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制定日 

〔制定番号〕 学内規則等名 制定・改廃理由 

平成24年10月17日 

〔規程第５号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

ヒトを対象とする研究規程の一

部を改正する規程 

ヒトを対象とする研究計画の承認申請手

続の見直しに伴い、所要の改正を行うこ

と。 

平成24年10月24日 

〔学長裁定〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

国際交流委員会マレーシア日本

国際工科院部会設置要項 

マレーシア日本国際工科院（MJIIT）と

の連携強化を図るため、国際交流委員会の

下にマレーシア日本国際工科院部会を設置

することに伴い、必要な事項を定めるこ

と。 

平成24年10月26日 

〔規程第６号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

計量管理規程の一部を改正する

規程 

関係省令の改正に伴い、所要の改正を行

うこと。 

平成24年11月２日 

〔規程第７号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

情報ネットワーク管理規程の一

部を改正する規程 

企画・広報室の設置に伴い、所要の改正

を行うこと。 

平成24年11月２日 

〔規則第８号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

将来計画委員会規則の一部を改

正する規則 

事務所掌の変更に伴い、所要の改正を行

うこと。 

平成24年11月２日 

〔学長裁定〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

公式ホームページ管理運用要項

の一部を改正する要項 

企画・広報室の設置及び事務所掌の変更

に伴い、所要の改正を行うこと。 

平成24年11月２日 

〔学長裁定〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

ＮＵＴテクノミュージアム設

置・運営要項の一部を改正する

要項 

事務所掌の変更に伴い、所要の改正を行

うこと。 

平成24年11月14日 

〔規則第９号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

学位規則の一部を改正する規則 

学位論文等の審査基準の明確化に伴い、

所要の改正を行うこと。 

平成24年11月14日 

〔規程第８号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

学位審査取扱規程の一部を改正

する規程 

学位論文等の審査基準の明確化に伴い、

所要の改正を行うこと。 

平成24年11月30日 

〔学長裁定〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

外部評価実施要項 

本学の理念・目標に基づく教育研究活動

等の状況について、外部有識者による評価

を実施するため、必要な事項を定めるこ

と。 

平成24年11月30日 

〔平成24年度就業規

則第10号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

入試手当規程の一部改正 

入試手当を支給する業務について見直し

たことに伴う所要の改正を行う。 

平成24年12月11日 

〔規程第９号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

外国人受託研修員規程の一部を

改正する規程 

外国人受託研修員の受入手続及び文言の

見直しに伴い、所要の改正を行うこと。 

学 内 規 則 
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平成24年12月11日 

〔規程第10号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

国際連携センター日本語研修コ

ース及び日本語基礎コース規程

の一部を改正する規程 

日本語基礎コースの受講資格について、

留学生の家族等の受講を可能とするよう見

直すことに伴い、所要の改正を行うこと。 

平成24年12月28日

〔規則第10号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

産学融合トップランナー養成セ

ンター規則の一部を改正する規

則 

運営委員会及び審査委員会の委員構成の

見直しを行うことに伴い、所要の改正を行

うこと。 

平成24年12月28日

〔規則第11号〕 

国立大学法人長岡技術科学大学

産学融合トップランナー発掘・

養成システム外部評価委員会規

則の一部を改正する規則 

外部評価の実施に関して見直しを行うこ

とに伴い、所要の改正を行うこと。 
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○人事異動（教員）

平成24年11月１日 

異動前の職名 氏 名 異動内容 

生物系助教 霜田 靖 生物系准教授 

生物系助教 佐藤 武史 生物系准教授 

人 事 
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○役員会

〔第84回〕 

・日時 平成24年11月30日(金) 16時25分 

