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第８回教育研究評議会議事要録（案）

１ 日 時１ 日 時１ 日 時１ 日 時 平成２３年１２月７日(水) ９：３０～１２：１５

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

議事に先立ち，田中議長から，11月20日(日)に逝去された 岩久保和義 氏

(高度学校教育実践専攻教員養成特別コース：みなし専任講師)に対して追悼の意が表

された。

５ 議 題５ 議 題５ 議 題５ 議 題

(1)教員人事について(1)教員人事について(1)教員人事について(1)教員人事について

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ついて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ついて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ついて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ついて

西園理事から，資料１－１〔教員選考候補者決定報告書〕に基づき選考経過等の

説明があり，審議の結果，湯地宏樹 氏を教授として，平成24年4月1日付けで

採用(任期満了予定日：平成29年3月31日)することを承認した。

② 自然系コース(理科)化学担当教授の採用について② 自然系コース(理科)化学担当教授の採用について② 自然系コース(理科)化学担当教授の採用について② 自然系コース(理科)化学担当教授の採用について

西園理事から，資料１－２〔教員選考候補者決定報告書〕に基づき選考経過等の

説明があり，審議の結果，胸組虎胤 氏を教授として，平成24年4月1日付けで

採用(任期満了予定日：平成29年3月31日)することを承認した。

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ついて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ついて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ついて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ついて

西園理事から，資料１－３〔教員選考候補者決定報告書〕に基づき選考経過等の

説明があり，審議の結果，寺島幸生 氏を講師として，平成24年4月1日付けで

採用(任期満了予定日：平成29年3月31日)することを承認した。

④ 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④ 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④ 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④ 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

西園理事から，資料１－４〔教員選考候補者決定報告書〕に基づき選考経過等の

説明があり，審議の結果，栗原 慶 氏を准教授として，平成24年4月1日付けで採用

(任期満了予定日：平成29年3月31日)することを承認した。

⑤ 実地教育担当准教授又は講師の採用について⑤ 実地教育担当准教授又は講師の採用について⑤ 実地教育担当准教授又は講師の採用について⑤ 実地教育担当准教授又は講師の採用について

西園理事から，資料１－５〔教員選考候補者決定報告書〕に基づき選考経過等の

説明があり，審議の結果，湯口雅史 氏を准教授として，平成24年4月1日付けで採用

(任期満了予定日：平成29年3月31日)することを承認した。

⑥ 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⑥ 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⑥ 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⑥ 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

西園理事から，資料１－６〔教員選考候補者決定報告書〕に基づき選考経過等の

説明があり，審議の結果，小川 勝 准教授の平成24年4月1日付け教授昇任を

承認した。
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⑦ 生活・健康系コース(保健体育)体育学担当准教授の教授昇任について⑦ 生活・健康系コース(保健体育)体育学担当准教授の教授昇任について⑦ 生活・健康系コース(保健体育)体育学担当准教授の教授昇任について⑦ 生活・健康系コース(保健体育)体育学担当准教授の教授昇任について

西園理事から，資料１－７〔教員選考候補者決定報告書〕に基づき選考経過等の

説明があり，審議の結果，綿引勝美 准教授の平成24年4月1日付け教授昇任を

承認した。

⑧ 臨床心理士養成コース精神医学担当教授又は准教授の採用について⑧ 臨床心理士養成コース精神医学担当教授又は准教授の採用について⑧ 臨床心理士養成コース精神医学担当教授又は准教授の採用について⑧ 臨床心理士養成コース精神医学担当教授又は准教授の採用について

西園理事から，資料１－８〔臨床心理士養成コース精神医学担当教授又は准教授

の採用について(報告)〕に基づき，第５回教育研究評議会(平成23年9月14日)

