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経済学研究科教授会（第７回）・経済学部教授会（第７回）議事要録 

 

開催日 平成２７年９月１６日 

 
 
〇 教授会に先立ち、「不登校学生の理解と対応」をテーマしたＦＤ・ＳＤが実施された。 

 

〇 研究科長から、８月１６日付け採用の Kucheryabyy Konstantin 特任講師及び９月

１日付け採用の小川 光教授の紹介があった。 
 

○ 前回配付した平成２７年７月８日（水）開催の研究科教授会（第５回）・学部教授会（第

５回）議事要録（案）は、原案のとおり承認された。 
 
○ 今回配付した平成２７年７月２２日（水）開催の研究科教授会（第６回）・学部教授会

（第６回）議事要録（案）について、確認の依頼があった。 
議事要録の公開にあたり、記載方法の修正について説明があり、了承され、今年度４

月からの議事要録すべて修正し、ウェブページにて公開することとした。 
 
 
 
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、高橋(明）、大日方、粕谷、渡辺、（新宅）、尾山、桑嶋、植田

（健）、石原、小川、大橋、林、加藤、首藤、青木、佐藤、矢坂、下津、澤田、米

山、城山、宮尾、大森、松井、岩本、福田、竹野内、伊藤、國友、柴田、佐口、

高橋（伸）、岡崎、久保川 各教授・准教授  

欠席者 松島、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・研究所長合同会議等 ９月１日及び９月１５日 
西村研究科長から、９月１日に開催された科所長会議の報告があった。PCB 廃棄物

の処理、第１４回ホームカングデイ、国における給与制度等の動向、不正なメール転

送設定に関する事案について説明があった。また、矢島教授から不正なメール転送設

定に関する事案について補足説明があった。 
次いで、９月１５日に開催された科所長会議の報告があった。採用可能数の削減・

再分配の方針、平成２８年度概算要求、平成２８年度科学研究費助成事業(科研費)の
公募等について説明があった。 

 

（２）教育課題調整部会 

   藤本副研究科長から、平成２８年度授業日程案について説明があった。 
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３．研究科関係 
（１）海外渡航         ２４件 
（１）－２ 海外渡航 期間変更  １件 
（１）－３ 海外渡航 取消    １件 

西村研究科長から報告があった。 
 
（２）その他 

   ・中央労働基準監督署からの指摘事項について 

西村研究科長から説明があり、裁量労働制の適用を受ける教職員の健康状態の

把握のため、在室時間等申告書の提出依頼があった。 

 

   ・祝祭日授業開講日の事務体制等について 

西村研究科長から祝祭日授業開講日における事務部等の体制について説明があ

った。 

 

   ・インターンシップ・ボランティアに関する取扱いについて 

西村研究科長から、学部生及び大学院生のインターンシップ・ボランティアに

関する取扱いについて説明があった。 

 

・経済学研究科における組織等の英文表記について 

西村研究科長から、組織図の英訳版の作成に当たり、組織等の英文表記につい

て報告があった。 

 

 

○ 協議事項 

１．委員等委嘱（学外）     ２１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（学内）   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．その他 

（１）東京大学大学院経済学研究科 日本経済国際共同研究センターの組織及び運営に関す

る内規の一部改正  
（２）東京大学大学院経済学研究科 日本経済国際共同研究センターが刊行するディス

カッション･ペーパーに関する内規の制定 
（３）東京大学大学院経済学研究科 経済学研究科研究助成及び研究成果刊行援助費に

関する内規の制定 
（４）東京大学大学院経済学研究科 金融教育研究センターの組織及び運営に関する内規の 

一部改正 
（５）東京大学大学院経済学研究科 経営教育研究センターの組織及び運営に関する内規の 

一部改正 

（６）東京大学大学院経済学研究科 日本経済国際共同研究センター運営委員会規則の一部

改正 

（７）東京大学大学院経済学研究科 金融教育研究センター運営委員会規則の一部改正 
（８）東京大学大学院経済学研究科 経営教育研究センター運営委員会規則の一部改正 

（９）東京大学大学院経済学研究科 任期を決めて招聘する教員・研究者等にかかる呼

称等に関する内規の制定  
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（１０）東京大学大学院経済学研究科 客員研究員・ビジター・研修ビジターの受入手続

きに関する内規の制定 
（１１）経済学研究科学術交流棟（小島ホール）会議室等使用内規の一部改正  
   林研究科長補佐（内規担当）から、前回からの修正箇所について説明があり、審

議の結果、了承された 
   また、３センター規則の学内規則集（HP）への掲載について報告があった。 
 
（１２）国際交流協定の更新について 

尾山国際交流委員長から、スイス連邦工科大学チューリッヒ校及びマンチェスター

大学人文学部との国際交流協定の更新について説明があり、審議の結果、了承され

た。 
 

○ その他  

１．平成２７年度秋季学位記伝達式及び東京大学学位記授与式 
   松井副研究科長から、平成２７年度経済研究科秋季学位記伝達式及び東京大学秋季

学位記授与式について報告があった。 

 

