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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成３１年４月２５日（木）１５：１０～１６：３０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １２名 

陪 席 者： ４名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

 １．接合科学研究所緊急連絡網の配付について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．広島大学大学院工学研究院との拠点間連携研究協力の終了について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

３．接合科学研究所運営委員会（8/6（火））及び共同研究運営委員会（7/30（火））の開催日程等について 

本議題について、報告があった。 

 

４．２０１９年度テニュアトラック制度普及推進事業の募集について 

本議題について、報告があった。 

 

 ５．その他 

 （１）理工情報系オナー大学院プログラムについて 

    本議題について、報告があった。 

 

（２）施設見学等来訪対応について 

本議題について、報告があった。 

 

【審議事項】 

１．准教授の公募について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、資料を一部修正の上、これを承認した。 

 

２．２０１９年度招へい教員等の受入れ（新規）について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．接合科学研究所ソーシャルメディアの利用方針について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．２０２０年度概算要求について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、資料を一部修正の上、これを承認した。 

 

５．兼業について 

   本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 令和元年５月１６日（木）１４：４０～１６：４０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

海外出張： １名 

陪 席 者： ４名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．接合研ＰＲポスター（第１１弾）について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

【審議事項】 

１．２０１９年度予算配分（案）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、資料を一部修正の上、これを承認した。 

 

２．広域アジア事業の概算要求について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．TRANSACTIONS OF JWRIの変更について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．２０２０年接合研主催の国際会議について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

５．２０１９年度東京セミナー等の開催について 

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．安全保障輸出管理について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、受入れに際しては、注意することとした。 

 

 ７．その他 

 （１）研究力可視化について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、協力していくこととした。 

 

 （２）オナー大学院プログラムについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、協力していくこととした。 

 

 （３）６研プロジェクトに係る次期主幹校について 

    本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 令和元年６月２７日（木）１１：１５～１３：００ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １２名 

陪 席 者： ４名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．平成３０年度決算報告について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．ハノイ工科大学との連携合意書締結について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ３．大阪大学海外拠点のアライアンス化に向けた取り組みに係る協力並びに教員の推薦について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

【審議事項】 

１．２０１９年度国際共同研究員の受入れについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、一部変更の上、これを承認した。 

 

２．２０１９年度リサーチアシスタントの採用候補者について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．オープンラボの料金改定（消費税増税対応）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．外部評価の実施について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、今後の対応並びに今年度の実施案を承認し

た。 

 

 ５．大阪大学賞の推薦について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、推薦者を承認した。 

 

 ６．ライフイノベーション材料プロセス学分野について 

本議題について、説明があり、審議の結果、所属専攻を承認した。 

 

７．安全保障輸出管理について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、今後の対応を決定した。 

 

８．一般社団法人日本溶接協会（JWES）との協力協定書について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、継続審議することとした。 

 

９．兼業について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 
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10．２０１９年度「大阪大学共創ＤＡＹ＠ＥＸＰＯＣＩＴＹ」出展ブースの募集について 

   本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、出展する旨承認した。 

 

11．その他 

（１）若手萌芽研究経費について 

本議題について、提案があり、審議の結果、これを承認した。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 令和元年７月１８日（木）１０：３０～１２：００ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

欠 席 者： １名 

陪 席 者： ４名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

 １．共創機構分室について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ２．六研次期計画について 

   本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

【審議事項】 

１．准教授の選考について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、候補者を決定した。 

 

２．２０１９年度国際共同研究員の受入れについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．「接合科学カフェ」及び「喫茶 接合ロマン」の開催について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．一般社団法人日本溶接協会（JWES）との協力協定書について 

   本議題について、説明があり、審議の結果、継続審議することとした。 

 

５．武者修行プログラム（仮称）の制定について 

   本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、継続審議することとした。 

 

６．兼業について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 令和元年９月２７日（金）１２：００～１３：１０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

欠 席 者： １名 

陪 席 者： ４名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．次期６研プロジェクトについて 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

【審議事項】 

１．任期付教員の再任審査委員会委員の選出について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２．２０１９年度招へい教員等の受入れ（新規）及び称号付与について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．一般社団法人日本溶接協会（JWES）との協力協定書について 

   本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．ＪＷＲＩ道場プログラム（仮称）の制定について 

   本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ５．オープンラボの利用申請について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．ライフイノベーション材料プロセス学分野について 

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ７．２０２０国際ウエルディングショーとのコラボ企画（案）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．２０１９年度国際共同研究員の受入れについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ９．特任事務職員の雇用について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

10．指定国立大学構想の KPI に係る部局取組の状況について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

11．２０１９年度接合科学共同利用・共同研究賞受賞者について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 
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12．オージェのＦＥチップの更新について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、対応を決定した。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 令和元年１０月１７日（木）１０：４５～１１：３２ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １０名 

欠 席 者： ２名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

なし 

 

【審議事項】 

１．２０１９年度招へい教員等の受入れ（新規）及び称号付与について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２．技術職員ポストから助教ポストへの流用（振替）について 

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．教員人事について 

   本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．その他 

（１）大阪大学高圧ガス管理支援システム（OGCS）への対応について 

本議題について、説明があり、意見交換を行った。 

 

（２）外部評価委員会（１１月２２日開催）の当日スケジュールについて 

本議題について、説明があり、意見交換を行った。 

 

（３）接合研PRポスター（第１３弾）の作成について 

本議題について、説明があり、撮影の協力依頼があった。 

 

（４）Visual-JW＆WSEの開催について 

本議題について、説明があり、意見交換を行った。 

 

 

 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 令和元年１１月２８日（木）１０：５２～１２：３２ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １０名 

欠 席 者： ２名 

陪 席 者： ４名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

なし 

 

