
平成２３年度 第１９回教育研究評議会（メール会議） 

 
日 時  平成２４年３月１９日（月） 
 
場 所 
 

〔審議事項〕 
（１）国立大学法人九州工業大学役員規則の一部改正について        
（２）九州工業大学国際戦略室規則の一部改正について        
（３）九州工業大学地域イノベーションクラスター（グローバル型）推進室規則等の 

廃止について        
（４）寄附講座の継続設置について        

                     



平成２３年度 第１８回教育研究評議会（定例） 
 

日 時  平成２４年３月６日（火） １３：３０～ 
場 所  鳳龍会館 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）技術職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について 
（４）九州工業大学グリーンイノベーション実践教育研究センター規則の制定について 
（５）九州工業大学バイオメディカルインフォマティクス研究開発センター規則の制定 

について 
（６）各種センター及び重点プロジェクトセンター等の取り扱い方針等の一部改正につ 

いて                         
  （７）各種センター規則の一部改正について 

（８）寄附講座の継続設置について 
（９）アドミッションポリシー、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーについて     

（10）法人運営活性化支援経費：「教育職員の海外研修プログラム」、「学生の夢プランの 
支援」、「学生の海外活動支援」、「優秀な学生に対する奨学金」について        

（11）プトラ大学とのＬＯＩ（同意書）の締結について 

（12）大学間交流協定（更新）の締結について 

（13）平成２７年度入試における大学入学者選抜において課す教科・科目について            

（14）平成２４年度年度計画について 

（15）九州国立博物館キャンパスメンバーズについて 

     

〔報告事項〕 
（１）役員等の選任について 

（２）教育職員の配置換について 

（３）センター長の任命について 

（４）特任教授の称号授与について 

（５）就業規則の制定及び改正について 

（６）九州工業大学大学院生命体工学研究科任期付助教の審査に関する内規の制定に 

ついて 

（７）教員情報データベースのデータ入力について 

（８）平成２４年度国立大学法人総合損害保険への加入について 

（９）関門海峡潮流発電設置推進事業に関する基本協定について                              

（10）産総研、北九州市及び九工大の環境エレクトロニクス研究に関する包括協定及 

び覚書について 

（11）外国人留学生の受入れに関する調査について 

 
〔その他〕  
（１）平成２３年度卒業証書・学位記授与式及び平成２４年度入学式について 



平成２３年度 第１７回教育研究評議会（メール会議） 

 
日 時  平成２４年２月１６日（木） 
 
場 所 
 

〔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        

                     



平成２３年度 第１６回教育研究評議会（メール会議） 

 
日 時  平成２４年２月１４日（火） 
 
場 所 
 

〔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        

                     



平成２３年度 第１５回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成２４年２月１日（水） １３：３０～ 
場 所  鳳龍会館 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）改組に伴う教育職員選考委員会の設置について            
（４）教員選考委員会の標準的手順について                
（５）九州工業大学理数教育支援センター規則の一部改正について      
（６）平成２４年度に実施する教育職員評価について            
     

〔報告事項〕 
（１）人材登用活性化制度による教育職員選考委員会の設置について     

（２）研究院長，研究科長の任命について                 

（３）事務組織の統合・再編について                   

（４）教育に関する自己点検・評価報告書について（案）          

（５）平成２３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   

（６）平成２４年度授業料免除における判定方法の変更について       

（７）平成２４年度大学院入学試験出願状況等について           

（８）平成２４年度一般選抜・私費外国人留学生試験出願状況について    

（９）平成２４年度会議開催日程について                 

 

                    



平成２３年度 第１４回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成２４年１月６日（金） １３：３０～ 
 
場 所  鳳龍会館 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）学習教育センターの改組について                  
（４）中国政府国家建設高水平大学公派研究生の受入れについて       

 

〔報告事項〕 
（１）教育職員選考委員会委員の変更について               

（２）Thomson Reuters Scientific Inc.のデータベースInCitesの契約    

に伴う論文情報提供について                    

（３）平成２４年度政府予算案（運営費交付金）について          

（４）会計経理の適正な執行について                   
（５）医工学連携の協力推進に関する協定書の締結について         

（６）株式会社バンブーテクノとの「竹の有効利用に係る包括的な連携    

  推進に関する協定書」の締結について 

（７）東日本大震災被災学生に対する授業料免除について          

（８）平成２３年度後期九州工業大学学寮寄宿料免除者の選考結果について   

（９）工学部教育コースの改定について                  

 

〔その他〕                      
（１）平成24 年度に実施する教育職員評価に関する具体的検討案について    



   

平成２３年度 第１３回教育研究評議会（持回り） 

 
日 時 平成２３年１２月１５日（木） 
 
場 所  
 
〔審議事項〕 

（１） 東日本大震災により被災した平成 24 年度九州工業大学志願者の入学 
検定料の免除について（追記部分）                    

 
 
  
 



平成２３年度 第１２回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成２３年１２月７日（水） １３：３０～ 
 
場 所  鳳龍会館 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）九州工業大学改組準備室規則の制定について             
（４）九州工業大学共同研究取扱規則の一部改正等について         