において，選考の開始が承認された臨床心理士養成コース精神医学担当教授又は

准教授の採用について，公募に対し応募がなかった旨，報告があった。引き続き，

本件教員人事については一旦終了したい旨，説明があり，審議の結果，これを承認

した。

(2)教員選考の開始について(2)教員選考の開始について(2)教員選考の開始について(2)教員選考の開始について

① 教員養成特別コース小学校教育実践担当みなし専任講師の採用について① 教員養成特別コース小学校教育実践担当みなし専任講師の採用について① 教員養成特別コース小学校教育実践担当みなし専任講師の採用について① 教員養成特別コース小学校教育実践担当みなし専任講師の採用について

小野瀬高度学校教育実践専攻長から，資料２〔教員専攻申出書〕に基づき，平成2

3年11月20日に急逝された 教員養成特別コース岩久保和義 みなし専任講師の後任採

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，選考を開始することを承認した。

(3)教員の割愛について(3)教員の割愛について(3)教員の割愛について(3)教員の割愛について

① 学校・学級経営コース教授の割愛について① 学校・学級経営コース教授の割愛について① 学校・学級経営コース教授の割愛について① 学校・学級経営コース教授の割愛について

田中学長から，口頭により，学校・学級経営コース岩永定 教授の熊本大学教育学部

への割愛について説明があり，審議の結果，平成24年3月31日付けで割愛することを

承認した。

② 授業実践・カリキュラム開発コース准教授の割愛について② 授業実践・カリキュラム開発コース准教授の割愛について② 授業実践・カリキュラム開発コース准教授の割愛について② 授業実践・カリキュラム開発コース准教授の割愛について

田中学長から，口頭により，授業実践・カリキュラム開発コース廣瀨隆司 准教授の

四天王寺大学教育学部への割愛について説明があり，審議の結果，平成24年3月31日

付けで割愛することを承認した。

(4)その他(4)その他(4)その他(4)その他

特になし

４ 報告事項４ 報告事項４ 報告事項４ 報告事項

(1)平成２４年度公立学校等教員採用試験合格状況について(1)平成２４年度公立学校等教員採用試験合格状況について(1)平成２４年度公立学校等教員採用試験合格状況について(1)平成２４年度公立学校等教員採用試験合格状況について

西園理事から，資料３〔平成24年度公立学校等教員採用試験合格状況〕に基づき，

学部及び大学院学生の平成24年度公立学校等教員採用試験における合格状況につい

て報告があった。
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(2)「教育研究活動等の業績評価申告票」の提出について(2)「教育研究活動等の業績評価申告票」の提出について(2)「教育研究活動等の業績評価申告票」の提出について(2)「教育研究活動等の業績評価申告票」の提出について
田中学長から，口頭により，平成23年度の自己点検・評価に係る「教育研究

活動等の業績評価申告票」について，既に各教員に対し，作成の依頼を行って

いるが，再度，各教育部会において周知願いたい旨，説明があった。

引き続き，各教育部長に対し，「教育研究活動等の業績評価申告票」の記載内容の

確認作業を行う教員を各教育部から1名推薦願うこと，おって依頼文書を発送する旨，

説明があった。

(3)人事委員会報告(3)人事委員会報告(3)人事委員会報告(3)人事委員会報告
① 言語系コース(英語)英米文学(イギリス文学)担当講師の准教授昇任に係る教員① 言語系コース(英語)英米文学(イギリス文学)担当講師の准教授昇任に係る教員① 言語系コース(英語)英米文学(イギリス文学)担当講師の准教授昇任に係る教員① 言語系コース(英語)英米文学(イギリス文学)担当講師の准教授昇任に係る教員
選考委員会の設置について選考委員会の設置について選考委員会の設置について選考委員会の設置について
西園理事から，口頭により，第７回教育研究評議会で選考開始が承認された，

言語系コース(英語)英米文学(イギリス文学)担当講師の准教授昇任について，

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)

○前田 一平 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)

