
 
 

経済学研究科教授会（第１回）・経済学部教授会（第１回）議事要録 

 

開催日 平成２７年４月１５日 

 
○ 教授会に先立ち、研究科長より、平成２７年３月２６日付採用 宮尾龍蔵教授及び平成２

７年４月１日付採用 高崎善人教授、首藤昭信准教授の紹介があった。 
  続いて、事務長より、４月１日付け事務部新任職員 谷口瑞枝図書整理係長の紹介があった。 
  また、研究科長より、松井彰彦教授が副研究科長に就任した旨の報告があった。 
 
○ 前回配付した平成２７年２月１８日（水）開催の研究科教授会（第１５回）・学部教授会（第

１５回）記録（案）は、原案のとおり承認された。 
 
○ 今回配付した平成２７年３月４日（水）開催の研究科教授会（第１６回）・学部教授会（第１

６回）記録（案）について、確認の依頼があった。 
 
 
 
Ⅰ 研究科教授会 

 

出席者 西村研究科長、小幡、吉川、植田(和）、矢島、持田、馬場、藤本、神谷、小野塚、 

神取、高崎、飯塚、大日方、粕谷、渡邊、加藤、首藤、青木、佐藤、矢坂、大橋、 

林、尾山、桑嶋、植田（健）、石原、下津、澤田、米山、城山、宮尾、大森、松井、 

岩本、福田、松島、谷本、竹野内、伊藤、國友、佐口、高橋（伸）、岡崎 久保川 

各教授・准教授  

欠席者 高橋(明）、柴田、市村 各教授 

 

 

○ 報告事項 

１．研究科宛文書の紹介 
（１）教員等公募（別記１）    
（２）研究助成等募集（別記２）    

（３）研究科長等交代挨拶状（別記３） 

 

２．全学関係 

（１）研究科長・学部長・研究所長合同会議   
西村研究科長から、３月４日に開催された科所長会議の報告があった。平成２７年度理

事等の分担、東京大学大講堂規則の制定、東京大学の保有個人情報の適切な管理のための

措置に関する規則の一部改正、全学共通経費による基盤的学術雑誌等整備の第三期の方

針、国際交流における危機管理体制整備、東京大学教員の新たな人事制度の取り扱いにつ

いての改正、国立大学改革を加速するための補助金等を活用した事業の公募について、説

明があった。 

次いで、３月１０日に開催された科所長会議の報告があった。国立大学法人東京大学に

おける競争的資金等の不正使用防止に関する規則の一部改正、国立大学法人東京大学にお

ける競争的資金等の不正使用防止に係る調査の手続き等に関する規則の一部改正、競争的

資金等の不正使用に係る調査等に関する実施要領、風穴プロジェクト構想、学内資金によ

る借入れ物件費の年度間調整利率、全学交換留学（国際本部担当）等による学生交流、フ

ァカルティ・ハンドブック２０１５（４月版）、第１４回ホームカミングデイ、平成２７年

度東京大学新任教職員研修の実施について、説明があった。 

 次いで、４月７日に開催された科所長会議の報告があった。平成２７年度理事等の分
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担、平成２７年度経営協議会委員、研究倫理教育の推進、総合図書館整備（新館）の現

状、平成２７年度東京大学学術成果刊行助成の公募ついて、説明があった。 

 

３．研究科関係 
（１）海外渡航         ２４件 
（１）－２ 海外渡航 期間変更  ２件 

西村研究科長から、海外渡航２４件及び期間変更２件の報告があった。 
（２）その他 

・入試業務について 

   西村研究科長から、入試業務に従事する際の留意事項について、注意喚起があった。 

 

・助教の講義負担について 

   西村研究科長から、助教が原則として２単位の講義を持つことになった旨を教授会として

確認したいとの報告があった。 

 

 