議題 １．平成24年度予算の変更（案）につ

いて 

２．長岡技術科学大学外部評価の実施

について 

３．平成25年度概算要求事項について 

○経営協議会

〔第51回〕 

・日時 平成24年11月30日(金) 13時 

議題 １．入試手当規程の一部を改正する規程の

制定について 

２．平成24年度予算の変更（案）につ

いて 

３．長岡技術科学大学外部評価の実施

について 

○学長選考会議

〔第24回〕 

・日時 平成24年11月30日(金) 14時45分 

議題 １．学長再任審査スケジュールについ 

 て 

２．学長の再任審査に係る在任中の業

績及び所信の提出依頼について 

３．意向調査の実施の有無について 

４．職員過半数代表者からの申し入れ

について 

○教育研究評議会

〔第115回〕 

・日時 平成24年10月10日(水) 13時10分 

議題 １．第114回教育研究評議会議事要旨

の確認について 

２．教員の選定過程について 

 ３．教員の採用に係る申請について 

〔第116回〕 

・日時 平成24年10月17日(水) 14時45分 

議題 １．第115回教育研究評議会議事要旨

の確認について 

〔第117回〕 

・日時 平成24年11月14日(水) 15時 

議題 １．第116回教育研究評議会議事要旨

の確認について 

２．教員の採用に係る申請について 

３．規則等の改正について 

４．長岡技術科学大学外部評価の実施

について 

〔第118回〕 

・日時 平成24年12月12日(水) 14時40分 

議題 １．第117回教育研究評議会議事要旨

の確認について 

２．教員の採用に係る申請について 

○教授会・代議員会（教授、准教授及び講師）

〔平成24年度第７回〕 

・日時 平成24年10月10日(水) 13時30分 

議題 １．平成24年度第６回教授会議事要旨

の確認について 

２．平成25年度大学院工学研究科博士

後期課程（第１次募集）入学者選抜

試験合格者の選考について 

３．平成25年度大学院工学研究科博士

後期課程入学者選抜試験（学内進

学）合格者の選考について 

４．大学以外の教育施設等における学

修成果の単位認定について 

５．学位論文審査付託に係る審査員の

指名について 

６．実務訓練に替えて課題研究を履修

する者について 

７．単位互換協定に基づく派遣学生の

単位認定について 

〔平成24年度第８回〕 

・日時 平成24年11月14日(水) 13時30分 

議題 １．平成24年度第７回教授会第６回代

議員会議事要旨の確認について 

２．大学院学生の研究指導の委託につ

いて 

〔平成24年度第９回〕 

・日時 平成24年12月５日(水) 14時10分 

議題 １．平成24年度第８回教授会第７回代

議員会議事要旨の確認について 

２．平成25年度第１学年（推薦）入学

者選抜試験合格者の選考について 

３．平成25年度第３学年（マレーシ

ア・ツイニング・プログラム）入学

者選抜試験合格者の選考について 

４．平成25年度第３学年（ヌエボレオ

会 議 
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ン大学ツイニング・プログラム）入

学者選抜試験合格者の選考について 

５．平成25年度第３学年（モンテレイ

大学ツイニング・プログラム）入学

者選抜試験合格者の選考について 

６．大学院修了者（12月）の認定につ

いて 

７．実務訓練に替えて課題研究を履修

する者について 

○教授会・代議員会（教授）

〔平成24年度第７回〕（合同） 

・日時 平成24年10月10日(水) 14時30分 

議題 １．平成24年度第６回教授会第５回代

議員会議事要旨について 

２．教員選考委員会（産学融合トップ

ランナー養成センター）の設置につ

いて 

〔平成 24年度第７回〕（工学部及び工学研究

科） 

・日時 平成24年10月10日(水) 14時40分 

議題 １．教員の選考について 

 ２．助教の採用について 

〔平成24年度第８回〕（合同） 

・日時 平成24年11月14日(水) 14時35分 

議題 １．平成24年度第７回教授会第６回代

議員会議事要旨について 

２．平成24年度非常勤講師（授業）の

選考について 

〔平成 24年度第８回〕（工学部及び工学研究

科） 

・日時 平成24年11月14日(水) 14時40分 

議題 １．助教の採用について 

 ２．特任教員の選考について 

〔平成24年度第９回〕（合同） 

・日時 平成24年12月５日(水) 15時 

議題 １．平成24年度第８回教授会第７回代

議員会議事要旨について 

２．平成25年度非常勤講師（授業）の

選考について 

〔平成 24年度第９回〕（工学部及び工学研究

科） 

・日時 平成24年12月５日(水) 15時10分 

議題 １．教員選考委員会の設置について 

 ２．特任教員の選考について 

○技術経営研究科教授会（教授、准教授及び講

師）

〔平成24年度第２回〕 

・日時 平成24年10月10日(水) 13時 

議題 １．平成23年度第５回技術経営研究科

教授会議事要旨について 

２．平成25年度大学院技術経営研究科

専門職学位課程（第１回募集）入学

者選抜試験合格者の選考について 

○第２回広報委員会

・日時 平成24年12月14日(金) ９時 

議題 １．広報戦略アクションプランの状況 

 について 

２．長岡ブランドについて 

○第５回広報委員会ＶＯＳ専門部会

・日時 平成24年11月16日(金) ９時 

議題 １．ＶＯＳ173号の企画について 

