
 

平成２０年度 第１３回教育研究評議会（持回り） 

 
日  時  平成２１年 ３月２４日（火） 
場  所  メール会議 

 
〔審議事項〕 
（１）教育職員の選考について                            

 



 

平成２０年度 第１２回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２１年 ３月 ２日（月） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 
（１）教育職員の選考について                            

（２）任期付教員の評価審査について                         

 （３）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について               
 （４）平成２１年度年度計画について                         
 （５）各種センター及び重点プロジェクトセンター等に関する学内規則の改正について   
 （６）ものつくり工房管理運営規則について                      
 （７）職務発明取扱規程の一部改正について                      
 
〔報告事項〕 
（１）副情報工学研究院長・センター長等の選考について 

（２）寄附講座の設置について 

①電力系統制御工学                              

    ②エコ・ハイブリッド ウエルディング（ＳＡＮＫＹＵ）              

（３）就業規則等の改正について                           

（４）特任教授、特任准教授の称号授与について                    

（５）統合ＩＤ管理システムのレンタル経費について                  

（６）平成２０年度科学研究費補助金採択件数・配分額について             

（７）平成２０年度卒業証書・学位記授与式及び平成２１年度入学式について       

（８）平成２１年度国立大学法人総合損害保険への加入について             

（９）平成２１年度出願状況及び入学手続き状況について 

   ①一般選抜・私費外国人留学生試験出願状況について               

   ②編入学・推薦入学試験入学手続き状況について                 

   ③大学院博士後期課程定員充足状況について                   



 

平成２０年度 第１１回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２１年 ２月 ４日（水） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）教育職員の選考について                          

（２）学長裁量定員の取扱いについて                       

 （３）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について             
 （４）平成２０年度年度計画の変更（案）について                
 
〔報告事項〕 

（１）大学院博士後期課程定員充足状況について                  

（２）教育職員選考委員会の設置について                     

（３）大学評価・学位授与機構の教育研究評価に関する評価報告書（案）及び     

   意見申立等について 

（４）平成２０年度の年度評価の確定及びデータベースへの入力について       

（５）評価業務に関する今後のスケジュールについて                

（６）客員教授の称号授与について                        

（７）特任教授の称号授与について                        

（８）部局間国際交流協定の締結について 

   ①南カルフォルニア大学                          

   ②バラナスヒンズー大学工学研究科                     

（９）平成２２年度の入学式の日程について                               



 

平成２０年度 第１０回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２１年 １月 ７日（水） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）教育職員の選考について                          

（２）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について             

 （３）職員の勤務時間の変更について                       
 （４）寄附講座規則等の改正について                       
 （５）科目等履修生規則等の改正について                     
 （６）センター長選考委員会の設置に伴う各センター等の規則改正について      
 
〔報告事項〕 

（１）平成２１年度予算（運営費交付金）の内示状況について            

（２）会計経理の適正な執行について                       

（３）国立大学法人等の教育研究評価に関する今後のスケジュールについて     

（４）マイカー通勤者の任意保険加入について                   

（５）教育職員の採用延期について 

（６）客員教授の称号授与について                        

（７）部局間国際交流協定の締結について 

   ①フラウンフォーファーＩＡＩＳ研究所                   

   ②マヒドル大学理学部                           

   ③チュラロンコン大学理学部                        

（８）平成２１年度科学研究費補助金の申請状況について                           

（９）平成２０年度九州工業大学文化講演会実施計画（案）について         

（10）（社）国立大学協会臨時学長等懇談会について                 



 

平成２０年度 第９回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２０年１２月 ２日（火） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）再雇用制度について                            

（２）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について             

 
〔報告事項〕 

（１）「平成２０年度の年度計画の暫定評価の実施」、「内部監査の実施」及び     

   「平成２１年度の年度計画案の作成」について 

（２）情報セキュリティポリシーに関する基本規程に基づく情報セキュリティ     

   責任者の設置について 

（３）平成２０年度後期授業料免除者の選考結果について              

（４）再チャレンジ支援プログラムによる平成２０年度後期授業料免除者の      

   選考結果について 

（５）平成２１年度推薦入学試験出願状況について                 

（６）平成２１年度入学試験実施組織について                   

（７）１００周年記念式典の実施について                     

（８）九州地方知事会特別決議について                      

（９）（社）国立大学協会の要望書について                     
（10）情報工学研究院長の任命について 
（11）平成２０年度予算の執行状況について 



