
令和元年度 第 6回 経済学研究科教授会（1） 議事概要 

 

令和元年 10 月 16 日（水） 

 

◎前回議事要録・議事概要確認 

   令和元年度第 5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. 博士課程前期課程外国人特別選抜ダブルディグリー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 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. 外国人研究生（合格者）の研究期間延長について 

選抜委員から資料 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. 課程博士論文提出予定者の公開セミナーの結果について 

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. 2019 年度前期学力試験指定科目の合格者について 

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. ダブルディグリー学生の既修得単位の認定について 

教務委員から資料 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。 

 

6. 新入生の既修得単位の認定について（IFEEK 生） 

教務委員から資料 6 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

7. 新入生の学力試験指定科目の認定について 

教務委員から資料 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. 英語力強化科目の単位における修了に必要な単位数への算入について 

教務委員から資料 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. リール大学（フランス）との学生交流協定の更新について 

国際交流委員から資料 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. フローニンゲン大学（オランダ）との学生交流協定の締結について 

国際交流委員から資料 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. 学生異動（休学・退学）について 

学生委員から資料 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. カリキュラムポリシー及びディプロマポリシーの改正について 

研究科長から資料 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。 

 

 

◎報告事項 

1. 博士課程前期課程修了判定の修正について 

教務委員から資料 13 に基づき報告があった。 

 

2. 2019 年度シラバスの確認について 

教務委員から資料 14 に基づき報告があった。   

 

3. エコノリーガル大学院プログラムについて 

教務委員から資料 15 に基づき報告があった。 

 

4. 5 年一貫経済学国際教育プログラム月次報告について 

国際交流委員から資料 16 に基づき報告があった。 

 

5. 入学者選抜実施に係るガイドラインについて 

選抜委員から資料 17 に基づき報告があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催日時 令和元年 11 月 13 日（水）13:30 



令和元年度 第 6回 経済学研究科教授会（2） 議事概要 

 

令和元年 10 月 16 日（水） 

 

◎前回議事要録・議事概要確認 

   令和元年度第 5回研究科教授会（2）議事要録・議事概要を確認した。 

 

 

◎審議事項 

1. 副研究科長の選出について 

研究科長から、神戸大学大学院経済学研究科副研究科長に関する内規（以下、「内規」とい

う。）第 4 に規定する副研究科長の任期が令和元年 11 月 15 日に満了することに伴い、次期

副研究科長候補者を推薦する旨の提案があり、投票の結果、提案どおり承認された。 

   また、内規第 6 に規定する副研究科長の任期も令和元年 11 月 15 日に満了することに伴

い、研究科長から次期副研究科長の指名があり、審議の結果、承認された。 

 

2. 執行部委員の選出について 

研究科長から、令和 2年度執行部委員を推薦する旨の提案があり、投票の結果、提案どお

り承認された。 

 

3. 評議員の選出について                             

研究科長から、現評議員の任期が令和 2 年 3 月 31 日に満了することに伴い、次期評議員

候補者を推薦する旨の提案があり、投票の結果、提案どおり承認された。 

 

4. 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 2 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

5. 非常勤講師の応嘱について 

研究科長から資料 3 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

 

◎報告事項 

1. 裁量労働制適用者等に係る労働時間の把握について 

研究科長から資料 4 に基づき説明があった。 

    

 

2. パソコン等の廃棄手続きについて 

会計係長から資料 5 に基づき説明があった。 

 

 



3. 各種委員会報告 

各委員から資料 6に基づき以下の会議に係る報告があった。 

(1) 学生委員協議会（令和元年度 第 5回）（9 月 4日） 

(2) ２０１９年度第５回入学試験実施委員会（9月 6 日）  

(3) 社会システムイノベーションセンター運営委員会（9 月 12 日）   

(4) 5 部局長懇談会（9 月 12 日） 

(5) 第 195 回部局長会議（9月 12 日）  

(6) 2019 年度第 3回入学試験委員会（9月 12 日） 

(7) 2019 年度国際交流委員会（第 3 回）（9月 17 日） 

(8) 第 197 回教育研究評議会（9月 19 日） 

(9) 第 33 回教員人事委員会（9 月 19 日） 

(10) 令和元(2019)年度 第 5回 全学評価・ＦＤ委員会（9月 19 日） 

(11) 数理・データサイエンスセンター運営委員会（9 月 20 日）  

(12) 令和元年度第６回安全衛生委員会（9 月 26 日） 

(13) 令和元年度第 5 回国際教養教育委員会（9 月 26 日） 

(14) ２０１９年度第４回入試改革推進本部会（10 月 1 日） 

(15) 学生委員協議会（令和元年度 第 6回）（10 月 2 日） 

(16) 第 6 回 入学試験実施委員会（10 月 4 日）  

(17) 社会システムイノベーションセンター運営委員会（10 月 10 日） 

(18) 5 部局長懇談会（10 月 10 日） 

(19) 社会科学系会議（10 月 10 日）  

(20) 第 196 回 部局長会議（10 月 10 日）  

(21) 第 34 回教員人事委員会（10 月 10 日）  

 

4. テニュアトラック教員が従事する管理運営業務について 

研究科長から、テニュアトラック教員が従事する管理運営業務として、最低でも定期試験

及び入学試験の試験監督業務には従事してもらいたい旨の説明があった。 

 

5. 卒業生・修了生へのアンケート調査について 

研究科長から、卒業生・修了生へのアンケート調査を行う場合、その依頼は、ゼミの OB・

OG 会等の個人的関係により取得したメールアドレスを用いてほしいとの依頼があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催 日時 令和元年 11 月 13 日（水）研究科教授会（1）終了後 


