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経済教２８－７号 

経済学研究科教授会・経済学部教授会議事録 

 

平成２８年１１月９日(水) 

１３：３０～１５：２０ 

 

議事に先立ち、平成 28 年 11 月 1 日付人事異動者である新事務長の紹介があった。 

 

［前回（10/12）の議事録］ 

原案のとおり承認された。 

 

（経済学研究科教授会） 

Ⅰ．審議事項 

１．昇任人事（情報数理）について                      回収資料 

                                   主要論文回覧 

研究科長から、平成 28 年 11 月 2 日開催の人事委員会の協議を踏まえて、津田照久准 

教授の教授昇任人事について提案があり、審査を開始することが承認された。 

昇任審査委員候補５名の審査員の提案があり、承認された。 

平成 29 年 1 月の教授会で第一読会・可否投票を行う予定である旨の報告が併せてあっ

た。 

 

２．採用計画に基づく採用人事（経済史）について（第一読会）         

教授採用人事について、審査委員長から審査報告が行われた。質疑応答の後、研究科長   

から 12 月の定例教授会で第二読会・投票があることが予告された。 

  

（経済学研究科・経済学部教授会） 

Ⅰ．審議事項 

１．次期研究科長・学部長の選出について                   資料１ 

研究科長から、資料に基づき「経済学研究科長選考内規」について説明があった。続 

いて、定足数の確認の後、投票により岡室博之教授が次期研究科長・学部長に選出さ

れた。 

  

２．The School of Management and Business, KING’S COLLEGE LONDON 

との部局間学術交流協定について                     資料２  

研究科長から説明があり、了承された。 

相手先 ：The School of Management and Business, KING’S COLLEGE LONDON  

本 学 ：商学部・経済学部  

交換員数：通年 2 人（半期 4 人）  

対  象：学部生のみ  

協定期間：署名日より 5 年間有効  

 

３．寄附講義について                             資料３ 
研究科長及び山下准教授から、資料に基づき説明があり、承認された。 
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農林中金の1年間の寄付延長による寄附講義継続について、有効期間の設定について、 
基本的な考え方としては、当該寄附プロジェクトの最終報告書の提出が完了するまで  
（提出時期の目安は覚書の通り）を有効期間に含めるようにしている。 
そのため、「プロジェクトの事業期間＋3 ヶ月」と設定していることが報告された。 
(参考) 
当初：平成 20 年 11 月～平成 24 年 6 月 30 日(3 年) 
更新：平成 23 年 11 月～平成 27 年 6 月 30 日(3 年) 
前々回：平成 26 年 11 月～平成 28 年 6 月 30 日(１年) 
前回：平成 27 年 11 月～平成 29 年 6 月 30 日(１年) 
今回：平成 28 年 11 月～平成 30 年 6 月 30 日(１年) 

 
４．平成２９年度レアプランについて                     資料４ 

  １）授業科目の担当者、単位数 

研究科長から、資料に基づき説明し、承認された。 

    

   ２）非常勤講師の確認 

研究科長から資料に基づき説明があり、承認された。 

      また、手当を支給しない非常勤講師について客員教授等の称号付与を希望する場

合は、事務室に申し出てほしい旨、アナウンスがあり、申し出があった場合には、

1 月または 2 月の教授会にて称号付与の審議を予定している旨が報告された。 

 

   ３）新規非常勤講師の承認                  資料５、回覧資料１ 

      担当教員から説明があり、承認された。 

車 俊之氏 「情報科学総論」 

小野寺淳氏 「地域分析論(地誌学)」 

西村淳一氏 「産業経済学Ⅰ」 

宮路智行氏 「数理解析Ⅰ」 

江上美芽氏 「現代経済論 B」 

      安原眞人氏､ 大友康裕氏､ 尾林聡氏 「保健医療活動とリスク管理」 

      伊能教夫氏、小俣透氏、山口雅造氏、北本仁考氏 「医療工学概論」 

 

５．100番・200番台コア科目のweb抽選および上書き再履修の条件設定について 資料６ 

教育システム委員から、資料に基づき説明し、web 抽選および上書き再履修の条件

設定について承認された。 

 

６．客員教授の名称付与（更新）について 

研究科長から、客員教授の名称を付与している非常勤講師の青沼君明氏および石田信

隆氏に、平成 29 年度においても引き続き名称を付与することを提案があり、承認され

た。 

 