 

以上 

１５時２１分終了 

 

 

 

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、高橋(明）、大日方、粕谷、渡辺、（新宅）、尾山、桑嶋、植田

（健）、石原、小川、大橋、林、加藤、首藤、青木、佐藤、矢坂、下津、澤田、米

山、城山、宮尾、大森、松井、岩本、福田、竹野内、伊藤、國友、柴田、佐口、

高橋（伸）、岡崎、久保川 各教授・准教授  

欠席者 松島、市村 教授 

 

○ 報告事項 

１．海外渡航   １件  

西村学部長から報告があった。 
 

２．委員等委嘱（学外）   １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   ５件  

西村学部長から奨学寄附金の受入について報告があった。 

（２）産学連携研究審査委員会 

西村学部長から受託研究及び受託事業の受入について報告があった。 
（３）金融教育研究センター運営委員会 

植田和男センター長から CARF 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客員Ⅲ種の募集案内があった。 
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４．客員研究員    １件  

  西村学部長から客員研究員の受入について報告があった。 

 

５．学術支援専門職員   １件  

西村学部長から学術支援専門職員の採用について報告があった。 

 

 

○ 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）交流協定に基づく留学の単位認定について 

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）９月卒業者について 

粕谷教務委員長から説明があり、審議の結果、了承された。 

（４）平成２７年度卒業論文の審査日程（案）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。 

（５）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。 

（６）交流協定に基づく留学について 

粕谷教務委員長から説明があり、審議の結果、了承された。 

（７）進学振分けについて 

柴田進振りＷＧ委員から、今年度の進学振り分けの内定数等について報告があった。 

（８）その他 

 ・Ｓ１学期成績分布表について 

粕谷教務委員長から報告があった。 

 ・Ｓ２学期成績分布表について 

粕谷教務委員長から報告があった。 

 ・Ｓ１・Ｓ２学期授業評価アンケート結果について 

粕谷教務委員長から報告があった。 

 ・その他 

粕谷教務委員長から、Ｓ２タームの成績報告が無事終了した旨報告があった。 
 

 

○その他 

１．２０１５オープンキャンパスについて 

   松井副研究科長から、８月６日に実施したオープンキャンパスの報告があり、模擬

講義担当教員に謝辞が述べられた。 

 

２．西村経済学研究科長・学部長から退任の挨拶があった。  

 

 

 

以上 

 

１５時３８分終了 
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Ⅲ 人事教授会 

 

報告    准教授  １件 

提案・承認 教授   １件 

報告    教授   １件 

報告    助教   １件 

審議・投票 准教授  １件 

 

 

 

 

 

                次回教授会 １０月７日（水）１３：３０～ 

 

 

 

 

 

【別記１】教員等公募   １０件 

 

（大 学 等） （職 種） (人員) （分 野 等） （ 締

切） 
福山市立大学都市経

営学部 教授又は准教授 １名 地域経済学 27.9.30 

福山市立大学都市経

営学部 教授又は准教授 １名 経済思想史 27.9.30 

福山市立大学都市経

営学部 教授又は准教授 １名 地域産業論 27.9.30 

東京情報大学総合情

報学部 教授 １名 会計学 27.9.30 

上智大学文学部 准教授 １名 西洋近世史 27.10.5 
東北大学大学院理学

研究科 准教授 １名 代数学 27.10.5 

北九州市立大学大学

院マネジメント研究

科 
教授又は准教授 １名 パブリックマネジメン

ト 27.10.9 

北九州市立大学大学

院マネジメント研究

科 
教授又は准教授 １名 マーケティング 27.10.9 

倉敷市立短期大学 教授，准教授、又は講師 １名 地域経済 27.10.1
4 

公益財団法人アジア

女性交流・研究フォ

ーラム 
研究員(常勤) １名 

ジェンダーの視点に立

ったアジア研究(日本を

含む) 

27.12.1
0 

 

 

 

 



 6

【別記２】研究助成等募集   ３件 

（募 集 機 関） （助 成 概 要） （締 

切） 

公益社団法人日本経済研究セン

ター 

2015 年度「日本経済研究センター研究奨励

金」 

27.10.31 
直接 

公益社団法人電気通信普及財団 平成 27 年度研究調査助成 27.11.30 
直接 

公益財団法人家計経済研究所 2016 年度研究振興助成事業 27.11.25 
直接 

 

 

【別記３】研究科長等交替挨拶状 １件 

（ 機    関 ） （新） （旧） 

大阪大学大学院経済学研究科長・経済学部長 堂目 卓生 大西 匡光 

 

 

 


