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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３０年４月１８日 

 

○ 教授会に先立ち、持田研究科長から、平成３０年４月１日付け採用の北尾早霧教授、古

澤泰治教授、Fabinger Michal 講師、の紹介があった。 
次いで、事務長より、４月１日付け事務部新任職員（宮田副事務長、山崎上席係長、戸

田上席係長、向山係長、細井上席係長、岩下係長、武笠上席係長）の紹介があった。 
研究科長から、高橋伸夫教授が新任副研究科長に就任した旨の報告があった。 
研究科長から、大森裕浩教授が総長補佐に就任した旨の報告があった。 
研究科長から、大日方隆教授が総長特任補佐に就任した旨の報告があった。 

 
○ 前回配付した平成３０年２月７日（水）開催の研究科教授会（第 15 回）・学部教授会（第

15 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３０年３月７日（水）開催の研究科教授会（第 16 回）・学部教授会（第

16 回）議事要録（案）について、確認の依頼があった。 
 

 
Ⅰ 研究科教授会 

 

出席者 持田研究科長、田渕、佐口、高橋（伸）、小野塚、神取、新宅、渡辺、阿部、佐藤

（泰）、小川、青木、高崎、柳川、宮尾、大森、加藤、山口、首藤、桑嶋、佐藤（整）、

矢坂、稲水、楡井、植田、石原、北尾、川口、中嶋、米山、城山、古澤、飯塚、馬

場、藤本、岡崎、市村、久保川、谷本、松島、福田、高橋(明） 各教授・准教授 

欠席者 大橋教授、下津教授、尾山准教授 

 

○ 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 
持田研究科長から、３月１３日に開催された科所長会議の報告があった。世界経済フ

ォーラム（ＷＥＦ）トランスフォーメーション・マップへの協力について、学内の全学

委員会・室等の見直しについて、国際卓越大学院教育プログラムについて、未来社会協

創推進本部登録プロジェクトについて説明があった。 

次いで、４月１０日に開催された科所長会議の報告があった。日本武道館において挙

行された学部･大学院入学式、平成３０年度理事等の分担について、施設情報の透明化

について、平成３０年度東京大学学術成果刊行助成の公募について説明があった。 

 

３．研究科関係 
（１）海外渡航    １７件 
（２）海外渡航の取消  １件 

持田研究科長から報告があった。 

 

○ 協議事項 
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１．海外渡航         ３件 
持田研究科長から説明があり、審議の結果、了承された。 

 

２．委員等委嘱（学外）   １４件 
持田研究科長から説明があり、審議の結果、了承された。 

 

３．委員等委嘱（学内）    ６件 
持田研究科長から説明があり、審議の結果、了承された。 

 

４．非常勤講師等関係（学外） ５件 
持田研究科長から説明があり、審議の結果、了承された。 

 

５．非常勤講師等関係（学内） １件 

持田研究科長から説明があり、審議の結果、了承された。 

 

６．その他 

（１） 平成３０年度第３次配分及び平成３１年度概算要求、平成３１年度教員採用可能数再

配分について 
持田研究科長から報告があった。 

 
 

○ その他 

１．研究科懇談会及び社会科見学について 

柳川国際交流委員長より、研究科懇談会の開催及び留学生社会科見学の予定について案

内があった。 

 

以上 

１４時０５分終了 

 

Ⅱ 学部教授会 

 

出席者 持田研究科長、田渕、佐口、高橋（伸）、小野塚、神取、新宅、渡辺、阿部、佐藤

（泰）、小川、青木、高崎、柳川、宮尾、大森、加藤、山口、首藤、桑嶋、佐藤（整）、

矢坂、稲水、楡井、植田、石原、北尾、川口、中嶋、米山、城山、古澤、飯塚、馬

場、藤本、岡崎、市村、久保川、谷本、松島、福田、高橋(明） 各教授・准教授 

欠席者 大橋教授、下津教授、尾山准教授 

 

