
平成２２年度 第１３回教育研究評議会（定例） 
 
 

日 時  平成２３年３月９日（水） １３：４５～ 
 
場 所  ＴＶ会議室 

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

  （２）任期付教育職員の再任審査について                
（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）技術職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について        
（５）九州工業大学学習教育センター規則の制定について            
（６）九州工業大学復職判定委員会規程について             
（７）九州工業大学学寮規則の改正について               
（８）各種センターの取扱いについて                  
（９）平成２３年度年度計画について                  
（10）寄附講座〔ｴｺ･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ  ｳｴﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ (SANKYU）〕の継続設置について  
（11）推薦入試Ⅱ（センター試験を課す）の導入について         
（12）大学間国際交流協定の締結について                
    ○（アメリカ）オールド・ドミニオン大学（継続） 
 

 
〔報告事項〕 
（１）教育職員の選考について                    
（２）センター長の選考について                                       
（３）教育職員選考委員会委員の変更について              
（４）客員教授等の称号授与について                  
（５）特任教授の称号授与について                    
（６）就業規則の一部改正について                   
（７）北九州学術研究都市連携大学院カーエレクトロニクスコース組込み  
  システム実習講座の実施に関する協定書について 
（８）教員情報データベースのデータ入力について            
（９）平成２２年度予算の執行等について                
（10）平成２３年度国立大学法人総合損害保険への加入について      
(11) 九州工業大学仙水荘使用規程の一部改正について          
（12）学生表彰者の選考・表彰スケジュールについて           
(13) 就職内定状況について                                          
（14）特別な事由による入学者への特例措置について                     
（15）平成２３年度編入学・推薦入試・帰国子女特別入試入学手続き    
    状況及び平成２３年度個別学力検査（前期日程・後期日程）実施 
    状況について 
（16）附属図書館業務の一部外部委託によるサービス体制の変更について  
（17）部局間国際交流協定の締結について                
        ○情報工学部－（ﾀｲ）ｷﾝｸﾞ･ﾓﾝｸｯﾄ工業大学北ﾊﾞﾝｺｸ校工学部（新規） 
        ○情報工学部－（ﾀｲ）ﾀﾏｻｰﾄ大学ｼﾘﾝﾄﾞﾎｰﾝ国際工学部（新規） 



 
平成２２年度 第１２回教育研究評議会（定例） 

 
 

日 時  平成２３年２月２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）任期付教育職員の再任審査について                
（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）技術職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について        
（５）国立大学法人九州工業大学評価実施規則等の改正について      
（６）大学間国際交流協定の締結について                

      ○（韓国）忠州大学校（継続）                 
          ○（韓国）昌原大学校（継続） 
 
 
〔報告事項〕 
（１）客員教授の称号授与について                   
（２）就業規則の一部改正について                   
（３）平成22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  
（４）九州工業大学キャリア教育・就職支援連絡会議規程の制定について  
（５）就職内定状況について                      
（６）平成22年度九州工業大学トークセミナー実施計画（案）について  
（７）平成23年度一般選抜・私費外国人留学生試験出願状況について   
（８）平成23年度大学院入学試験出願状況等について                   
（９）平成23年度の会議開催日程について               

   (10) 予算の早期執行について                      
(11) 臨時国立大学法人の財務等に関する説明会について         



 
平成２２年度 第１１回教育研究評議会（定例） 

 
 

日 時  平成２３年１月 ５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）大学間国際交流協定の締結について               

      ○（アメリカ）オールド・ドミニオン大学（継続）    
（４）安全保障輸出管理に係る外国人留学生の受入について       
（５）「九州工業大学入試企画室規則」及び「九州工業大学学部入学者  

選抜方法研究専門部会要項を廃止する要項」について 
 
 
 
〔報告事項〕 
（１）任期付教育職員の再任審査について               
（２）平成２３年度政府予算案について                
（３）教育研究評価に関する評価報告書（案）について         
（４）第２期の大学評価の基本方針について              
（５）情報インシデントについて                   
（６）九州工業大学公開講座規則の一部改正について          
（７）九州工業大学マイクロ化総合センター規則の一部改正について     
（８）会計経理の適正な執行について                 
（９）特別な理由（口蹄疫）による授業料免除の結果について      
（10）授業免除判定における取り扱いの一部変更について        
（11）平成２３年度推薦入試及び帰国子女特別入試結果について     



 
平成２２年度 第１０回教育研究評議会（定例） 

 
 

