
令和元年度 第 5回 経済学研究科教授会（1） 議事概要 

 

令和元年 9月 2日（月） 

 

◎前回議事要録・議事概要確認 

   令和元年度第 4回経済学研究科教授会（1）議事要録・議事概要を確認した。 

 

 

◎審議事項 

1. 学位論文（課程博士）の審査について 

教務委員から資料 1 に基づく説明の後、投票を行い、原案のとおり承認した。 

 

2. 博士論文全文の公表延期について 

教務委員から資料 2 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. 博士課程後期課程修了者の判定について 

教務委員から資料 3 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. 博士課程後期課程単位修得者の判定について 

教務委員から資料 4 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

5. 学位論文（修士論文）の審査について 

教務委員から資料 5 に基づく説明の後、投票を行い、原案のとおり承認した。 

 

6. 博士課程前期課程修了者の判定について 

教務委員から資料 6 に基づき説明があり、審議の結果、原案（各プログラムの修了判定も

含む）のとおり承認した。 

 

7. 2020 年度博士課程前期課程入学試験（第Ⅰ期）合格者の判定について 

選抜委員から資料 7 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

8. 2019 年度博士課程後期課程外国人特別選抜経済学国際教育プログラム入学試験 

合格者の判定について 

選抜委員から資料 8 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

9. 2020 年度博士課程前期課程入学試験（第Ⅱ期）学生募集要項（案）について 

選抜委員から資料 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。 

 

10. 2020 年度博士課程前期課程社会人特別選抜入学試験学生募集要項（案） 

について 

選抜委員から資料 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。 

 



11. 2020 年度博士課程後期課程一般・外国人・社会人特別選抜入学試験学生募集 

要項 （案）について 

選抜委員から資料 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。 

 

12. 2020 年度博士課程後期課程社会人特別選抜推薦入学試験学生募集要項(案) 

について 

選抜委員から資料 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。 

 

13. 2020 年度博士課程後期課程外国人特別選抜経済学国際教育プログラム入学 

試験学生募集要項（案）について 

選抜委員から資料 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。 

 

14. アドミッション・ポリシーの改定について 

研究科長から資料 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。 

 

15. 転コースについて 

教務委員から資料 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。 

 

16. TOEIC 等による外国語試験の認定について 

教務委員から資料 16 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. 特別聴講派遣について 

教務委員から資料 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。 

 

18. 学位論文の仮審査について 

教務委員から資料 18 に基づき説明があり、受理に係る賛否を挙手により承認した後、投

票により仮審査委員を決定した。 

 

19. 学生の休学について 

 学生委員から資料 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。 

 

20. 学生の復学について 

学生委員から資料 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。 

 

21. 学生の除籍（授業料未納）予定者(大学院生)について 

学生委員から資料 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。 

 

22. ティーチング・アシスタントについて                    資料 22 

教務委員から資料 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。 

 

23. 授業計画の一部変更について 

教務委員から資料 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。 



 

24. サンルイ大学との学術交流協定更新について 

国際交流委員から資料 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。 

 

 

25. KU ルーヴァン大学との学術交流協定更新について 

国際交流委員から資料 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。 

 

 

◎報告事項 

1. 六甲台研究奨励賞の受賞者について 

教務委員から資料 26 に基づき報告があった。 

 

2. 高原正之労働経済学奨学基金の採択者について 

研究科長から資料 27 に基づき報告があった。 

 

3. 高度グローバル人材育成事業による招聘・渡航費用の支援について 

担当教授から資料 28 に基づき案内があった。 

 

4. 令和元年度後期 大学院生の学会報告に対する支援経費制度について 

研究科長から資料 29 に基づき案内があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催日時 令和元年 10 月 16 日（水）13:30 



令和元年度 第 5回 経済学研究科教授会（2） 議事概要 

 

令和元年 9月 2日（水） 

 

◎前回議事要録・議事概要確認 

   令和元年度第 4回経済学研究科教授会（2）議事要録・議事概要を確認した。 

 

 

 

◎審議事項 

1. 個人研究費の弾力化について 

会計係長から資料 1 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

 

2. 卓越した研究業績に基づく特別研究制度への申請について 

研究科長から資料 2 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. 研究科研究員の受入れについて 

研究科長から資料 3 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. 各種委員会委員の選出について 

研究科長から資料 4 に基づき説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上、承認した。 

 

 

 5. 非常勤講師の応嘱について 

研究科長から資料 5 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

 

 

◎報告事項 

1. 令和元年度投資信託協会・日本証券投資顧問業協会教育研究助成金研究助成 

募集について 

研究科長から報告があり、本件研究助成については、再度、募集することになった。 

 

 

2. 会計業務アンケートの集計結果について 

会計係長から資料 6 に基づき報告があった。 

 



 

3. 国際交流コーディネーター室等レイアウト図面案等について 

事務部長から資料 7 に基づき報告があった。 

 

 

4. 国際交流関連業務の運営について 

国際交流委員から資料 8 に基づき報告があった。 

 

 

5. 各種委員会報告 

各委員から資料 9に基づき以下の会議に係る報告があった。 

(1) 第 2 回米州交流室会議（7 月 8 日） 

(2) 第 194 回部局長会議（7月 11 日） 

(3) 部局長等懇談会（7 月 11 日） 

(4) 保健委員会（7 月 11 日） 

(5) 第 196 回 教育研究評議会（7月 18 日） 

(6) 第 32 回教員人事委員会（7 月 18 日）  

(7) 第 37 回情報セキュリティ委員会（7月 19 日） 

(8) 保健管理センター運営委員会（7月 22 日） 

(9) 第 3 回全学教務委員会（7 月 24 日） 

(10) 第 2 回環境企画・評価専門委員会（7 月 24 日） 

(11) 第 4 回国際教養教育委員会（7 月 25 日） 

(12) 第 2 回環境保全推進センター運営委員会（8月 1 日）  

(13) 第 5 回学生委員協議会（8 月 7 日）  

(14) 第 5 回安全衛生委員会（8 月 29 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催 日時 令和元年 10 月 16 日（水）研究科教授会（1）終了後 
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