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第４回教育研究評議会議事要録

１ 日 時１ 日 時１ 日 時１ 日 時 平成２３年７月１３日（水） １３：１０～１５：３３
２ 場 所２ 場 所２ 場 所２ 場 所 本部棟 ２階 「特別会議室」
３ 出席者３ 出席者３ 出席者３ 出席者 １７人
４ 欠席者４ 欠席者４ 欠席者４ 欠席者 なし
５ 議 題５ 議 題５ 議 題５ 議 題

(1)教員選考の開始について(1)教員選考の開始について(1)教員選考の開始について(1)教員選考の開始について
① 実地教育担当准教授又は講師の採用について① 実地教育担当准教授又は講師の採用について① 実地教育担当准教授又は講師の採用について① 実地教育担当准教授又は講師の採用について
西村人文・社会系教育部長から，資料１－１〔教員選考申出書〕に基づき，平成

２４年３月３１日に定年退職となる清水茂准教授の後任採用に係る選考の開始につ
いて説明があり，審議の結果，採用予定日を平成２４年４月１日として，選考の開
始を承認した。

② 芸術系コース（美術）工芸（陶芸）担当准教授又は講師の採用について② 芸術系コース（美術）工芸（陶芸）担当准教授又は講師の採用について② 芸術系コース（美術）工芸（陶芸）担当准教授又は講師の採用について② 芸術系コース（美術）工芸（陶芸）担当准教授又は講師の採用について
田中芸術・健康系教育部長から，資料１－２〔教員選考申出書〕に基づき，平成

２３年４月１３日開催の第１回教育研究評議会において承認された平成２４年度の
教員定員計画に基づく,芸術系コース（美術）工芸（陶芸）担当准教授又は講師の
採用に係る選考の開始について説明があり，審議の結果，採用予定日を平成２４年
４月１日として，選考の開始を承認した。

③ 芸術系コース（美術）絵画担当准教授の教授昇任について③ 芸術系コース（美術）絵画担当准教授の教授昇任について③ 芸術系コース（美術）絵画担当准教授の教授昇任について③ 芸術系コース（美術）絵画担当准教授の教授昇任について
田中芸術・健康系教育部長から，資料１－３〔教員選考申出書〕に基づき，平成

２３年４月１３日開催の第１回教育研究評議会において承認された平成２４年度の
教員定員計画に基づく，芸術系コース（美術）絵画担当准教授の教授昇任に係る選
考の開始について説明があり，審議の結果，昇任予定日を平成２４年４月１日とし
て，選考の開始を承認した。

④ 芸術系コース（美術）美術理論・美術史担当准教授の教授昇任について④ 芸術系コース（美術）美術理論・美術史担当准教授の教授昇任について④ 芸術系コース（美術）美術理論・美術史担当准教授の教授昇任について④ 芸術系コース（美術）美術理論・美術史担当准教授の教授昇任について
田中芸術・健康系教育部長から，資料１－４〔教員選考申出書〕に基づき，平成

２３年４月１３日開催の第１回教育研究評議会において承認された平成２４年度の
教員定員計画に基づく芸術系コース（美術）美術理論・美術史担当准教授の教授昇
任に係る選考の開始について説明があり，審議の結果，昇任予定日を平成２４年４
月１日として，選考の開始を承認した。

(2)教員の辞職について(2)教員の辞職について(2)教員の辞職について(2)教員の辞職について
田中学長から，臨床心理士養成コース井上和臣教授の辞職（事由：一身上の都合

による，退職予定日：平成２４年３月３１日）及び，辞職承認の上は，臨床心理士
養成コースにおいて後任の補充を進めることについて説明があり，審議の結果，承
認した。

(3)教員人事に関する特例措置について(3)教員人事に関する特例措置について(3)教員人事に関する特例措置について(3)教員人事に関する特例措置について
田中学長から，参考資料１に基づき，教授昇任人事の特例措置として，言語系コ