 

平成２０年度 第８回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２０年１１月 ５日（水） １４：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）教育職員の選考について                          

（２）情報基盤室規則の一部改正について                     

（３）寄附講座規則の一部改正について                      

（４）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について             

 
〔報告事項〕 

（１）センター長の選考について                         

（２）人材登用活性化制度の実施について                     

（３）平成１９年度に係る業務の実績に関する評価結果について           

（４）中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査について          

（５）部局間国際交流協定の締結について 

   ①ブラウンシュバイク工科大学機械工学部                  

   ②オークランド工科大学知識工学・知識発見研究所              

（６）マレーシアにおける三者間共同研究契約について               

（７）１００周年記念式典の検討について                                         

（８）生命体工学研究科の教育研究に対する連携・協力に関する覚書について     

（９）平成２１年度入学式について                        

（10）平成２１年度学年暦について                        

（11）平成２０年度１０月入学者の入学料免除者について              

（12）第４８回工大祭について 

（13）平成２１年度大学院入学試験実施結果等について               

（14）（社）国立大学協会第１４回通常総会について                

（15）平成２０年度予算の執行状況について 

（16）共同利用研究施設等の検討の取り進めについて 
（17）経営協議会について 



 

平成２０年度 第７回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２０年１０月 １日（水） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）大学間国際交流協定の締結について                       

 （２）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について               

 
〔報告事項〕 

（１）学長特別補佐の任命について 

（２）教育職員選考委員会の経過について                       

（３）特任教授の称号授与について                          

（４）全学統合ＩＤ管理システム導入に関する指針について               

（５）第８回産学連携フェア、第１４回九州・国際テクノフェアの開催について      

（６）国立大学協会九州地区支部会議について                     



 

平成２０年度 第６回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２０年 ９月 ３日（水） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）教育職員の選考について                           

 （２）各種センター及び重点プロジェクトセンター等の取扱い方針について       

 （３）歯工学連携教育研究センター規則について                   

 （４）大学間国際交流協定の締結について 

    ①タマサート大学                              

    ②山東大学                                 

 （５）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について              

 
〔報告事項〕 

（１）経営協議会委員について 

（２）教育職員選考委員会の経過について                      

（３）平成２０年度「戦略的大学連携支援事業」選定結果について           

（４）平成２０年度から平成２２年度までの評価活動の予定について          

（５）第４６回（平成２１年度）嘉村記念賞について                 

（６）平成２０年度オープンキャンパス実施結果について               

（７）平成２１年度大学院入学試験実施結果等について                



 

平成２０年度 第５回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２０年 ８月 ６日（水） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）教育職員の選考について                           

 （２）次期中期目標・中期計画にかかる学内体制について 

 （３）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について              

 
〔報告事項〕 

（１）経営協議会委員について 

（２）個人情報保護に関する規則の一部改正について                 

（３）英文校正・論文掲載費用補助制度について                   

（４）平成２０年度オープンキャンパスについて                   

 



 

平成２０年度 第４回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２０年 ７月 ２日（水） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）情報セキュリティ・不正アクセス防止に関する規則等について          

 （２）大学間国際交流協定の締結について 

    ①福岡―釜山大学間コンソーシアム                      

    ②フィリピン大学ディリマン校                        

    ③サリー大学                                

    ④バンドン工科大学                             

 
〔報告事項〕 

（１）職員給与規程等の改正について                        

（２）給与事務室の設置について                          

（３）電子ジャーナル経費について                         

（４）平成２１年度編入学試験実施結果について                   

（５）平成２０年度科学研究費補助金「特別推進研究」の交付内定について       
（６）平成２０年度産学官連携戦略展開事業（戦略展開プロジェクト）の選定      

結果について 
 （７）（社）国立大学協会第１３回通常総会，国立大学法人学長・大学共同利用      
    機関法人機構長等会議について 



 