【審議事項】 

１．名誉教授の推薦について 

本議題について、回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２．２０１９年度招へい教員等の受入れ（新規）について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．助教の公募について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．技術職員ポストから助教ポストへの流用（振替）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

５．令和２年度先導的重点課題について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．大型装置の修理費用について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

７．ベトナム溶接技術研究所の設立に向けたコンサルティング契約について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．実験研究棟から「本館」への名称変更について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

９．オープンラボの利用期間について（規程改正、申請様式変更） 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１０．JWRI道場プログラムの選考について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１１．分野の統合について 

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 
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１２．令和３年度概算要求（施設整備費補助金）の申請について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１３．その他 

（１）１２月の教育研究評議会及び部局長会議等への代理出席について依頼があった。 

（２）６研プロジェクトの次期プロジェクトに係る令和３年度概算要求について意見交換を行った。 

（３）１１月に実施したVisual-JWについて実施報告があった。 

（４）接合研PRポスター（第１３弾）について承認した。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 令和元年１２月１９日（木）１０：３０～１１：２２ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １２名 

欠 席 者： なし 

陪 席 者： ４名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．特任研究員（常勤）の契約更新について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．その他 

（１）教員公募に係る国際公募について 

本議題について、報告があった。 

 

【審議事項】 

１．令和２年度先端基礎科学分野の招へい教授の受入れ担当について  

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２．令和２年度先導的重点課題について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．JWRI道場プログラムの選考について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．予算執行状況について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

５．施設整備費補助金（スマプロ２号館建て替え申請）の進捗状況について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．大阪大学接合科学研究所サバティカル制度に関する基準の制定について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

７．任期付教員の再任審査委員会委員の選出について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．溶接構造の疲労性能設計手法国際研究拠点の次期拠点長について 

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

９．TRANSACTIONS OF JWRIの見直しについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１０．その他 
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（１）クロスアポイントメントに関する教員人事について説明があり、審議の結果、これを承認した。 

（２）令和２年度産学連携シンポジウムの日程について、報告があった。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

開催日時： 令和２年１月１６日（木）１０：３０～１１：１５ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

欠 席 者： １名 

陪 席 者： ４名 

 

議   事 

【報告事項】 

なし 

 

【審議事項】 

１．任期付教員の再任審査について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２．令和２年度招へい教員等の受入れ（新規及び継続）及び称号付与について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．特任教員（常勤）の採用（新規及び継続）について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．クロス・アポイントメント協定の締結について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

５．女性教員比率向上システム（クロス・アポイントメントによる女性教員受け入れ支援制度）への申請につい 

   て 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．令和２年度非常勤研究員の雇用計画について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

７．令和元年度予算追加配分について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．２０２０年度「阪大病院前駅」駅貼りPRポスターについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

９．一般社団法人スマートプロセス学会事務局スペース賃借について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、スペースの提供は不可との回答をすること 

とした。 

 

１０．次期６研プロジェクトに係る令和３年度概算要求について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１１．その他 
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（１）３月１９日(木)開催予定の３月教授会について、同時期に学会の開催があることから、２月の教授会 

で開催日程を改めて決定することとした。 

 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

開催日時： 令和２年２月２０日（木）１０：４５～１３：０５ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １２名 

欠 席 者： なし 

陪 席 者： ４名 

 

議   事 

【報告事項】 

１．特任研究員（非常勤）の採用（更新）について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．令和２年度技術部の新規雇用計画について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

３．タイ国のハイスクールの本学来訪に係る所内見学について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

４．特任事務職員の採用について 

本議題について、報告があった。 

 

【審議事項】 

１．非常勤職員等の雇用に関する申し合わせの一部改正について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２．令和２年度に係る部局年度計画及び「全学的に重視する指標」の数値目標について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．助教の選考について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、候補者を決定した。 

 

４．特任教員（常勤）の採用（新規）について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

５．特任教員（非常勤）の採用（新規及び継続）について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．令和２年度客員教授の称号付与について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

７．任期付教職員等の労働契約の期間に係る年齢制限の特例を認める者について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．令和２年度招へい教員等の受入れ（新規及び継続）及び称号付与について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 
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９．令和２年度国際共同研究員の受入れについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１０．オープンラボの利用承認について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１１．接合研PRポスター（第１４弾）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１２．令和２年度所内会議の開催日程について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上、承認した。 

 

１３．接合科学研究所運営委員会の委員の交代について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１４．接合科学研究所共同研究運営委員会委員の交代について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１５．部局間学術交流協定の締結について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１６．教員人事について 

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１７．分野の仮学生部屋の設定について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１８．令和２年度卓越研究員の公募について 

本議題について、説明があり、審議の結果、申請を検討することとした。 

 

１９．理工情報系オナー大学院プログラム履修学生給付型奨学金に係る対応について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２０．その他 

３月の教授会について、日程を決定した。 

 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

開催日時： 令和２年３月１９日（木）１０：５１～１１：４３ 

開催場所： 本館２階特別会議室 

出 席 者： １２名 

欠 席 者： なし 

陪 席 者： ４名 

 

 

議   事 

【報告事項】 

１．特任研究員（非常勤）の採用について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．その他 

（１）新型コロナウイルス感染症拡大の影響による学外会議の中止等について、報告があった。 

（２）理工情報系オナー大学院プログラムについて、報告があった。 

 

【審議事項】 

１．令和２年度招へい教員等の受入れ（新規）及び称号付与について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２．助教の公募について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．准教授又は助教の公募について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．兼業について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

５．令和２年度国際共同研究員の受入れについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．新型コロナウイルス感染症に係るJWRI道場プログラムの対応について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

７．カネカ基盤技術協働研究所への協力について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．その他 

令和２年度共同研究員公募（一般公募研究課題）について、一部の分野で公募を行わないこととした。 

 

 

以上 
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