
 
 

第１７１回 教育研究評議会（定例）議事要旨 

 

日 時   平成２７年１２月１７日（木）１３：３０～１４：３２ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

  

 

（前回議事要旨確認）  

第１７０回教育研究評議会（定例）（H27.11.19 開催） 

 

議題１．学則及び大学院学則の一部改正について（資料１） 

議題２．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２） 

議題３．鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則の一部改正について（資料３） 

議題４．鹿児島商工会議所と国立大学法人鹿児島大学との包括連携に関する協定書(案)について 

（資料４） 

報告事項１．平成 28 年度夏季及び冬季休業期間について（資料５） 

報告事項２．国立大学法人鹿児島大学が保有する学生･保護者等に係る個人情報の取扱要項の一部改 

正について（資料６） 

 報告事項３．平成 27 年度入学者選抜方法検討委員会報告書について（資料７）（資料席上配付） 

報告事項４．平成 27 年度鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与式の挙行について（資料８） 

報告事項５．平成 28 年 3 月卒業(修了)者の進路状況について(12 月 1 日現在)（資料９） 

報告事項６．平成 27 年度科学研究費助成事業審査委員の表彰について（資料１０） 

報告事項７．トップセミナーについて（資料１１） 

報告事項８．平成 27 年度「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC＋)」採択に伴う「雇用創出

と若者定着に関する協定」の調印式について（資料１２） 

報告事項９．平成 28 年度鹿児島大学若手教員海外研修支援事業の募集について（資料１３） 

報告事項１０．平成 27 年度(1 月～3 月)行事予定表について（資料１４） 

報告事項１１．委員会報告（開催済） 

(総務) 

①  平成 27 年度第 4 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H27.11.17)（資料１５） 

（教育） 

②  平成 27 年度第 6 回学生生活委員会(H27.11.9)（資料１６） 

③  平成 27 年度第 8 回教務委員会(H27.11.24)（資料１７） 

④  平成 27 年度第 6 回大学院教務委員会(H27.11.24)（資料１８） 

⑤  平成 27 年度第 10 回教育センター会議(H27.11.27)（資料１９） 

(入試) 

⑥  平成 27 年度第 4 回入学者選抜管理委員会(H27.11.12)（資料２０） 

⑦  平成 27 年度第 5 回大学院入学者選抜管理委員会(H27.11.12)（資料２１） 

⑧  平成 27 年度第 7 回入学試験実施委員会(H27.11.25)（資料２２） 

⑨  平成 27 年度第 5 回入学者選抜方法検討委員会(H27.11.27)（資料２３） 

⑩  平成 27 年度第 5 回入学者選抜管理委員会(H27.12.3)（資料２４） 

（研究） 

⑪  平成 27 年度第 5 回国際交流委員会(H27.11.11)（資料２５） 

 

その他  

 

［出席委員］ ３１名 

 前田学長 

（理事）島、髙松、清原、住吉、永井 

（副学長）武隈 



  
 

（学部長等）平井、高津、土田、與倉、佐野、木佐貫、松口、山﨑、渡邊、本間、岩井、橋本、松岡、 

    越塩、望月、宮本、熊本、近藤、米田、中原、杉元、野呂、森、飯干 

 

［欠席評議員］３名 

（学部長等）大坪、藏脇、馬場 

 

［オブザーバー］ 

 赤坂監事 

  

［事務局］ 

（部長）外間、大園、内山、廻、山本、稲葉、神之門、平原 

（課長・事務長等）松野下、中村、通山、中園、内山、荒武、安武、松浦、横枕、落合、西、湊、上薗、 

        増間、壽福、二石、高木、上國料、安永、有川 

 

 

 冒頭、平成２７年１１月１９日開催の第１７０回（定例）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．学則及び大学院学則の一部改正について（資料１） 

   学長から、学則及び大学院学則の一部改正について諮られ、島理事から、平成 28 年度からの農学

部及び理工学研究科の改組に伴い、学則及び大学院学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、了承された。 

 

議題２．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２） 

   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、清原理事及び飯干教

育センター長から、共通教育改革における、共通教育科目群等の変更に伴い、「鹿児島大学共通教育

科目等履修規則」、「鹿児島大学共通教育等試験規則」及び「鹿児島大学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、了承された。 

 

議題３．鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則の一部改正について（資料３） 

   学長から、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則等の一部改正について諮られ、住吉理事

から、国際島嶼教育研究センターに客員研究員を置くことに伴い、組織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、了承された。 

 