○ 協議事項 

１．委員等委嘱（学外）    ３１件 
西村研究科長から説明があり、審議の結果、了承された。 

 
２．非常勤講師関係（学外）  ２件 

西村研究科長から説明があり、審議の結果、了承された。 

 
３．非常勤講師関係（学内）  ６件 

西村研究科長から説明があり、審議の結果、了承された。 
 

４．その他 

（１）東京大学経済学研究科・経済学部 教授会内規の一部改正 

  林研究科長補佐（内規担当）から改正理由について説明があった。審議の結果、修正を

加え、次回教授会にて再度審議することとした。 
（２）東京大学大学院経済学研究科 実務家教員の教授会参加に関する覚書の一部改正 

  林研究科長補佐（内規担当）から改正理由について説明があった。次回教授会にて再度

審議することとした。 
（３）東京大学大学院経済学研究科 教員採用人事に関する内規の一部改正 

  林研究科長補佐（内規担当）から改正理由について説明があった。審議の結果、「採

用」の文言が適切か検討することとし、次回教授会にて再度審議することとした。 

 

 

○ その他  

１．平成２７年度大学院入学者との懇談について 

松井副研究科長より、平成２７年５月１３日（水）１２：００～１２：４５ に２０３演

習室において、平成２７年度大学院入学者との昼食会を開催する旨の案内があった。 

２．留学生の社会科見学及び懇談会について 

尾山留学生委員より、留学生社会科見学が、平成２７年５月１５日（金）午後に実施され、

今年度は東京証券取引所を見学すること、留学生懇談会が本日４月１５日（水）１８時から

山上会館にて開催され、留学生の参加が７０人の予定である旨の案内があった。 
 

以上 

 

１４時４０分終了 
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Ⅱ 学部教授会 

 

出席者 西村学部長、小幡、吉川、植田(和）、矢島、持田、馬場、藤本、神谷、小野塚、 

神取、高崎、飯塚、大日方、粕谷、渡邊、加藤、首藤、青木、佐藤、矢坂、大橋、 

林、尾山、桑嶋、植田（健）、石原、下津、澤田、米山、城山、宮尾、大森、松井、 

岩本、福田、松島、谷本、竹野内、伊藤、國友、佐口、高橋（伸）、岡崎 久保川 

各教授・准教授  

欠席者 高橋(明）、柴田、市村 各教授 

 

 

○ 報告事項 

１．非常勤講師等関係(学外)  １件 

西村学部長から報告があった。 
 

２．非常勤講師等関係(学内)  ２件 

西村学部長から報告があった。 
 
３．委員会関係 

（１）寄附金審査委員会  ６件 

西村学部長から報告があった。 
（２）産学連携研究審査委員会  

  ①共同研究   １件 

西村学部長から報告があった。 
②リサーチアシスタント  ２名 

西村学部長から報告があった。 
（３）金融教育研究センター運営委員会  

植田(和)センター長から招聘研究員の報告があった。 
（４）センター運営委員会(CIRJE)  

下津センター長から、２０１５年度助成配分額及び研究成果刊行援助費」支給額について

報告があった。次いで、２０１５年度のセンターの顧問について報告があった。 
 

４．特任研究員    ５名   

５．特任専門職員   １名   

６．学術支援専門職員 ５名   

  学部長から、平成２７年度雇用の特任研究員、特任専門職員及び学術支援専門職員の採用に

ついて報告があった。 
 

７．その他 

 西村学部長から、SSL-VPN Gatewayサービスの「教職員による利用」の終了について、詳細を

確認の上、部局として対応することが報告された。 

 

 

○ 協議事項 

１．教務関係 

（１）平成２７年度開講予定科目・担当者新旧対照表について 

粕谷教務委員長から説明があり、審議の結果、了承された。 

（２）学生の休学について 

粕谷教務委員長から説明があり、審議の結果、了承された。 

（３）経済学部教務関係内規等の一部改正（案）について 

  ・東京大学経済学部卒業論文の取り扱いに関する内規（案） （２回目） 
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粕谷教務委員長から説明があり、審議の結果、了承された。 

