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第１回 教育研究評議会記録 

 

日 時  平成２０年４月２日（水）１５：０１～１６：２４  

 
場 所  柏原キャンパス事務局棟 大会議室 

 
出席者  長尾，栗林，椎，木立，成山，野田，宮野，横井，正木，森，米川，石田，越桐中

井，守屋，高橋，髙山，向井，横山，岩﨑，藤井，山口（２２名） 
 
陪席者  野口監事 
 
傍聴人  田中ひかる准教授 
 
  開会に先立ち， 長尾学長より議事の進め方について，まず報告事項（７），報告事項（１）

～（６）を行い，その他については開催通知の順番に進める旨の発言がなされた。   
さらに，傍聴申請があった１名に対して，報告事項（１２）～（１３）の傍聴が認めら 

れた。 
 
〔平成１９年度第１４回教育研究評議会の記録確認について〕 
 長尾学長より記録の確認が諮られ、了承された。 

 
報告事項 
（７） 副学長の指名について 
    長尾学長から資料に基づき報告がなされた。 
 

【副学長の指名について】 
・副 学 長   理事   栗林 澄夫 

         （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・副 学 長   教授   野田 文子 （家政教育講座） 

         （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
（１） 理事の任命について 
    長尾学長から資料に基づき報告がなされた。 
 

【理事の任命について】 
・理 事           栗林 澄夫 

   （財務担当）      （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・理 事           椎   廣行 

    （総務・企画担当） （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・理 事           木立 英行 

   （教育研究担当）  （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
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・理 事           成山 治彦 
  （附属学校・地域連携担当） （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
（２） 監事について 
    長尾学長から資料に基づき報告がなされた。 
 

【監事について】 
・監 事           野口 克海 
（業務監査担当）   （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・監 事         西   育良 
（会計監査担当）   （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 

 
（３） 学長の職務を代理する理事について 
（４） 経営協議会委員となる理事について 
（５） 経営協議会委員となる職員について 
（６） 学長選考会議委員となる理事について 
  

（３）～（６）について、長尾学長から資料に基づき報告がなされた。 
 
議題 
（１） 経営協議会の学外委員について 
    長尾学長から資料に基づき提案がなされ、原案どおり了承された。 
 

【経営協議会の学外委員について】 
・梶本 徳彦    〔新任〕 （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
・高倉 翔     〔再任〕 （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
・高橋 叡子    〔再任〕 （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
・竹村 登茂子  〔新任〕 （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
・俵  正市    〔再任〕 （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
・辻井 昭雄    〔再任〕 （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 

 
（２） 学長選考会議第２号委員の選出について 
   古山総務課長から資料に基づいて説明が行われたが、理事でない副学長新設に伴い、 

学長選考会議規程第２条第２号において条ずれが改正されてない旨の指摘がなされた。 
質疑応答の結果、学長選考会議において規程整備を行うことを前提に藤井教授、山口 
教授立会いの下、学長以外の評議会構成員２１名による２名連記無記名投票が行われ、 
 

横井、横山、米川、石田の各評議員が選出された。 
 
報告事項 
（８） 附属図書館長の指名について 
    長尾学長から資料に基づいて報告がなされた。 
 

【附属図書館長の指名について】 
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・附属図書館長  〔再任〕    副学長  栗 林 澄 夫 
            （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
（９） 学長補佐の任命について 
   長尾学長から資料に基づいて報告がなされた。 
 
【学長補佐の任命について】 
・学 長 補 佐     教授   久田 敏彦  （学校教育講座） 

  （教務委員会担当）      （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・学 長 補 佐    教授   近藤 高貴  （自然研究講座） 

  （入学試験等実施委員会・   （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
   入学試験等企画委員会担当） 

 
・学 長 補 佐    准教授  馬野 範雄  （教職教育研究開発センター） 

  （教育実践実施委員会担当）  （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・学 長 補 佐    准教授  太田 順康  （保健体育教育講座） 

 （学生支援実施委員会担当） （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・学 長 補 佐    教授   入口  豊   （保健体育教育講座） 

  （就職支援実施委員会担当）  （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・学 長 補 佐    教授   越桐 國雄  （理科教育講座） 

  （評価・情報担当）      （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・学 長 補 佐    教授   岡本 幾子  （生活環境講座） 

  （施設マネージメント担当） （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・学 長 補 佐    教授   小山 健藏  （養護教育講座） 

  （学校安全担当）       （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
・学 長 補 佐    教授   片桐 昌直  （自然研究講座） 

  （外部資金戦略担当）     （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
（10） 学長特別補佐の任命について 
    長尾学長から資料に基づいて報告がなされた。 
 

【学長特別補佐の任命について】 
・学長特別補佐  秋葉 英則（任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
・学長特別補佐  稲垣  卓 （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
・学長特別補佐  岸本 幸臣（任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
・学長特別補佐  三木 四郎（任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
・学長特別補佐  安井 義和（任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
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（11） 附属図書館天王寺分館長の任命について 
    長尾学長から資料に基づいて報告がなされた。 
 

【附属図書館天王寺分館長の任命について】 
・附属図書館天王寺分館長   教授  池川 敬司  （実践学校教育講座） 

                （任期 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 
（12） 平成２０年度学部入学者の最終決定について 
    長尾学長から資料に基づいて報告がなされた。 
 
（13） 平成２０年度予算について 
    栗林理事から資料に基づいて報告がなされた。 
 
  最後に椎理事から，新たに着任した坪内管理部長，石坪経理課長，縣国際交流・研究協力

課長，島学術情報課長，昇任した中西附属学校課長の紹介がなされた。 
 
 

以 上 