ース（国語）及び言語系コース（英語）の各1人分の教授ポストを，学長が預かり，
教授ポストが空いていない他のコースに，教授昇任用として振り分けることについ
て，当該教育部長及び両コースの承認が得られた旨，説明があった。
引き続き，全学的視点から見て，最も適切な教授昇任人事を検討の上，教育部長

を通して，教員選考の開始を上程することについて説明があり，審議の結果，承認
した。
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(4) 国際学術交流協定及び学生交流実施細目の更新について(4) 国際学術交流協定及び学生交流実施細目の更新について(4) 国際学術交流協定及び学生交流実施細目の更新について(4) 国際学術交流協定及び学生交流実施細目の更新について
① 南開大学との更新について① 南開大学との更新について① 南開大学との更新について① 南開大学との更新について
山下理事から，資料２－１〔南開大学との国際学術交流協定書の更新について〕

及び，資料２－２〔鳴門教育大学と南開大学との国際学術交流協定書及び学生交流
実施細目〕に基づき，南開大学との国際学術交流協定及び学生交流実施細目の更新
について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

② プレトリア大学との更新について② プレトリア大学との更新について② プレトリア大学との更新について② プレトリア大学との更新について
山下理事から，資料３－１〔プレトリア大学との国際学術交流協定書の更新につ

いて〕及び，資料３－２〔鳴門教育大学とプレトリア大学との国際学術交流協定書
及び学生交流実施細目〕に基づき，プレトリア大学との国際学術交流協定及び学生
交流実施細目の更新について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

(5) 徳島県立鳴門渦潮高等学校との高大連携について(5) 徳島県立鳴門渦潮高等学校との高大連携について(5) 徳島県立鳴門渦潮高等学校との高大連携について(5) 徳島県立鳴門渦潮高等学校との高大連携について
田中学長及び田中芸術・健康系教育部長から，口頭により，徳島県教育委員会か

ら，平成２４年４月に開校する徳島県立鳴門渦潮高校と本学との高大連携協定締結
について依頼があった旨及び，協定締結に向けての検討状況について，説明があり，
審議の結果，高大連携協定を締結することとした。
引き続き，濵谷企画総務課長から，資料４〔鳴門教育大学と徳島県立鳴門渦潮高

等学校との高大連携に関する協定書（案）〕に基づき，連携協定書（案）について
説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

(6)(6)(6)(6)その他その他その他その他

特になし

６ 報告事項６ 報告事項６ 報告事項６ 報告事項
(1)平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書の修正について(1)平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書の修正について(1)平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書の修正について(1)平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書の修正について

田中学長及び草下副学長から，資料５〔平成２２年度に係る業務の実績に関する
報告書〕に基づき，第３回教育研究評議会（6/8実施）において審議し，文部科学
省に提出した，平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，文部
科学省より，一部指摘等があり，修正の上，再提出した旨，報告があった。

（2）人事委員会報告（2）人事委員会報告（2）人事委員会報告（2）人事委員会報告
① 幼年発達支援コース幼児教育方法学担当教授の採用に係る選考委員会の設置に① 幼年発達支援コース幼児教育方法学担当教授の採用に係る選考委員会の設置に① 幼年発達支援コース幼児教育方法学担当教授の採用に係る選考委員会の設置に① 幼年発達支援コース幼児教育方法学担当教授の採用に係る選考委員会の設置に
ついてついてついてついて
西園理事から，第３回教育研究評議会で選考開始が承認された，幼年発達支援コ

ース幼児教育方法学担当教授の採用について，次のとおり選考委員会を設置した旨，
報告があった。

◎教員選考委員会委員◎教員選考委員会委員◎教員選考委員会委員◎教員選考委員会委員
委員会要項第2条第1号委員（人事委員会委員長が指名する人事委員会委員）
○佐古 秀一 委員 ，尾崎 士郎 委員
委員会要項第2条第2号委員（当該教育部教育部長が推薦する教員）
○浜崎 隆司 教授（主査）
委員会要項第2条第3号委員（人事委員会が指名する教員）
○村井 万里子 教授 ，長島 真人 教授
木下 光二 教授 ，田村 隆弘 教授
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② 自然系コース（理科）化学担当教授の採用に係る選考委員会の設置について② 自然系コース（理科）化学担当教授の採用に係る選考委員会の設置について② 自然系コース（理科）化学担当教授の採用に係る選考委員会の設置について② 自然系コース（理科）化学担当教授の採用に係る選考委員会の設置について
西園理事から，第３回教育研究評議会で選考開始が承認された，自然系コース（理

