
システム情報学研究科教授会議事概要 

 

 

日 時  平成 28 年 9 月 9日（金）午後 3時 30 分～午後 5時 14 分 

場 所  工学研究科多目的会議室（D1－201） 

出席者  40 名 

 

・平成 28 年 7 月 8日開催の教授会議事概要を原案のとおり承認した。 

 

 

1．諸報告 

(1) 研究科長報告 

研究科長から資料 1に基づき、以下の会議に係る報告があった。 

   ・第 161 回部局長会議（7月 14 日） 

・第 162 回部局長会議（9月 8日） 

・第 4回自然科学系教育研究推進部会 (7 月 14 日)  

・第 5回自然科学系教育研究推進部会 (9 月 2 日)  

・部局長関連諸会議報告（7月 14 日、7月 21 日、9月 8日） 

 

(2) 副研究科長報告 

副研究科長から資料 2に基づき、以下の会議に係る報告があった。 

・第 162 回教育研究評議会（7月 21 日） 

・第 4回学術研究推進委員会（7月 29 日） 

・第 5回学術研究推進委員会（8月 29 日） 

・第 5回大学教育推進委員会（9月 1日） 

 

(3) 常設委員会報告 

副研究科長から資料 3に基づき、以下の会議に係る報告があった。 

   ・第 4回研究推進委員会（7月 26 日） 

・第 5回教育推進委員会（8月 5日） 

・第 6回教育推進委員会（9月 2日） 

 

 

2．審議事項 

(1) 平成 28 年 9 月博士課程前期課程修了の判定について                        

計算科学専攻長から資料 4 に基づく説明の後、投票を行い、原案のとおり修了者を決定

した。 

 

(2) 平成 28 年 9 月博士課程後期課程修了（学位授与）の判定について 



システム科学専攻長及び計算科学専攻長から資料 5 に基づく説明の後、投票を行い、原

案のとおり修了者を決定した。 

 

(3) 平成 28 年 9 月博士課程後期課程修了者学位論文の公表延期の申請について 

システム科学専攻長から資料 6 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し

た。 

 

(4) 平成 29 年度博士課程前期課程入学試験合格者の選考について 

各専攻長から資料 7に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり合格者を決定した。 

 

(5) 平成 28・29 年度博士課程後期課程入学試験合格者の選考について 

各専攻長から資料 8に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり合格者を決定した。 

 

(6) システム情報学研究科規則の改正について 

教務学生係長から資料 9に基づき説明があり、審議の結果 、原案のとおり承認した。 

 

(7) 平成 29 年度博士課程後期課程学生募集要項（案）について 

教務学生係長から資料 10 に基づき説明があり、審議の結果 、原案のとおり承認した。 

 

(8) 博士課程後期課程の履歴書について 

教務学生係長から資料 11 に基づき説明があり、審議の結果 、原案のとおり承認した。 

 

(9) 学生の異動について 

教務学生係長から資料 12 に基づき説明があり、審議の結果 、原案のとおり承認した。 

 

(10) 交換留学生の身分変更について 

教務学生係長から資料 13 に基づき説明があり、審議の結果 、原案のとおり承認した。 

 

(11) 平成 28 年度課程博士学位論文審査日程について 

教務学生係長から資料 14 に基づき説明があり、審議の結果 、原案のとおり承認した。 

 

(12) 平成 28 年度課程博士を経ない者の学位論文審査日程について 

教務学生係長から資料 15 に基づき説明があり、審議の結果 、原案のとおり承認した。 

 

(13) 平成 28 年 10 月 1 日施行予定の学内規則等の改正等について 

総務課課長補佐から資料 16 に基づき説明があり、審議の結果、文言を一部修正の上、承

認した。 

 

 



(14) 教員の海外渡航について 

研究科長から資料 17 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

(15) 共同研究の受入れについて 

研究科長から資料 18 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

(16) 受託研究の受入れについて 

研究科長から資料 19 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

(17) 受託研究員の受入れについて 

研究科長から資料 20 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

(18) 招へい外国人研究者の受入れについて 

研究科長から資料 21 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

(19) 研究者 ID について 

副研究科長から資料 22 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

(20) 3 号館地下サーバ室利用申請について 

副研究科長から資料 23 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

(21) 学術研究員の雇用について 

研究科長から資料 24 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

(22) 研究員の称号付与について 

研究科長から資料 25 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

(23) 神戸大学各種委員会委員の選出について 

総務課課長補佐から資料 26 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

 

3．報告事項 

(1) 部外委員・非常勤講師の応嘱について 

研究科長から資料 27 に基づき報告があった。 

 

(2) 奨学寄附金（7月・8月分）の受入れについて 

研究科長から資料 28 に基づき報告があった。 

 

(3) 諸会議報告 



各委員から資料 29 に基づき以下のとおり報告があった。 

（全学委員会） 

   ・全学教務委員会（7月 27 日） 

   ・全学評価・FD 委員会（7月 21 日） 

   ・安全衛生委員会（6月 23 日、7月 29 日） 

   ・環境保全推進センター運営委員会（8月 5日） 

   ・学生委員協議会（9月 7日） 

（研究科内委員会） 

・衛生管理専門委員会（7月 20 日） 

・環境マネジメント WG（7 月 20 日） 

    

 

4．その他 

(1) 工学フォーラムについて 

研究科長から資料 30 に基づき説明があった。 

 

(2) 教員活動評価について 

研究科長から説明があった。 

 

 

 

 

 

次回の教授会は、平成 28 年 10 月 14 日（金）午後 3時 30 分から開催 

 