７．一橋大学客員研究員受入れについて                  

     研究科長から次のとおり受入れについて了承を得た。 

          氏  名：CHOI,In（ﾁｮｲ ｲﾝ） 

       所属機関：西江大学・教授 

       受入期間：平成 29 年 1 月 16 日～平成 29 年 1 月 31 日(16 日間) 



 3

       受入教員：黒住英司教授 

 

８．成績の訂正について 
研究科長から説明し、成績訂正 10 名について承認された。 

 

９．成績削除の対象科目について                        資料７ 

学部教育専門委員から、平成 28 年度以前修得済み科目の上書き再履修を実施すること  

に伴い、成績削除を可能とする対象科目について、資料のとおり説明があり、承認され   

た。 

 

10．その他 

なし 

 

Ⅱ．報告事項 
 １．平成２８年度以前修得済み科目の上書き再履修について(意見聴取)  （評 11.2）資料８ 
    研究科長から、資料づき、意見聴取された。 
 
２．平成２９年度履修登録期間等について(意見聴取)          （部 11.2）資料９ 

研究科長から、資料づき、意見聴取された。 
 
３．学期名及び英文成績証明書における成績の英文表記について(意見聴取) 

（部 11.2）資料 10 
研究科長から、資料づき、意見聴取された。 

 
４．全学共通教育科目における海外短期語学留学等 
（グローバル教育ポートフォリオ対象科目）の考え方について(意見聴取) 

（部 11.2）資料 11 
研究科長から、資料づき、意見聴取された。 

 
５．第３期国立大学法人評価、認証評価、自己点検・評価のスケジュールについて       

（部10.19）資料12 
    研究科長から、資料に基づき報告があった。                     

    

 

６．次期附属図書館長について                   （評 11.2）資料 13 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 

 

７・平成２９年度大学入試センター試験の監督者説明会の開催について （部 11.2）資料 14 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 

 

 

８．ヴァージニア大学との大学間交流協定（学術）の締結について（新規） 

（評 11.2）回覧資料２ 

研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 

 

９．商学部・商学研究科／経済学部・経済学研究科とエセック・ビジネススクール 

との部局間交流協定（学生）の締結について（新規）     （評 11.2）回覧資料３ 
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研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 

 

10．国際企業戦略研究科とコロンビア大学ロースクールとの部局間交流協定（学生） 

の締結について（新規）                  （評 11.2）回覧資料４ 

研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 

 

11．国際企業戦略研究科と中国人民大学商学院との部局間交流協定（学生） 

の締結について（新規）                  （評 11.2）回覧資料５ 

研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 

 

12．国際企業戦略研究科と北京大学光華管理学院との部局間交流協定（学術・学生） 

の締結について（更新）                  （評 11.2）回覧資料６ 

研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 

 

13．国際企業戦略研究科とソウル大学経営学部経営専門大学院 

との部局間交流協定（学術・学生）の締結について（更新）  （評 11.2）回覧資料７ 

研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 

 

14．平成２８年度科研費配分結果について             （評 11.2）資料 15 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 

 

15．平成２９年度大学院特別選抜入試（５年一貫教育システム）説明会及び試験日程ついて 

黒住５年一貫教育システム運営委員会委員長から、説明会を平成 28 年 11 月 16 日 

(水)12：10 から本館 24 番教室で実施する旨、アナウンスがあった。 

  

16．その他 

   ・次期教育研究評議員選挙（予告）について                        

         研究科長から「評議員及び大学院教育専門委員選考内規」に基づき、 

次回 12 月教授会で岡田羊祐評議員の任期満了（平成 29 年 3 月 31 日）に伴い、 

次期評議員の選挙を行う旨の予告があった。 

なお、教授会構成員 3分の 2以上の定足数を必要とするので出席願うことを併せ   

てアナウンスされた。 

 

・平成２８年度末の予算執行について 

       研究科長から、毎年度 3 月末日までに物品及び役務提供を完了させる必要がある   

ため、支出関係書類については、例年同様期限を設定するので協力願う旨の報告 

があった。 

 

Ⅲ．次回議事予定   

平成 28 年 12 月 14 日（水）13 時 30 分 定例教授会 