議題４．鹿児島商工会議所と国立大学法人鹿児島大学との包括連携に関する協定書(案)について 

                                       （資料４） 

   学長から、鹿児島商工会議所と国立大学法人鹿児島大学との包括連携に関する協定書(案)について

諮られ、住吉理事から、鹿児島商工会議所と本学が、包括的な連携の下、それぞれの資源や機能等の

活用を図りながら、幅広い分野で相互に協力し、地域の課題に迅速かつ適切に対応し、活力ある個性

豊かな地域社会の形成と持続性のある経済発展に寄与することを目的として、協定を締結する旨資料

に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 

報告事項１．平成 28 年度夏季及び冬季休業期間について（資料５） 

   島理事から、平成 28 年度夏季及び冬季休業期間について、夏季休業は 8 月 12 日（金）、15 日（月）、

16 日（火）の 3 日間とし、冬期休業は 12 月 28 日（水）の 1 日間とする旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項２．国立大学法人鹿児島大学が保有する学生･保護者等に係る個人情報の取扱要項の一部改 

正について（資料６） 

   清原理事から、国立大学法人鹿児島大学が保有する学生･保護者等に係る個人情報の取扱要項の一



  
 

部改正について、平成 28 年度から全学部で、全学生の保護者等へ成績通知等を行うため、国立大学

法人鹿児島大学が保有する学生・保護者等に係る個人情報の取扱要項の一部改正等を行った旨資料に

基づき説明があった。 

 

 報告事項３．平成 27 年度入学者選抜方法検討委員会報告書について（資料７）（資料席上配付） 

   清原理事から、平成 27年度入学者選抜方法検討委員会報告書について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．平成 27 年度鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与式の挙行について（資料８） 

   清原理事から、平成27年度鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与式の挙行について1月21日（木）

18 時から行う旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項５．平成 28 年 3 月卒業(修了)者の進路状況について(12 月 1 日現在)（資料９） 

   清原理事から、平成 28 年 3 月卒業(修了)者の進路状況について(12 月 1 日現在)、資料に基づき説

明があった。 

 

報告事項６．平成 27 年度科学研究費助成事業審査委員の表彰について（資料１０） 

   住吉理事から、平成 27 年度科学研究費助成事業審査委員の表彰について、本学から 3 名の教員が

表彰をうけた旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項７．トップセミナーについて（資料１１） 

   住吉理事から、トップセミナーについて、1 月 14 日（木）13 時 30 分から産学官連携活動に関する

意識啓発を目的として、トップセミナーを開催する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項８．平成 27 年度「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC＋)」採択に伴う「雇用創出

と若者定着に関する協定」の調印式について（資料１２） 

   住吉理事から、平成 27 年度「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC＋)」採択に伴う「雇

用創出と若者定着に関する協定」の調印式について、12 月 14 日（月）に本学において調印式を行っ

た旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項９．平成 28 年度鹿児島大学若手教員海外研修支援事業の募集について（資料１３） 

   住吉理事から、平成 28 年度鹿児島大学若手教員海外研修支援事業の募集について、各部局等へ募

集を行う旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１０．平成 27 年度(1 月～3 月)行事予定表について（資料１４） 

   学長から、平成 27 年度(1 月～3 月)行事予定表について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．委員会報告（開催済） 

   学長から、下記①～⑪については、既に開催済みであり、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 27 年度第 4 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H27.11.17)（資料１５） 

（教育） 

②  平成 27 年度第 6 回学生生活委員会(H27.11.9)（資料１６） 

③  平成 27 年度第 8 回教務委員会(H27.11.24)（資料１７） 

④  平成 27 年度第 6 回大学院教務委員会(H27.11.24)（資料１８） 

⑤  平成 27 年度第 10 回教育センター会議(H27.11.27)（資料１９） 

(入試) 

⑥  平成 27 年度第 4 回入学者選抜管理委員会(H27.11.12)（資料２０） 

⑦  平成 27 年度第 5 回大学院入学者選抜管理委員会(H27.11.12)（資料２１） 

⑧  平成 27 年度第 7 回入学試験実施委員会(H27.11.25)（資料２２） 



  
 

⑨  平成 27 年度第 5 回入学者選抜方法検討委員会(H27.11.27)（資料２３） 

⑩  平成 27 年度第 5 回入学者選抜管理委員会(H27.12.3)（資料２４） 

（研究） 

⑪  平成 27 年度第 5 回国際交流委員会(H27.11.11)（資料２５） 

 

   次回（定例）の開催は平成２８年１月２１日（木）１５時１５分からとなった。 

 