２ ． Ｖ Ｏ Ｓ 174 号 及 び Ｖ Ｏ Ｓ 175 号 

の特集について 

○第４回ＮＵＴテクノミュージアム運営委員会

・日時 平成24年10月16日(火) ９時 

議題 １．新規展示品について 

○平成24年度第１回情報公開・個人情報保護委

員会

・日時 平成24年10月24日(水) 14時45分 

議題 １．法人文書の開示請求に伴う開示・

不開示等について 

○安全衛生管理委員会

〔第７回〕 

・日時 平成24年10月24日(火) 15時 

議題 １．特定業務、有害業務及びＶＤＴ作

業に係る実態調査結果について 

２．安全パトロールの実施結果につい

て 

３．安全の手引き（平成25年度版）の

作成について 

４．構内喫煙対策について 

５．ＡＥＤ講習会の実施について 

６．衛生管理者の巡視結果（９月分）

について 

７．産業医の巡視結果（９月分）につ

いて 

〔第８回〕 

・日時 平成24年11月28日(水) 13時30分 

議題 １．安全パトロールの実施結果につい
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て 

２．安全自主点検について 

３．特定業務等従事者の健康診断結果

について 

４．エレベーターの安全性の確保につ

いて 

５.年末年始における安全確保につい

て 

６．電気取扱作業特別教育インストラ

クターコース（低圧）の受講につい

て 

７．衛生管理者の巡視結果（10月分）

について 

８．産業医の巡視結果（10月分）につ

いて 

〔第９回〕 

・日時 平成24年12月26日(水) 13時30分 

議題 １．中期計画に基づく安全管理に関す

る年度計画について 

２．安全衛生管理活動計画（平成25年

度）案について 

３．安全パトロールの実施計画につい

て 

４．排液の水質検査結果について 

５．平成24年度メンタルヘルス研修会

の開催について 

６．特別教育（低圧電気取扱業務）の

実施について 

７．構内喫煙対策について 

８．安全衛生優良研究室の推薦につい

て  

９．衛生管理者の巡視結果（11月分）

について 

10．産業医の巡視結果（11月分）につ

いて 

○第２回予算検討会議

・日時 平成24年12月６日(木) 

（持ち回り決議日） 

議題 １．平成24年度基盤研究経費 再配分

額（案）について 

○施設環境委員会

〔第110回〕 

・日時 平成24年10月31日(水) 15時 

議題 １．平成24年度スペースチャージ料等

について 

２．平成24年度スペースチャージ料等

の使徒について 

○メタン高度利用技術研究センター運営委員会

〔第７回〕 

・日時 平成24年10月５日(金) 16時 

議題 １．学内ヒアリングを受けた追加の検

討項目について 

２．今年度の事業計画について 

 ３．メタンシンポジウムについて 

〔第８回〕 

・日時 平成24年11月２日(金) 16時20分 

議題 １．今年度の事業計画について 

２．メタンシンポジウムについて 

３．学内ヒアリングについて 

４．研究室ガイドブックについて 

〔第９回〕 

・日時 平成24年11月16日(金) 16時20分 

議題 １．今年度の事業計画について 

２．メタンシンポジウムについて 

 ３．学内ヒアリングについて 

〔第10回〕 

・日時 平成24年12月21日(金) 16時20分 

議題 １．平成24年度事業計画について 

２．メタン高度利用技術シンポジウム

について 

３．センター活動報告書について 

４．学長ヒアリングについて 

５．英文パンフレットについて 

○第５回放射線安全委員会

・日時 平成24年10月29日(月) 

（持ち回り議決日） 

議題 １．平成24年度放射線・エックス線業

務従事者の追加登録及び放射線使用

責任者の選任について 

○技術開発センター運営委員会

〔第３回〕 

・日時 平成24年10月15日(月) 

（持ち回り決議） 

議題 １．平成24年度技術開発センターにお

ける予算（客員教員配分）の変更に

ついて 

〔第４回〕 

・日時 平成24年11月８日(木) ９時 

議題 １．平成25年度技術開発センターにお

ける事業計画について 

２．平成25年度技術開発センターにお
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ける研究支援推進員の雇用について 

 

○テクノインキュベーションセンター運営委員

会 

〔第４回〕 

・日時 平成24年10月18日(水) 

（持ち回り議決日） 

 議題 １．キャンパスインキュベーションブ

ースの利用期間更新について 

〔第５回〕 

・日時 平成24年11月９日(金) 15時40分 

 議題 １．技術シーズ集（2012－2013）の

発行について 

    ２．新春トークの開催について 

〔第６回〕 

・日時 平成24年12月５日(水) ９時 

 議題 １．平成25年度ＮＴＩＣ事業計画につ

いて 

    ２．技術シーズ集の退職教員の取扱い

について 

    ３．キャンパスインキュベーションブ

ースの新規利用申込について 

 

○産学官地域連携／知的財産本部連絡調整会議 

〔第４回〕 

・日時 平成24年10月15日(月) 10時30分 

 議題 １．第２回新潟産学官連携フォーラム

について 

    ２．産学連携フェア2013への出展等に

ついて 

〔第５回〕 

・日時 平成24年12月13日(水) 10時30分 

 議題 １．平成25年度事業計画について 

 

