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第９５回 教育研究評議会 議事録

日 時 平成２４年 ４月１９日（木）

１３時３０分～１４時３０分

場 所 事務局第１会議室

出席者

学長（議長） 鈴木

理事 國分，溝口，竹下

副学長 山田

教育人間科学部 高木，高橋，馬場

経済学部 冨浦，上川，石山

経営学部 泉，中村（博），中野

理工学部 眞田

国際社会科学研究科 長谷部，根本

工学研究院 石原，鈴木（和），藪田

環境情報研究院 森下，志田，伊藤

都市イノベーション研究院 梅本，中村（文），北山

附属図書館長 山口

教養教育主事 小野

議 事

議事に先立ち，議長から挨拶があった。

続いて，議長から，新任の評議員の紹介，並びに事務局長から４月１日付け異動の

事務系幹部職員の紹介があった。

Ⅰ 議事録確認

第９４回議事録（案）（資料1）について，原案のとおり確認した。

Ⅱ 報告事項

１．議長報告

議長から，次の事項について報告があった。

( 1) 大学基準協会第１０７回評議員会 出席 (3/9)

( 2) YNU with Society 2012 フォーラム「東北の復興と神奈川・横浜の減災を考える」

挙行 (3/9)

( 3) 附属横浜中学校卒業式 出席 (3/10)

( 4) 横浜文化創造都市スクールシンポジウム（北仲スクール）出席（3/14）

( 5) 連合学校教育学研究科修了式 出席（3/16）

( 6) 国際教育シャトルベース事業報告会 開催（3/16）
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( 7) 学生表彰 挙行（3/21）

( 8) 卒業式・大学院修了式 挙行（3/23）

( 9) 職務表彰式 挙行（3/23）

(10) Dan Shechtman博士 来学（3/28）

(11) 優秀研究者表彰授賞式 挙行（3/29）

(12) プリンス・オブ・ソンクラ大学長 来学（4/4）

(13) 大学・大学院入学式 挙行（4/5）

(14) 国連大学調印式 挙行（4/5）

(15) 同窓会連合会総会 出席（4/5）

(16) 附属鎌倉中学校入学式 出席（4/9）

(17) 名誉教授称号授与式・懇談会 挙行（4/12）

(18) 宇都宮大学との情報戦略の協調に関する協定書調印式 挙行（4/16）

(19) Porty（ポルテイ） リニューアル オープン（4/17）

(20) 路線バス会社（横浜市営バス・相鉄バス）感謝状 贈呈式 挙行（4/17）

(21) 平成２３年度 全学を対象とする寄附金の受入れ

(22) 学長補佐の任命

・（再任）教育人間科学部 教授 高橋和子

・（新規）経済学部 教授 深貝保則

・（再任）工学研究院 教授 竹村泰司

・（再任）環境情報研究院 教授 小池文人

(23) 附属図書館長の任命

・経営学部 教授 山口修

(24) 教養教育主事の任命

・教育人間科学部 教授 小野康男

(25) センター長等の任命

・留学生センター長 小林正佳

・機器分析評価センター長 荻野俊郎

・地域実践教育研究センター長 佐土原聡

(26) 特任教授の選考

・（継続）教育人間科学部 堀 雅 宏 ［教育担当］

・（継続）工学研究院 太 田 健一郎 ［研究担当］

・（継続）安心・安全の科学研究教育センター 白 鳥 正 樹 ［研究担当］

・（継続）安心・安全の科学研究教育センター 関 根 和 喜 ［研究担当］

(27) 学長特任補佐［国際戦略担当］

・（継続） 環境情報研究院 教授 有馬眞

・（継続） 国際社会科学研究科 教授 荒木一郎

(28) 学長特任補佐［危機管理担当］

・（新規） 安心・安全の科学研究教育センター 客員教授 上原美都男

(29) 教員への措置

２．委員会報告

議長から，委員会の開催状況について，資料２のとおりである旨報告があった。

３．部局等報告

各部局等から，次の事項について報告があった。
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( 1) 理事（総務・研究担当）

・宇都宮大学との大学間情報戦略の協調に関する協定（資料3-1）

・平成２４年度第１回ＹＮＵ学術ディスコースの開催（資料3-2）

・YNU-IRプロジェクト 中間報告報告会の開催（資料3-3）

・教育研究活動DBのログインID

( 2) 理事（教育担当）

・『「修士力・博士力」を磨くYNU initiative 』（資料3-4）

( 3) 理事（財務・施設担当）

・平成２２年度決算余剰金の繰越承認

・YNU人事の基本方針及び運用方針（資料3-5-1～資料3-5-2）

( 4) 副学長（評価担当）

・全学保護者会の実施

・ユタ州立大学（アメリカ）との大学間学術交流協定の更新

・国連大学との大学間学術交流協定の締結（資料3-6）

・プリンス・オブ・ソンクラ大学（タイ）との大学間学術交流協定の締結

( 5) 教育人間科学部長

・平成２３年度第２回日本教育大学協会関東地区会評議員会等（資料3-7）

( 6) 理工学部長

・プリンス・オブ・ソンクラ大学（タイ）との部局間学生交流覚書の締結

（資料3-8）

( 7) 環境情報研究院長

・プリンス・オブ・ソンクラ大学（タイ）との部局間学生交流覚書の締結

（資料3-9）

( 8) 都市イノベーション研究院長

・シャクアラ大学津波防災減災研究センターとの部局間交流協定の締結（資料3-10）

( 9) 総務部

・教職員就業規則等の一部改正（資料3-11）

・会議資料のウェブサイトへの掲載（机上配付資料）

(10) 学務部

・平成２４年度学部・大学院入試実施状況報告（資料3-12）

Ⅲ 人事事項報告

議長から，資料３-１３に基づき，教育人間科学部，経済学部，経営学部，国際社

会科学研究科，工学研究院，環境情報研究院，都市イノベーション研究院, 大学教

育総合センター，保健管理センター，共同研究推進センター，安心・安全の科学研究

教育センター，統合的海洋教育・研究センター，未来情報通信医療社会基盤センター

及び成長戦略研究センターの人事事項について報告があった。

Ⅳ 審議事項

１．横浜国立大学大学院学則の一部改正（案）について

理事（教育担当）から，資料４及び資料４－１に基づき，横浜国立大学大学院学則

の一部改正（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
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２．国立大学法人横浜国立大学国際戦略推進室運営委員会規則の一部改正（案）について

副学長（評価担当）から，資料５及び資料５－１に基づき，国立大学法人横浜国立

大学国際戦略推進室運営委員会規則の一部改正（案）について説明があり，審議の結

果，原案のとおり承認された。

３．ロジャーウイリアムス大学（アメリカ）との大学間学術交流協定の締結について

副学長（評価担当）から，資料６に基づき，ロジャーウイリアムス大学（アメリカ）

との大学間学術交流協定の締結について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認

された。

Ⅴ その他事項

１．平成２４年度教育研究評議会等日程について

議長から，資料７に基づき，平成２４年度の教育研究評議会の日程について説明が

あった。

以 上


