
教授会議事要旨

開催日時 平成２２年３月５日 １４：３０～１７：１８

開催場所 文学部大会議室

出席者数 ６６名

欠席者数 １６名（うち海外渡航・休職者数 ４名）

議 題

前回教授会議事録の確認

前回臨時教授会議事録の確認

研究科長報告 江川研究科長(２．１３～３．５)

協議事項

下記事項について、審議を行った。

１．世界史講座助教選考について

２．人文地理学講座助教選考について

３．芸術学講座助教選考について

４. 芸術史講座助教選考について

５．国際交流センター助教選考について

６．大学教育実践センター兼任教員および大学教育実践センター長の委嘱について

７．各種委員会委員の選出について

(1) 教育課程委員会委員

(2) 教育実習等専門部会委員

(3) 附属図書館総合図書館運営委員会委員

(4) サイバーメディアセンター運営委員会委員

８．伊東 信宏（いとう のぶひろ）提出学位申請論文（論文博士）の審査について

９．橋本 行洋（はしもと ゆきひろ）提出学位申請論文（論文博士）の審査について

10．王 妙発（おう みょうはつ）提出学位申請論文（論文博士）の審査について

11．玉村 禎郎（たまむら よしお）提出学位申請論文（論文博士）の審査について

（継続）

12. 伊勢 芳夫（いせ よしお）提出学位申請論文（論文博士）の審査について（継続）

13. 白川 計子（しらかわ かずこ）提出学位申請論文（論文博士）の審査について

（継続）

14. 鴨川 啓信（かもがわ ひろのぶ）提出学位申請論文（論文博士）の審査について

（継続）

15. 中村 順子（なかむら じゅんこ）提出学位申請論文（論文博士）の審査について

（継続）

16. 藤江 啓子（ふじえ けいこ）提出学位申請論文（論文博士）の審査について（継続）

17. 平成２１年度（３月期）修了予定者提出学位申請論文（課程博士）の審査について

18. 平成２１年度（３月期）博士後期課程学位記受領代表者について

19. 平成２２年度（６月期）課程博士学位論文及び博士予備論文の審査日程等について

20. 平成２２年度文学研究科新入生オリエンテーションについて

21. 大阪大学招へい研究員の受入れについて

22. 外国人招へい研究員の受入れについて

23. ハイデルベルク大学との大学間学術交流協定について



24. ゲッティンゲン大学との部局間学術交流協定について

25. 「大阪大学大学院文学研究科・文学部招へい教員等の選考基準に関する申し合わせ」

の一部改正について

26. 教授会・総務委員会開催予定日について

27. その他

報告事項

下記事項について、報告がなされた。

１．全 学

（１）大学教育実践センター会議 （ ２．１２）

（２）豊中地区部局長会議 （ ２．１５）

（３）教育研究評議会 （ ２．１６）

（４）部局長会議 （ ２．１６）

（５）創立８０周年記念事業委員会 （ ２．１６）

（６）グローバル３０推進協議会 （ ２．１６）

（７）産学官連携問題委員会 （ ２．１６）

（８）発明委員会 （ ２．１６）

（９）大学教育実践センター運営協議会 （ ２．１６）

（10）コミュニケーションデザイン・センター運営協議会 （ ２．１６）

（11）図書館委員会 （ ２．１７）

（12）国際交流委員会 （ ２．２３）

（13）情報化推進連絡会 （ ２．２４）

（追 加）留学生センター教授会 （ ２．２６）

（14）中之島講座運営委員会 （ ３． ２）

（15）その他

２．部 内

（１）総務委員会 （ ２．２４）

① 教授会・学部教授会議題整理（平成２２年３月５日開催分）

② 海外渡航

（２）研究推進室

（３）評価・広報室

（４）教育支援室

（５）国際連携室

（６）その他

３．学生の異動について

４．その他

以 上



臨時教授会議事要旨

開催日時 平成２２年３月６日 １４：３０～１４：５３

開催場所 文学部大会議室

出席者数 ５９名

欠席者数 ２３名（うち海外渡航・休職者数 ４名）

議 題

協議事項

下記事項について、審議を行った。

１．平成２１年度大学院博士前期課程並びに修士課程修了者の決定について

２．平成２１年度文学研究科賞及び大学院博士前期課程（修士課程含む）学位記受領代

表者について

３. その他

以 上



臨時教授会議事要旨

開催日時 平成２２年３月１０日 １４：３０～１４：３８

開催場所 文学部大会議室

出席者数 ６１名

欠席者数 ２０名（うち海外渡航・休職者数 ８名）

議 題

協議事項

下記事項について、審議を行った。

１．平成２２年度大学院研究生合格者判定について

２．平成２２年度大学院研究生在学期間延長について

３. 平成２２年度（前期）大学院科目等履修生合格者判定について

４. その他

以 上



教授会議事要旨

開催日時 平成２２年３月２０日 １３：３０～１５：２５

開催場所 文学部大会議室

出席者数 ６６名

欠席者数 １５名（うち海外渡航・休職者数 ７名）

議 題

前回教授会議事録の確認

前々回及び前回臨時教授会議事録の確認

研究科長報告 江川研究科長(３．６～３．２０)

協議事項

下記事項について、審議を行った。

１．文学環境論講座への所属換について

２．各種委員会委員の選出について

(1) 評価委員会委員

(2) 入試委員会委員

(3) 中之島講座運営委員会委員

(4) 学生生活委員会委員

(5) 図書館委員会委員

(6) 出版会出版委員会委員

(7) 総合学術博物館運営委員会委員

３．部局ネットワーク運用管理責任者の交代について

４. 三宅 知宏（みやけ ともひろ）提出学位申請論文（論文博士）の審査委員の選出に

ついて

５．伊東 信宏（いとう のぶひろ）提出学位申請論文（論文博士）の審査について

（継続）

６．橋本 行洋（はしもと ゆきひろ）提出学位申請論文（論文博士）の審査について

（継続）

７．王 妙発（おう みょうはつ）提出学位申請論文（論文博士）の審査について（継続）

８．平成２２年度長期履修申請について

９．平成２２年度文学研究科開講科目について

10．平成２２年度非常勤講師の任用（追加）について

11．大阪大学大学院文学研究科における博士学位申請論文の審査基準（内規）について

12. 大阪大学招へい研究員の受入れについて

13. フランス極東学院との学術交流協定の更新について

14. その他

報告事項

下記事項について、報告がなされた。

１．全 学

（１）人権問題委員会 （ ３． ９）

（２）学生生活委員会 （ ３．１０）



（３）大学教育実践センター会議 （ ３．１２）

（４）豊中地区部局長会議 （ ３．１５）

（５）教育研究評議会 （ ３．１７）

（６）部局長会議 （ ３．１７）

（７）創立８０周年記念事業委員会 （ ３．１７）

（追加）男女共同参画推進委員会 （ ３．１７）

（追加）グローバル３０推進協議会 （ ３．１７）

（８）その他

２．部 内

（１）拡大総務委員会 （ ２．２５）

総務委員会 （ ３．１１）

① 教授会・学部教授会議題整理（平成２２年３月２０日開催分）

② 海外渡航

③ 平成２２年度間接経費の執行計画について

（２）研究推進室

（３）評価・広報室

（４）教育支援室

（５）国際連携室

（６）その他

①性差別問題委員会

②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム運営委員会

③安全衛生管理委員会

３．学生の異動について

４．その他

①平成２２年度各室部門等担当者について

②時短試行実施の決定等について

以 上