科）化学担当教授の採用について，次のとおり選考委員会を設置した旨，報告があ
った。

◎教員選考委員会委員◎教員選考委員会委員◎教員選考委員会委員◎教員選考委員会委員
委員会要項第2条第1号委員（人事委員会委員長が指名する人事委員会委員）
○西村 公孝 委員 ，尾崎 士郎 委員
委員会要項第2条第2号委員（当該教育部教育部長が推薦する教員）
○村田 守 教授（主査）
委員会要項第2条第3号委員（人事委員会が指名する教員）
○香西 武 教授 ，前田 英雄 教授
山崎 勝之 教授 ，吉本 佐雅子 教授

③ 自然系コース（理科）理科教育及び物理学担当准教授又は講師の採用に係る選③ 自然系コース（理科）理科教育及び物理学担当准教授又は講師の採用に係る選③ 自然系コース（理科）理科教育及び物理学担当准教授又は講師の採用に係る選③ 自然系コース（理科）理科教育及び物理学担当准教授又は講師の採用に係る選
考委員会の設置について考委員会の設置について考委員会の設置について考委員会の設置について
西園理事から，第３回教育研究評議会で選考開始が承認された，自然系コース（理

科）理科教育及び物理学担当准教授又は講師の採用について，次のとおり選考委員
会を設置した旨，報告があった。

◎教員選考委員会委員◎教員選考委員会委員◎教員選考委員会委員◎教員選考委員会委員
委員会要項第2条第1号委員（人事委員会委員長が指名する人事委員会委員）
○西村 公孝 委員 ，尾崎 士郎 委員
委員会要項第2条第2号委員（当該教育部教育部長が推薦する教員）
○香西 武 教授（主査）
委員会要項第2条第3号委員（人事委員会が指名する教員）
○成川 公昭 教授 ，本田 亮 准教授
小野瀬 雅人 教授 ，長島 真人 教授

(3)宮城教育大学教育復興支援センターでの支援について(3)宮城教育大学教育復興支援センターでの支援について(3)宮城教育大学教育復興支援センターでの支援について(3)宮城教育大学教育復興支援センターでの支援について
田中学長から，資料６〔宮城教育大学教育復興支援センター支援プログラム等〕

に基づき，宮城教育大学教育復興支援センターが実施する，復興に向けての支援プ
ログラムの内容等について説明があり，本学として支援するにあたり，既に，一部
のコース及びセンターにおいて，協力を依頼しているところであるが，全学的な支
援として，各専攻・コース等においても協力願いたい旨，説明があった。
なお，協力いただける専攻・コースについては，日程及び参加人数等を企画総務

課まで連絡願いたい旨，説明があった。

(4)第３３回・３４回鳴教大教育・文化フォーラムについて(4)第３３回・３４回鳴教大教育・文化フォーラムについて(4)第３３回・３４回鳴教大教育・文化フォーラムについて(4)第３３回・３４回鳴教大教育・文化フォーラムについて
山下理事から，資料７－１〔第３３回 鳴教大 教育・文化フォーラム実施要項〕

及び資料７－２〔第３４回 鳴教大 教育・文化フォーラム実施要項〕に基づき，
第３３回・第３４回鳴教大教育・文化フォーラムの開催について，報告があった。

(5)大学院定員充足に係る各コース等と学長の面談結果について(5)大学院定員充足に係る各コース等と学長の面談結果について(5)大学院定員充足に係る各コース等と学長の面談結果について(5)大学院定員充足に係る各コース等と学長の面談結果について
田中学長，山下理事及び賀川副学長から，資料８〔大学院学生定員充足に向けた