○ 報告事項 

１．海外渡航    １件 
持田学部長から報告があった。 

 
２．委員会関係 

（１）寄附金審査委員会   ５件 

持田学部長から、寄附金の受入れについて報告があった。 
（２）産学連携研究審査委員会 

持田学部長から、共同研究の受入れ１０件について報告があった。 
（３）日本経済国際共同研究センター運営委員会 

下津センター長が説明予定であったが急遽欠席のため、次回の教授会で説明を行うこ

ととした。 
３．平成３０年度特定有期雇用教職員    １０名 
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４．平成３０年度特定短時間有期雇用教職員 ４６名 

持田学部長から、平成３０年度雇用の特任研究員、学術支援職員、学術支援専門職員及

び特任専門職員の採用について報告があった。 

 

５．客員研究員 

持田学部長から、客員研究員の受入について報告があった。 

 

○ 協議事項 

１．教務関係 

（１）平成３０年度学士入学者について 

米山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 

米山教務委員長から説明があり、審議の結果、了承された。 

（３）交流協定に基づく留学の単位認定について 

米山教務委員長から説明があり、審議の結果、了承された。 

（４）その他 

①成績訂正について 

米山教務委員長から報告があった。 

②Ａ１学期授業評価アンケート結果について 

米山教務委員長から報告があった。 

③Ａ２学期授業評価アンケート結果について 

米山教務委員長から報告があった。 

④Ａ１学期成績分布表について 

米山教務委員長から報告があった。 

⑤Ａ２学期成績分布表について 

米山教務委員長から報告があった。 

 

○ その他 

    

    

以上 

１４時３５分終了 
 

 

Ⅲ 人事教授会 

 

審議 教授     ２件 

審議 准教授    １件 

審議 講師     １件 

審議・投票 教授  ５件 

審議・投票 准教授 ３件 

 

 

 

                次回教授会 ５月９日（水）１３：３０～ 

 

 

 

 

【別記１】教員等公募   ４件 
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（大 学 等） （職 種） (人員) （分 野 等） （締切） 
横浜国立大学大学院 
国際社会科学研究院

（経営系） 

教授又は准教授 １ 経営組織論 30.5.7 

東北学院大学 
経営学部経営学科 

准教授、講師、助教の 
いずれか 

１ 起業論 30.5.31 

東北学院大学 
経営学部経営学科 

准教授、講師、助教の 
いずれか 

１ マーケティング・リサー

チ 
30.5.31 

富山大学 
経済学部経営学科 

准教授または講師 １ 流通論 30.5.31 

 

 

【別記２】研究助成等募集  ６件 

（募 集 機 関） （助 成 概 要） （締 切） 

公益財団法人 民事紛争処理研

究基金 

民事紛争の処理に関する研究 30.5.10 
研究科長推薦要 

公益財団法人 かんぽ財団 生命保険に関する諸問題についての調査研究 30.5.12 
研究科長推薦要 

公益財団法人 メルコ学術振興

財団 
管理会計研究助成 30.5.7 

研究科長推薦要 
一般財団法人 医療経済研究・

社会保険福祉協会 
2018 年度 医療経済研究機構 研究助成 30.6.30 

直接 
一般社団法人 信託協会 平成 30 年度信託研究奨励金 30.9.30 

研究科長推薦要 
公益財団法人 ＪＦＥ２１世紀

財団 
2018 年度 アジア歴史研究助成 30.6.22 

直接 
 

 

【別記３】研究科長等交替挨拶状  ７件 

（ 機    関 ） （新） （旧） 

神戸大学大学院経営学研究科長 上林 憲雄 鈴木 一水 

神戸大学経済経営研究所長 濱口 伸明 上東 貴志 

大阪大学大学院国際公共政策研究科長 松野 明久 大久保 邦彦 
滋賀大学経済学部長 田中 英明 小倉 明浩 
横浜国立大学経済学部長 永井 圭二 中村 靖 
富山大学経済学部長・大学院経済学研究科長 福井 修 中村 和之 
高知大学人文社会科学部長 中川 香代 吉尾 寛 
 