（５）東日本大震災により被災した平成24年度九州工業大学志願者の     

入学検定料の免除について 

 

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

（２）九州工業大学事務組織規程の一部改正について            
（３）「平成23年度の年度計画の暫定評価の実施」及び           

「平成24年度の年度計画案の作成」について（依頼）  

（４）公的研究費の不適切な経理に関する調査結果について         

（５）冬季節電に伴うデマンド警報の設定について             

（６）予算執行の適正化について                     

（７）コピー用紙の一括調達について                   

（８）平成２４年度科学研究費助成事業－科研費－の申請状況について    

（９）入学料免除判定における取り扱いの一部変更について         

（10）平成２３年度後期授業料免除者の選考について            

（11）東日本大震災に伴う入学料及び授業料の取扱いについて        

（12）平成２４年度推薦入試結果及び帰国子女特別入試結果について     

（13）平成２４年度入学試験実施組織について               

（14）九州工業大学入試情報開示に関するガイドラインについて       

 

〔その他〕                      
（１）平成２３年度テニュアトラック普及・定着事業における        

教育職員採用予定者について   

 



平成２３年度 第１１回教育研究評議会（臨時） 

 

日 時  平成２３年１１月２２日（火） ９：００～ 

 

場 所  ３キャンパス ＴＶ会議室 

 

〔審議事項〕 

（１）教育職員の選考について                       

（２）国立大学法人九州工業大学テニュア・トラック教員の         

審査に関する内規の制定について 

（３）韓国・ハンバット国立大学からの協力要請について          

 



平成２３年度 第１０回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成２３年１１月２日（水） １３：３０～ 
 
場 所  鳳龍会館 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）人材登用活性化制度の実施について                 
（４）学生懲戒規程の制定について                    

（５）平成２３事業年度の業務運営に関する計画の変更について       

（６）間接経費等の配分割合の見直しについて               

（７）九州工業大学における冬季節電について               

（８）大学間国際交流協定の締結について                 

    ○国立ハンバット大学校（新規）  

（９）重点協定校及び交流促進協定校の推薦について            

（10）九州工業大学国際戦略について（案）                

 

〔報告事項〕 
（１）教育職員選考委員会委員の変更について               

（２）センター長の選考について                     

（３）業務達成基準について                       

（４）平成２３年度学内補正予算に係る追加予算要求について        

（５）平成２４年度の学年暦について                   

（６）平成23年度卒業証書・学位記授与式及び平成24年度入学式について   

（７）平成２３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   

（８）第５１回工大祭について                      

（９）部局間国際交流協定の締結について                 

   ①東亜大学校 工学部・大学院 

   ②ラマン研究所 

   ③韓国科学技術院・脳科学研究センター 

   ④西江大学校 工学部 

   ⑤慶北大学校 大学院電気工学コンピュータサイエンス研究科 

（10）九州工業大学における冬季全学一斉休業に関する規程の制定について  

（11）情報工学部創立２５周年記念事業 行事予定について         

（12）日本人学生の海外留学支援制度（日本学生支援機構実施）       

平成２４年度分の公募について 

 



   
平成２３年度 第９回教育研究評議会（定例） 

 
 

日 時  平成２３年１０月５日（水） １３：３０～ 
 
場 所  鳳龍会館 会議室 

 
 
〔審議事項〕 
（１）教育職員の選考について                       
（２）教員選考委員会の標準的手順について(案）             

（３）平成２４年度の教育職員評価の骨子について（案）           

（４）平成２２年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について   

（５）再入学に関する学則の一部改正等について              

 

 

〔報告事項〕 
（１）九州工業大学における節電の取り組み結果について（調査依頼）    
（２）災害救助法適用災害による被害に係る入学料及び授業料の       

取扱いについて                          
（３）平成２４年度大学院入学試験実施状況について            
（４）平成２４年度申請プロジェクトについて               
 

                        



   
平成２３年度 第８回教育研究評議会（定例） 

 
 

日 時  平成２３年９月７日（水） １３：３０～ 
 
場 所  鳳龍会館 会議室 

 
 
〔審議事項〕 
（１）教育職員の懲戒処分について                  
（２）教育職員の選考について                    
（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）九州工業大学学則の一部改正等について             

（５）テニュア・トラックに関する学内規則の制定等について      

 

〔報告事項〕 
（１）平成２４年度概算要求の作業について                       

（２）研究費の適正使用について                   
（３）節電対策へのご協力について（御礼）              
（４）平成２３年度オープンキャンパスの実施結果について       

 



 1

  平成２３年度 第７回 教育研究評議会（臨時） 

 

 

日  時 平成２３年８月２２日（月） ９：３０～１０：００ 

 

場  所  ＴＶ会議室（３キャンパス） 

 

 

〔審議事項〕 

（１）教育職員の懲戒処分について               

   

   



   
平成２３年度 第６回教育研究評議会（定例） 

 
 

日 時  平成２３年８月３日（水） １３：３５～ 
 
場 所  鳳龍会館 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                

    ○マレーシア工科大学（新規） 

（４）大学院情報工学研究院システム創成情報工学研究系         

部門再編について  

 