○八幡 ゆかり 教授 ，村井 万里子 教授

乾 信之 教授 ，太田 直也 教授

② 自然系コース(理科)物理学担当准教授の教授昇任に係る教員選考委員会の設置② 自然系コース(理科)物理学担当准教授の教授昇任に係る教員選考委員会の設置② 自然系コース(理科)物理学担当准教授の教授昇任に係る教員選考委員会の設置② 自然系コース(理科)物理学担当准教授の教授昇任に係る教員選考委員会の設置
についてについてについてについて
西園理事から，口頭により，第７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)物理学担当准教授の教授昇任について，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)

○尾崎 士郎 委員 ，田中 弘之 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)

○米澤 義彦 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)

○伴 恒信 教授 ，梅津 正美 教授

香西 武 教授 ，成川 公昭 教授

③ 国際教育コース国際教育開発担当准教授の教授昇任に係る教員選考委員会の③ 国際教育コース国際教育開発担当准教授の教授昇任に係る教員選考委員会の③ 国際教育コース国際教育開発担当准教授の教授昇任に係る教員選考委員会の③ 国際教育コース国際教育開発担当准教授の教授昇任に係る教員選考委員会の
設置について設置について設置について設置について
西園理事から，口頭により，第７回教育研究評議会で選考開始が承認された，

国際教育コース国際教育開発担当准教授の教授昇任について，次のとおり選考委員会

を設置した旨，報告があった。
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◎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)

○尾崎 士郎 委員 ，田中 弘之 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)

○近森 憲助 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)

○木内 陽一 教授 ，太田 直也 教授

米澤 義彦 教授 ，山木 朝彦 教授

④ 臨床心理士養成コース臨床心理学担当准教授の採用に係る教員選考について④ 臨床心理士養成コース臨床心理学担当准教授の採用に係る教員選考について④ 臨床心理士養成コース臨床心理学担当准教授の採用に係る教員選考について④ 臨床心理士養成コース臨床心理学担当准教授の採用に係る教員選考について
西園理事から，口頭により，第７回教育研究評議会において選考開始が承認された

臨床心理士養成コース臨床心理学担当准教授の採用について，教員選考委員会は設置

せず，人事委員会で候補者の選考を行うこと及び，現在，徳島県教育委員会に候補者

の推薦を依頼中である旨，報告があった。

⑤ 実地教育担当准教授の採用に係る教員選考について⑤ 実地教育担当准教授の採用に係る教員選考について⑤ 実地教育担当准教授の採用に係る教員選考について⑤ 実地教育担当准教授の採用に係る教員選考について
西園理事から，口頭により，第７回教育研究評議会において選考開始が承認された

実地教育担当准教授の採用について，教員選考委員会は設置せず，人事委員会で候補

者の選考を行うこと及び，現在，徳島県教育委員会に候補者の推薦を依頼中である旨，

報告があった。

(4)各種会議報告について(4)各種会議報告について(4)各種会議報告について(4)各種会議報告について
田中学長から，第７回教育研究評議会以降に出席した各種会議において，共通の

審議事項として取り上げられた「国家公務員の給与減額支給措置」への対応等につい

て，審議経過及び，国立大学協会の取り組み等の報告があった。

(5)その他(5)その他(5)その他(5)その他
① 仕事納め式及び仕事始め式について① 仕事納め式及び仕事始め式について① 仕事納め式及び仕事始め式について① 仕事納め式及び仕事始め式について
田中学長から，口頭により，年末の仕事納め式及び年始の仕事始め式について，

今後，年末の仕事納め式は実施せず，年始の仕事始め式のみを実施すること及び，

仕事始め式(1月4日(水)午前10時～)の出席者は，役員，副学長，各部長(センター，

附属学校を含む｡)，各センター所長及び事務職員(課長補佐，室長以上)とする旨，

報告があった。

○次回の教育研究評議会は，定例どおり1月11日(水)の13時 1 0分から開催

予定である旨，報告があった。


