
教育研究評議会（平成２４年度第１０回）議事要旨 
 
１．日 時   平成２５年２月１９日（火）１３：３０～１５：００    
 
２．場 所   事務局３階 会議室 
 
３．出席者   磯貝議長（学長） 

村井、新名、髙比良、畚野の各評議員（理事） 
松本（裕）、片岡、湊、横田、大門、小笠原、寳學、松本（健）、伊東、菊池、堀江の
各評議員 

 
出席監事  東山、二宮の両監事 
 
陪席者   北出経営企画部長 

奥田、竹下、桐山、森川、林田、末廣の各課長 

浅井会計課課長補佐 
 

（配付資料一覧） 
資料１     教育研究評議会（平成２４年度第９回）議事要旨（案） 
資料２     平成２５年４月１日付け名誉教授称号授与候補者一覧（案） 
資料３－１   テニュア・トラック制に関する関連学内諸規約の一部改正について（案） 
資料３－２   国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学テニュア・トラック制に関する規程（新旧

対照表） 
資料３－３   国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学テニュア・トラック教員の選考に関する細

則（新旧対照表） 
資料４     労働契約法の一部を改正する法律の施行にかかる助教の任期等について（案） 
資料５     教員人事について（審議） 
資料６     海外の学術交流協定の締結等について 
資料７     各種委員会及び各研究科教授会等の報告について（平25.1.22～平25.2.18) 
資料８－１   教員人事について(報告） 
資料８－２   教員人事について(報告） 
資料９     【女性研究者支援事業】評価結果報告書について 
資料１０     平成２４年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」の審査所見に

ついて 
資料１１－１  平成２５年度秋学期・平成２６年度学生募集要項について 
資料１１－２   2014 Admission Information and Application Guide (Spring Admission for the 

Master’s Courses) 
資料１１－３    2013 Admission Information and Application Guide (Fall Admission for 

Master’s Course) 
資料１１－４    2014 Admission Information and Application Guide (Fall Admission for 

 Master’s Course) 
資料１１－５    2014 Admission Information and Application Guide (Doctoral Courses) 
資料１１－６  2013 Admission Information and Application Guide (Fall Admission for the  

Doctoral Courses) 
資料１１－７  2014 Admission Information and Application Guide (Spring Admission for the 

  Master’s Course: International Program) 
資料１１－８  2013 Admission Information and Application Guide (Fall Admission for the 

  Master’s Course: International Program) 
資料１１－９  2014 Admission Information and Application Guide (Fall Admission for the  

Master’s Course: International Program) 
資料１１－１０ 2013 Admission Information and Application Guide (Fall Admission for the  

Master’s Course: International Program) 
資料１１－１１ 2014 Admission Information and Application Guide (Spring Admission for the 

  Master’s Course: International Program) 
資料１２    重点戦略経費財源調 
資料１３    平成２５年度文部科学関係予算(案)のポイント 
資料１４－１  工学分野のミッションの再定義 意見交換会 出席者名簿 
資料１４－２  奈良先端科学技術大学院大学提出資料 
資料１５    次期研究科長候補者等について（報告） 
資料１６    次期経営協議会委員学外有識者について（意見聴取） 
資料１７    近畿管区行政評価局調査について 
資料１８    奈良先端大 受験生のためのオープンキャンパス２０１３ 
 



資料１９    第２７回奈良先端大産学連携フォーラム「最先端研究Now ～未来へつなげる科学技
術～」 

 
 

４．議 事 
（前回議事要旨の確認）  

資料１の前回（平成２４年度第９回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認された。 
      
 
（審議事項） 
（１）名誉教授の称号授与について 

議長及び研究科長から、資料２に基づき、名誉教授称号授与候補者（４名）への称号授与につい
て、推薦理由について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。 
 

（２）テニュア・トラック制に関する関連学内諸規程の一部改正について 
髙比良理事から、資料３－１～３に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学テニュ

ア・トラック制に関する規程及び国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学テニュア・トラック教員
の選考に関する細則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 
（３）労働契約法の一部を改正する法律の施行に係る助教の任期等について 

髙比良理事から、資料４に基づき、労働契約法の一部を改正する法律の施行に係る助教の任期等
の申し合わせの文書化について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 
 

（４）教員人事について 
議長から、資料５に基づき、教員人事（助教１名の採用）について説明があり、審議の結果、原

案どおり承認された。 
 

（５）海外との学術交流協定の締結等について  
新名理事から、資料６に基づき、１．タイのチュラロンコン大学との学術交流協定の更新、２．

フランスのポアティエ大学との学術交流協定の更新、３．大韓民国の韓国科学技術院との学術交流協
定の終結、４．大韓民国の韓国生命工学研究院との学術交流協定の終結について説明があり、審議の
結果、原案どおり承認された。 

 
 