〔報告事項〕 
（１）教育職員選考委員会委員の変更について              
（２）教育職員選考委員会の経過報告について              
（３）工学系大学教育連携協議会の解散について             
（４）東日本大震災被災学生の入学料免除及び授業料免除について     
（５）平成２３年度前期九州工業大学学寮寄宿料免除者の         

選考結果について 
 



   
平成２３年度 第５回教育研究評議会（定例） 

 
 

日 時  平成２３年７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）教育職員の審査委員会の設置について               

 
〔報告事項〕 
（１）客員教授の称号授与について                   
（２）特任教授の称号授与について                   
（３）節電について                          
（４）平成２３年度科学研究費補助金獲得状況（当初）について       
（５）教育の部局間相互評価について                  
（６）平成２３年度前期授業料免除者の選考結果について         
（７）平成２４年度編入学試験実施結果について             
（８）外国人留学生の受入に関する調査について             
（９）部局間国際交流協定の締結について                

○工学部とパリ高等機械工学院（新規）  
（10）「国立大学協会通常総会」及び「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２３年度 第４回教育研究評議会（定例） 

 
 

日 時  平成２３年６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）名誉教授の称号授与について                   
（４）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     
（５）短期訪問学生制度を導入するための学則等の一部改正について    
（６）九州工業大学プログラム等取扱細則及び、九州工業大学プログラム等 

取扱細則に関するガイドラインの制定について           
（７）予算執行の適正化について                    
（８）株式会社ベネッセコーポレーションとの協定について        

 
 
〔報告事項〕 
（１）第 1 期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について    
（２）平成２４年度概算要求について                  
（３）九州工業大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正について   
（４）平成２３年度科学研究費補助金内定状況（当初）について      
（５）平成２３年度前期授業料免除者の選考結果について         
（６）平成２４年度編入学試験出願状況について             
（７）部局間国際交流協定の締結について                

○テレマーク大学芸術文化教育学部（継続） 



                               
 

平成２３年度 第３回教育研究評議会（持回り） 

 
日 時 平成２３年５月１２日（木） 
 
場 所  
 
〔審議事項〕 
（１）九州工業大学における東日本大震災による被災者等への       

学修研究支援等の特別措置に関する規則の修正について 
 
   

 



   
平成２３年度 第２回教育研究評議会（定例） 

 
 

日 時  平成２３年５月１１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委員の選出について             
（３）教育職員選考委員会委員の変更について              
（４）九州工業大学における東日本大震災による被災者等への       

学修研究支援等の特別措置に関する規則について 
（５）被災地域からの学生等受入時における予算的支援について      
（６）九州工業大学職務発明取扱規程の一部改正及び、九州工業大学    

発明報奨金等支払細則の制定について 
（７）大学間協定の手続きの変更に伴う規則改正について         
（８）九州工業大学における節電について                

（９）平成２３年度地域イノベーションクラスタープログラム（旧・知的  
クラスター創成事業(第Ⅱ期)）に係る一般管理費執行計画について        

 
〔報告事項〕 
（１）学長特別補佐の任命について                    
（２）客員准教授の称号授与について                                   
（３）国立大学法人九州工業大学嘱託教育職員に関する          
   細則の制定について 
（４）九州工業大学監査室要項及び九州工業大学                         

危機管理委員会規則の一部改正について 
（５）第４８回嘉村記念賞受賞者について                               
（６）学習教育センター活動経費について                
（７）重点プロジェクト研究センターの外部評価委員会報告について    
（８）先端エコフィッティング技術研究開発センター評価委員会      

      の報告について 
（９）平成２３年度４月入学者の入学料免除及び徴収猶予者について    
（10）平成２２年度就職率について                   
（11）平成２３年度学生数について（５月１日現在）           



   
平成２３年度 第１回教育研究評議会（定例） 

 
 

日 時  平成２３年 ４月 ４日（月） １３：３０～ 
 
場 所  第一会議室 

 
 
〔審議事項〕 
（１）安全衛生推進室規則の一部改正について              
（２）海外大学等との交流協定の見直しについて             
（３）平成２２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）センター長の選考について                     
（２）学長特別補佐の任命について                                     
（３）客員准教授の称号授与について                                   
（４）就業規則の一部改正について                                     
（５）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 
（６）給与改定に伴う運営費交付金の使途について            
（７）学内戦略経費の募集について                   
（８）平成２２年度科学研究費補助金獲得状況について          

（９）産学官金連携の協力推進に関する覚書の締結について        
(10) エコタウン実証研究センター八女サテライトラボの設置について   

（11）学生表彰について                        
（12）平成２３年度入学試験実施結果について              
（13）平成２３年度後期日程の試験問題の出題ミスについて        
(14) 事務組織の再編について（人事課・会計課・附属図書館）      
(15) 東北地方太平洋沖地震による被災大学への支援等について      

（16）第２期中期目標期間における管理的経費の削減方策について     

（17）省エネルギーについて                      
 