専攻・コースとの懇談会〕に基づき，各専攻・コースから示された大学院学生定員
充足に向けた取組状況及び，今後の対応策等について，報告があった。
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(6)平成24年度特別経費（プロジェクト分）概算要求事項「教員養成モデルカリキュラ(6)平成24年度特別経費（プロジェクト分）概算要求事項「教員養成モデルカリキュラ(6)平成24年度特別経費（プロジェクト分）概算要求事項「教員養成モデルカリキュラ(6)平成24年度特別経費（プロジェクト分）概算要求事項「教員養成モデルカリキュラ
ムの発展的研究」についてムの発展的研究」についてムの発展的研究」についてムの発展的研究」について

西園理事及び石塚本部長から，資料９〔平成２４年度特別経費（プロジェクト分）
概算要求事項の概要〕に基づき，文部科学省へ提出した,平成２４年度概算要求事
項「教員養成モデルカリキュラムの発展的研究」について報告があった。

(7)各種会議報告(7)各種会議報告(7)各種会議報告(7)各種会議報告
① 日本教育大学協会評議員会① 日本教育大学協会評議員会① 日本教育大学協会評議員会① 日本教育大学協会評議員会

田中学長及び西村人文・社会系教育部長から，資料６[各種会議報告について]
に基づき，６月１７日（金）に開催された，日本教育大学協会評議会の主な内容
について報告があった。
○議 題

１ 平成２２年度事業報告について
（1）事業報告
（2）各地区会報告
（3）各委員会報告
２ 平成２２年度決算報告書（案）について
３ 平成２３年度事業計画（案）について
４ 平成２３年度予算（案）について
５ 平成２３年度日本教育大学協会研究助成採択（案）について
６ 規約等の改正（案）について
７ その他

② 一般社団法人国立大学協② 一般社団法人国立大学協② 一般社団法人国立大学協② 一般社団法人国立大学協会会会会第１回通常総会第１回通常総会第１回通常総会第１回通常総会
田中学長から，資料６[各種会議報告について]に基づき，６月２２日（水）に

開催された，一般社団法人国立大学協会第１回通常総会の主な内容について報告
があった。
○議 題
１ 支部推薦理事の選任について
２ 支部推薦委員の所属委員会について
３ 各支部における会長選出に関する議論について
４ 会長選出の意向投票について
５ 会長の選定結果について
６ 副会長の選定結果について
７ 会長指名理事の選任について
８ 専務理事、常務理事の選定結果について
９ 理事の役割分担の決定、委員会名簿の確定について
１０ 監事の選任について
１１各種報告事項
１２平成２２年度の実績報告について
１３平成２５年度入学者選抜に関する実施要領等について
１４国立大学の機能強化 －国民への約束－【中間まとめ】について
１５諸規程の一部改正について
１６その他

③ 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議③ 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議③ 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議③ 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議
田中学長から，資料６[各種会議報告について]に基づき，６月２３日（木）に

開催された， 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の主な内容
について報告があった。
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○議 題
１ 概算要求等当面の諸課題について

④ 平成２３年度全国国立教育系大学学長・事務局長会議④ 平成２３年度全国国立教育系大学学長・事務局長会議④ 平成２３年度全国国立教育系大学学長・事務局長会議④ 平成２３年度全国国立教育系大学学長・事務局長会議
田中学長から，資料６[各種会議報告について]に基づき，６月２３日（木）に

開催された，平成２３年度全国国立教育系大学学長・事務局長会議の主な内容に
ついて報告があった。
○協議事項
１ 教員の資質向上の方策について
２ 平成２４年度 概算要求及び運営費交付金の見通しについて
３ 東日本大震災に伴う教育支援等に係る学生ボランティアの対応状況について
４ 国大協「国立大学の機能強化について（中間まとめ）」について

(8)その他(8)その他(8)その他(8)その他

○次回の教育研究評議会は，９月１４日（水）の１３時１０分から開催予定である旨，
報告があった。