（報告事項） 
（１）各種委員会及び各研究科教授会等の報告について 

議長から、資料７に基づき、以下の各種委員会及び各研究科教授会等の議事概要について、報
告が行われた。 
   
・平成２４年度第１０回役員会（平成２５年１月２９日開催） 
・平成２４年度第４回経営協議会（平成２５年１月２４日開催） 
・平成２４年度第７回総合企画会議（平成２５年２月５日開催） 
・平成２４年度第１１回情報科学研究科教授会（平成２５年２月１４日開催(電子教授会)） 
・平成２４年度第１５回バイオサイエンス研究科教授会（平成２５年２月１日開催） 
・平成２４年度第１１回物質創成科学研究科教授会（平成２５年１月３０日開催(電子教授会)） 
・平成２４年度第１２回物質創成科学研究科教授会（平成２５年２月１２日開催） 
・平成２４年度第９回全学教育委員会（平成２５年１月２５日開催） 
・平成２４年度第１０回安全衛生委員会（平成２５年１月３１日開催(電子委員会)） 
・平成２４年度第３回広報委員会（平成２５年１月１７日開催） 
・平成２４年度第１４回事務連絡会（平成２５年１月２５日開催） 
・平成２４年度第１５回事務連絡会（平成２５年２月１４日開催） 
・平成２４年度第５回企画室ミーティング（平成２５年１月２２日開催） 

 
（２）教員人事について  

議長から、資料８―１～２に基づき、教員人事（教授２名、准教授３名及び助教２名の退職並び
に特任助教１名の採用）について、報告が行われた。 

 
（３）女性研究者支援モデル育成プログラムの事後評価結果について   

村井理事から、資料９に基づき、女性研究者支援モデル育成プログラムの事後評価結果について、
報告が行われた。 

 
 
 
 



（４）平成２４年度「国費外国人留学生優先配置特別プログラム」の審査所見について 
   村井理事から、資料１０に基づき、平成２４年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プロ

グラム」の審査所見について、報告が行われた。 
   また、議長から、審査結果について、研究科内で情報共有するよう併せて報告が行われた。 

 
（５）平成２５年度秋学期・平成２６年度入学者選抜試験募集要項について（英語版）  

村井理事から、資料１１－１～１１に基づき、平成２５年度秋学期・平成２６年度入学者選抜試
験募集要項（英語版）について、報告が行われた。 
 

（６）平成２４年度重点戦略経費の配分について（第４次）  
髙比良理事から、資料１２に基づき、平成２４年度重点戦略経費の配分（第４次）について、報

告が行われた。 
 

（７）平成２５年度予算内示について  
髙比良理事から、資料１３に基づき、平成２５年度の文部科学省関係予算及び本学の予算内示の

概要について、報告が行われた。 
また、髙比良理事から、平成２４年度の文部科学省の補正予算(緊急経済対策)に係る「地域資源 

等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」へ申請した旨の報告があった。 
 
（８）会計検査院実地検査について 

髙比良理事から、平成２５年２月４日、５日に実施された会計検査院実地検査の結果について、
報告が行われた。 
 

（９）国立大学ミッションの再定義に関する意見交換会について  
議長から、資料１４－１～２に基づき、平成２５年２月６日に文部科学省において実施された工

学分野のミッションの再定義に係る意見交換会の概要について、報告が行われた。 
 
（１０）次期研究科長候補者等について   

議長から、資料１５に基づき、小笠原次期学長候補者から報告があった次期研究科長候補者及び
次期センター長候補者について、報告が行われた。 

 
 
（その他） 
（１）次期経営協議会委員学外有識者について  

議長から、資料１６に基づき、小笠原次期学長候補者から報告があった次期経営協議会委員学外
有識者について説明が行われ、意見聴取の結果、評議員から特に意見はなく、学長が任命するこ
ととなった。  

 
（２）平成２４年度職員表彰について  

髙比良理事から、平成２５年２月２０日に実施予定の職員表彰について、３名に表彰状を授与す
る旨の報告が行われた。 

 
（３）総務省近畿管区行政評価局調査について  

髙比良理事から、資料１７に基づき、平成２５年２月２５日、２６日に実施予定の総務省近畿管
区行政評価局による「科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する調査」について、報告が行
われた。 

 
（４）受験生のためのオープンキャンパス２０１３の開催について 

村井理事から、資料１８に基づき、平成２５年３月９日に開催予定の「受験生のためのオープン
キャンパス２０１３」について、開催案内が行われた。 
 

（５）第２７回奈良先端大産学連携フォーラムの開催について 
新名理事から、資料１９に基づき、平成２５年３月１１日に中之島センタービルにて開催予定の

第２７回奈良先端大産学連携フォーラム「最先端研究Ｎｏｗ ～未来へつなげる科学技術～」につ
いて、開催案内が行われた。 
 
 

以 上 