日 時  平成２２年１２月 １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）学則の改正について                      
（４）大学間国際交流協定の締結について               

      ○（中国）河南科技大学（継続）                
      ○（中国）中国農業大学（大学間として新規） 
 
 
 
〔報告事項〕 
（１）客員准教授の称号授与について                 
（２）就業規則の一部改正について                  
（３）人材登用活性化制度について                  
（４）事業仕分け第３弾（大学・研究関連）の結果報告について    
（５）「平成２２年度の年度計画の暫定評価の実施」及び        
   「平成２３年度の年度計画案の作成」について 
（６）平成２３年度科学研究費補助金の申請状況について               
（７）会計検査院実地検査の結果について               
（８）平成２２年度卒業証書・学位記授与式及び平成２３年度      
   入学式について 
（９）平成２２年度後期授業料免除者の選考結果について        
（10）平成２３年度推薦入試出願状況及び帰国子女特別入試出願状況    
   について 
（11）平成２３年度入学試験実施組織について             
（12）部局間国際交流協定の締結について                             
    ○生命体工学研究科 －（スペイン）グラナダ大学 (新規） 
（13）学生の懲戒処分について 



平成２２年度 第９回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成２２年１１月 ４日（木） １３：３０～ 

 
場 所  第一会議室 

 
 
 

 
〔審議事項〕 
（１）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について       

  
（２）九州工業大学教育企画室規則の制定について           

 
 
 
〔報告事項〕 
（１）センター長の選考について                   

 
（２）教育職員選考に関する履歴書、調査書、教育研究業績書の一部   

     改正について 
 

（３）平成２１年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に    
ついて 

 
（４）平成２１年度以降の情報インシデントについて          

 
（５）先導的ICT人材育成施策提携に関する協定書の締結について       

 
（６）平成２２年度九州工業大学文化講演会実施計画（案）について   

 
（７）工大祭について                        

 
（８）平成２２年度１０月入学者の入学料免除者及び徴収猶予者に    

ついて 
 

（９）平成２３年度大学院入学試験実施状況等について         
 

（10）部局間国際交流協定の締結について               

        ○工学部－（アメリカ）南ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学工学部（学生交流・新規） 

 

(11) 平成２２年度英国サリー大学語学派遣プログラムについて     

 

     (12) 学生の不祥事等について                     

 
                             



 

平成２２年度 第８回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成２２年１０月 ６日（水） １３：３０～ 

 
場 所  第一会議室 

 
 
 

 
〔審議事項〕 
（１）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について       

  
（２）学生の表彰について                      

 
 
 
〔報告事項〕 
（１）九州工業大学放射線障害防止委員会規則の一部改正について    
 
（２）「九州工業大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程」 
     の一部改正について 
 
（３）広報情報の組織的収集について                 
 
（４）八女市との包括連携協定の締結について             
 
（５）平成２３年度学年暦（案）について               
 
（６）部局間国際交流協定の締結について               
    ○工学部－（フランス）航空宇宙高等学院（新規）    
 
（７）会計検査院実地検査の日程について               

【11 月 15 日（月）～16 日（火）】 
                                 

（８）目的積立金に関する報道について                               



 

平成２２年度 第７回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成２２年 ９月 １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）教育職員の再雇用に係る運用について             

 
 
〔報告事項〕 
（１）教育職員（工学研究院）の採用時期の変更について       
 
（２）学内規則の制定手続等に関する規程の制定について       
 
（３）平成２３年度大学院入学試験実施状況について                 
 
（４）平成２２年度オープンキャンパスの実施結果について      
                                 

（５）平成２３年度文部科学省概算要求の概要ついて 



 

平成２２年度 第６回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成２２年 ８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）大学間国際交流協定の締結について              

      ○サンテティエンヌ国立高等鉱業学院（フランス）（新規） 

         ○ホーチミン科学大学（ベトナム）（新規）   

 

（３）国際連合との連携による超小型衛星技術に関する博士課程    

留学生の受入事業（案）について               

 
 
 
〔報告事項〕 
（１）客員教授の称号授与について                 

 

（２）西日本シティ銀行との産学連携協力に関する協定の締結     

について                          

 

（３）工学部・学務部事務組織の再編に伴う事務室移転等       

 

（４）平成２２年度オープンキャンパスについて           

 

（５）平成２３年度政府予算の状況について             

 

 



 

平成２２年度 第５回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２２年 ７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）宇宙環境技術研究センターの名称変更に伴う規則の改正について       