平成２０年度 第３回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２０年 ６月 ４日（水） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）教育職員（情報工学研究院）の選考について                 

 （２）平成１９事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に             

係る業務の実績報告書（案）について 

 （３）中期目標の達成状況報告書（案）等について 

    ①中期目標の達成状況報告書について                     
    ②学部・研究科等の現況調査表について    

 （４）平成２０年度戦略的大学連携支援事業について 

    ①北九州学術研究都市連携大学院によるカーエレクトロニクス          

高度専門人材育成拠点の形成（教育研究高度型） 

    ②国公私連携による自立的学修自己評価システムの水平展開           

（総合的連携型（地元型）） 

（５）九州歯科大学との連携協定について                      

（６）名誉教授の称号授与について                         

（７）学則９０条で定める「特別の課程」の設置について               

 
〔確認事項〕 
 （１）平成２１年度概算要求事項について                      
 
〔報告事項〕 

（１）予算の早期執行について                           

（２）九州地区国立大学連携に係る教育系・文系のリポジトリ論文集について      

（３）１００周年記念事業募金活動について                     

（４）学生支援課からの報告 

   ①平成２０年度前期授業料免除者の選考結果について               

    ②再チャレンジ支援プログラムによる平成２０年度前期授業料免除者の      

選考結果について 

 （５）平成２１年度編入学試験出願状況について                   



 

平成２０年度 第２回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２０年 ５月 ９日（金） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）教育職員（情報工学研究院・ネットワークデザイン研究センター）の       

選考について                                

（２）知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）に係る一般管理費の取扱いについて      
（３）学生表彰について                              

 
 
〔報告事項〕 
 （１）財務委員会の取扱いについて                         
 （２）授業料免除枠の取扱いについて                        
 （３）客員教授及び特任教授の称号授与について                   
 （４）男女共同参画推進委員会規則の一部改正について                
 （５）寄附金取扱規程の一部改正について                      
 （６）平成２０年度科学研究費補助金の採択状況について               

（７）大分県立工科短期大学校に係る実習等講座及び産学連携製造中核人材育成に 
係る実習等講座の実施について 

 （８）大学間国際交流協定の締結について                      
 （９）大学評価室からの報告                            
    ①平成１９事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成 16～19 事業 
     年度）に係る業務の実績に関する報告書について 
    ②中期目標の達成状況報告書について 
    ③学部・研究科等の現況調査表について 
 （10）学生支援課からの報告 

①平成２０年度４月入学者の入学料免除者及び徴収猶予者について        
②優秀学生奨励賞（授業料特別免除）について                 
③課外活動安全週間について                         

 （11）総務課からの報告 
    ①明専会の鳳龍会館への移転について 
    ②第４５回嘉村記念賞授与式及び講演会の開催について             
    ③創立１００周年記念式典の開催について 
 （12）（社）国立大学協会臨時学長等懇談会について                  
 



 

平成２０年度 第１回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２０年 ４月 ２日（水） １３：３０～ 
 
場  所  第一会議室 
 
〔審議事項〕 

（１）教育職員（情報工学研究院）の選考について                  

（２）「平成２０年度予算編成基本方針」（平成２０年３月１７日経営協議会了承）    
   に基づく平成２０年度の学内予算配分について 
（３）バイオマイクロセンシング技術研究センター規則の改正について         
（４）学長選考会議委員の選出について                       
（５）平成１９年度日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者        
   の推薦について 
（６）寄附講座の更新について 
（７）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について              

 
 
〔報告連絡事項〕 
 （１）機器分析センター長の選考結果について 
 （２）大学評価室准教授の選考結果について                     
 （３）平成１８年度決算検査報告（会計検査院）における大学関係指摘事項について   
 （４）建物名称について                              
 （５）広報活動について                              
 （６）平成２１年度電子ジャーナル契約方針について                 
 （７）教育系・文系の九州地区国立大学間連携論文集の創刊について          
 （８）平成２０年度入学試験実施結果について                    
 （９）グローバルＣＯＥの選考結果について 
 （10）平成２０年度大学教育の国際化加速プログラム選定結果について         