  ・定期試験実施心得（案） （１回目） 

粕谷教務委員長から説明があり、次回教授会で再度審議することとした。また、実習系科

目については、採点締め切り日との関係で、開講学期を考慮する必要があることの説明があ

った。 
（４）学生の退学について 

粕谷教務委員長から報告があった。 

（５）その他 

  ・聴覚障害のある学生への対応（配慮）について 

    粕谷教務委員長から説明があり、当該学生への配慮について依頼 

があった。また、松井バリアフリー担当教員から、配慮する際の注意事項について説 

明があった。 

  ・Ｓ１ターム開催の専門科目について 

粕谷教務委員長から、Ｓ１タームに開講している専門科目については、Ｓ１タームの定

期試験期間中に試験を実施するよう依頼があった。 

  ・学部（旧カリキュラム:４単位）と大学院（新カリキュラム:２単位）の合併授業について 

粕谷教務委員長から、学部（旧カリキュラム）と大学院（新カリキュラム）の合併授業

は、２単位ずつ試験を行い、４単位の授業については、中間試験を実施するよう依頼が

あった。 

  ・補講について 

粕谷教務委員長から、平成２７年度は補講期間が設けられていないので、補講をする場

合は、６限の時間帯を利用するよう依頼があった。 

  ・中間試験について 

    粕谷教務委員長から、中間試験を実施する場合は、定期試験期間中は、教室の余裕がな

いので、授業時間内に実施するよう依頼があった。 

 

 

○その他 

１．EHESS Hautcoeur学長の特別講義について 

西村学部長から、経済学部主催本部支援により、５月２６日（火）１７時から１８時半、

小島ホール２F コンファレンスルームにて、EHESS Hautcoeur 学長の特別講義を開催する旨

の告知があった。 

 

 

以上 

 

１５時０５分終了 

 

 

 

Ⅲ 人事教授会 

 

提   案    助 教  １件 

報   告    教 授  １件 

審議・投票    講 師  １件 

投   票    講 師  ２件 

投   票    准教授  １件 

 

 

                次回教授会 ５月１３日（水）１３：３０～ 
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【別記１】教員等公募  １０件 

（大 学 等） （職 種） (人員) （分 野 等） （締切） 
関西大学経済学部 教授、准教授又は助教 １名 金融政策 27.5.2 
関西大学経済学部 教授、准教授又は助教 １名 政治経済学 27.5.2 
関西大学経済学部 准教授又は助教 １名 ゲーム理論 27.5.2 
横浜国立大学大学院

国際社会科学研究院 
教授又は准教授 １名 経営戦略論 27.5.7 

横浜国立大学大学院

国際社会科学研究院 
教授又は准教授 １名 消費者行動論 27.5.7 

横浜国立大学大学院

国際社会科学研究院 
教授又は准教授 １名 国際経営論 27.5.7 

九州工業大学工学研

究院 
教授又は准教授 １名 経済学・経営学 27.5.7 

東北学院大学経営学

部 
准教授、講師又は助教 １名 マーケティング 27.5.31 

東北学院大学経営学

部 
教授、准教授、講師又は

助教 
１名 財務諸表分析 27.5.31 

慶應義塾大学経済学

部 
教授又は准教授 １名 医療経済学 27.6.30 

 

 

【別記２】研究助成等募集  ２件 

（募 集 機 関） （助 成 概 要） （締 切） 

公益財団法人メルコ学術振興財団 研究助成等候補者一次募集 27.5.7 
研究科長推薦要 

公益財団法人かんぽ財団 調査研究に対する助成 27.5.12 
直接 

 

 

【別記３】研究科長等交替挨拶状 ３件 

（ 機    関 ） （新） （旧） 

岡山大学大学院社会文化科学研究科長 佐野 寛 春名 章二 

関西大学経済学部長 田中 敦 利光 強 

大阪大学社会経済研究所 石田 潤一郎 小川 一夫 

 