（４）九州工業大学広報戦略室規則の制定について             

（５）台湾科技大学とのダブルディグリー協定について           

 
 

〔報告事項〕 
（１）監査及び事務体制の強化充実について                

（２）部局間国際交流協定の締結について                 

     ○工学部－ブラウィジャヤ大学工学部（インドネシア）（新規） 

（３）平成２３年度編入学試験実施結果について              

（４）個人情報漏えいの防止について                   

（５）平成２３年度以降の財政について                  

（６）「口蹄疫」発生に伴う学生への支援について              

 



 

平成２２年度 第４回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２２年 ６月 ２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）名誉教授の称号授与について                   
（３）平成２１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       
   の実績に関する報告書（案）について 
（４）平成２０、２１年度中期目標の達成状況報告書等（案）について       
（５）九州工業大学国際戦略室規則の制定について             
（６）就業規則の一部改正について                                       
（７）国立大学法人九州工業大学エックス線障害防止管理規則の一部     
   改正について 
（８）個別学力検査（前期日程）への「生物」導入について         
 
 

〔報告事項〕 
（１）客員教授の称号授与について                    

（２）重点プロジェクト研究センター評価委員会報告について        

（３）平成２２年度科学研究費補助金内定状況（当初）について       

（４）最先端・次世代研究開発支援ブログラムの応募状況について      

（５）ソフトウェア著作権研究会の活動に関する新聞記事について      

（６）平成２２年度前期授業料免除者の選考結果について          

（７）平成２３年度編入学試験出願状況について              

 

   

〔その他〕 
（１）教育職員（大学評価室教授若しくは准教授）の選考について      



 

平成２２年度 第３回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２２年 ５月 ６日（木） １３：３０～ 

 
場  所  第一会議室 

 
〔審議事項〕 
（１）教員の選考について                           
（２）任期付教育職員の再任について                    
（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）教育研究評議会から選出する学長選考会議委員について         
（５）大学間国際交流協定の締結について                  
    ○北京科技大学（中国）（継続） 
（６）学生表彰について                       

（７）九州工業大学広報委員会規則の一部改正について           
（８）九州工業大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程         

の一部改正について 
（９）国立大学法人九州工業大学放射線障害防止管理規則等の一部        

改正について   
 
 

〔報告事項〕 
（１）学長特別補佐の任命について                    

（２）客員教授の称号授与について                    

（３）インシデント（フィッシング）の結果について              

（４）附属図書館の定例休館日の廃止について               

（５）部局間国際交流協定の締結について                 

    ○工学部－サレント大学工学部（イタリア）（新規）             

（６）九州工大明専技術士会の設立準備状況について            

（７）平成２２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    

（８）平成２２年度授業料特別免除者について               

（９）経営協議会の上半期のテーマについて                

（10）博士課程について                         

（11）百年記念館（仮称）について                                

（12）平成２２年度 日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人     

   育成事業について 

   

 



 

平成２２年度 第２回教育研究評議会（定例） 

 
日  時  平成２２年 ４月１４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                  

        ○クルナ技術大学（バングラデシュ）（継続）             

        ○国際宇宙大学 （フランス）   （継続）             

（２）平成２２年度地域イノベーションクラスタープログラムに係る一般    

管理費執行計画について 

（３）平成２１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 

 
 

〔報告事項〕 
（１）任期付教育職員の再任審査について                    

 （２）教育職員選考委員会委員の変更について                

 （３）平成２２年度イムズイベントについて                 

 （４）最先端・次世代研究開発支援プログラムについて            

 （５）認証評価における評価結果について                  

（６）第２期中期目標・中期計画について                  

（７）中間評価に基づく評価反映内容について                

（８）平成２１年度年度評価と第１期中期目標期間の評価のスケジュール    

   について 

 （９）九州国立博物館キャンパス・メンバーズについて            

 

〔その他〕 
 （１）国立大学法人の施設管理業務、図書館運営業務等への評価の総括について 
 



 

平成２２年度 第１回教育研究評議会（臨時） 

 
日  時  平成２２年 ４月 ２日（金） １０：３０～ 

 
場  所  第一会議室 

 
〔審議事項〕 
（１）国立大学法人九州工業大学教育研究評議会規則に関する申し合わせ    
 
 

〔報告事項〕 
（１）九州工業大学副学長規則等の一部改正について                         
（２）役職者等について                          

（３）経営協議会委員について                       

（４）平成２２年度入学試験実施結果について                

 


