺理事から、平成 25 年度競争的資金等に係る間接経費（全学分）の追加配分について、資料に

基づき説明があった。

報告事項１１．平成 25 年度学長裁量経費（若手･女性研究者に対する研究助成金）の配分について

（資料２２）

住吉事から、平成 25 年度学長裁量経費（若手･女性研究者に対する研究助成金）の配分について、

資料に基づき説明があった。

報告事項１２．Windows XP 及び Office 2003 のサポート終了における注意喚起及び継続使用に関する状

況調査について（依頼）（資料２３）

髙松理事から、Windows XP 及び Office 2003 のサポート終了における注意喚起について、平成 26

年 2 月 3 日付けで教職員宛に通知したことについて説明があり、学生等への学内への持ち込み禁止徹

底の指導依頼及び機器更新に係る経費の予算措置の依頼があった。引き続き、森学長補佐（学術情報

基盤センター長）から、やむを得ず継続して使用せざるを得ない場合の調査票の提出依頼と専門的技

術的なサポートは学術情報基盤センターで行っていく旨の説明があった。

報告事項１３．委員会報告（開催済）

学長から、下記委員会①～⑪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 6 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H26.2.5)（資料２４）

②平成 25 年度第 7 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H26.2.13)（資料２５）

（企画）

③平成 25 年度第 2 回企画･評価委員会(H26.1.22)（資料２６）

（教育）

④平成 25 年度第 9 回学生生活委員会（メール会議）（資料２７）

⑤平成 25 年度第 7 回教務委員会(H26.1.28)（資料２８）

⑥平成 25 年度第 8 回大学院教務委員会(H26.1.28)（資料２９）

⑦平成 25 年度第 4 回就職委員会(H26.1.30)（資料３０）

⑧平成 25 年度第 9 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H26.1.31)（資料３１）

⑨平成 25 年度第 10 回学生生活委員会(H26.2.10)（資料３２）

（財務）

⑩平成 25 年度第 3 回財務委員会（H26.1.14）（資料３３）

⑪平成 25 年度第 2 回施設マネジメント委員会(H26.2.14)（資料３４）

その他

なし

次回の教育研究評議会（定例）は、３月２０日（木）９時３０分からの開催となった。