○教務委員会 

〔第８回〕 

・日時 平成24年10月２日(火) 13時30分 

 議題 １．大学以外の教育施設等における学 

     修成果の単位認定について 

    ２．学位論文審査付託にかかる審査委 

     員の指名について 

    ３．大学院学生の指導教員の変更につ 

     いて 

    ４．平成24年度大学院特別コース学 

     生の選考について 

    ５．単位互換協定に基づく派遣学生の 

     単位認定について 

    ６．学術交流協定に基づく特別聴講学 

     生の受入れ内容の変更について 

    ７．学術交流協定に基づく特別研究学 

     生の受入れについて 

    ８．研究生の選考について 

    ９. セインズマレーシア大学との博士 

     後期課程におけるダブルディグリ 

     ー・プログラムについて 

    10．実務訓練に替えて課題研究を履修 

     する者について 

〔第９回〕 

・日時 平成24年11月８日(木) 13時30分 

 議題 １．平成25年度学年暦・授業日数に 

     ついて 

    ２．平成25年度学年始めの日程につ 

     いて 

    ３．第３学年入学者における専門科目 

     の上乗せ単位認定の確認手順につい 

     て 

    ４．平成24年度非常勤講師による授 

     業実施計画について 

    ５．学術交流協定に基づく特別聴講学 

     生の受入内容の変更について 

    ６．学位規則及び学位審査取扱規程の 

     一部改正について 

    ７．国際大学と本学の連携教育プログ 

     ラム（IUJ-NUT ジョイントプログラ 

     ム）について 

    ８．モンテレイ大学とのツイニング・ 

     プログラム前半教育のカリキュラム 

     改訂について 

〔第10回〕 

・日時 平成24年11月27日(火) 13時30分 

 議題 １．大学院修了者（12月修了者）の 

         認定について 

    ２．第３学年入学者における専門科目 

     の上乗せ単位認定の確認 

    ３．平成25年度非常勤講師による授 

     業実施計画について 

    ４．平成25年度ティーチング・アシ 

     スタント実施計画について 

    ５．実務訓練に替えて課題研究を履修 

     する者について 

    ６．研究生の研究期間の延長について 

    ７．学術交流協定に基づく特別聴講学 

     生の受入れについて 

    ８．学術交流協定に基づく特別研究学 

     生の受入れについて 

    ９．国際大学と本学との連携協力に関 
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 する協定について 

10．モンテレイ大学とのツイニング・ 

プログラム前半教育のカリキュラム 

 改訂について 

11．チュラロンコン大学との博士後期 

課程におけるダブルディグリー・プ 

ログラムについて 

12．ダルムシュタット工科大学とのジ 

ョイントディグリー・プログラムに 

 ついて 

13．平成24年度非常勤講師による授 

業実施計画について 

○実務訓練委員会

〔第４回〕 

・日時 平成24年10月５日(金)（メール審議） 

議題 １．実務訓練派遣学生の派遣について

（追加・取下げ） 

〔第５回〕 

・日時 平成24年10月５日(金)（メール審議） 

議題 １．実務訓練に替えて課題研究を履修

する者の理由等の修正について 

〔第６回〕 

・日時 平成24年11月22日(木)（メール審議） 

議題 １．実務訓練に替えて課題研究を履修

する者について 

○第２回高大連携室会議

・日時 平成24年10月19日(金) 10時30分 

議事 １. 平成25年度高校生講座の実施につ

いて 

２. 今後の小中高大連携事業について

○学生委員会

〔第４回〕 

・日時 平成24年10月16日(火) 10時30分 

議題 １．平成24年度９月入学者の入学料免

除者の選考について 

２．平成24年度９月入学者の入学料徴

収猶予者の選考について 

３．平成25年度合宿研修について 

４．学生支援方策検討部会の検討結果

等について 

〔第５回〕 

・日時 平成24年11月21日(水) 13時30分 

議題 １．学生の処分について 

２．平成24年度後期授業料免除者の選

考について 

３．長岡技術科学大学30周年記念奨学

金における給付候補者の決定につ

いて 

４．平成24年度入学料免除者の選考に

ついて［特別措置対象者］ 

５．平成25年度日本学生支援機構大学

院奨学生予約採用候補者の選考に

ついて 

６．長岡技術科学大学における授業料

免除選考基準、入学料の免除及び

徴収猶予選考基準、日本学生支援

機構学部奨学生推薦選考基準、大

学院奨学生推薦選考基準の一部改

正について 

７．平成25年度学生宿舎等入居者の選

考について 

８．平成25年度学生行事について 

９．平成25年度学生生活ガイドブック

の作成について 

〔第６回〕 

・日時 平成24年12月20日(木) 13時30分 

議題 １．早期に不登校学生を把握するため

の学生相談体制について 

２．平成25年度年度計画（案)につい

て 

○入学試験委員会

〔第８回〕 

・日時 平成24年10月９日(火) 10時30分 

議題 １．平成25年度大学院工学研究科博士

後期課程（第１次募集）入学者選抜

試験合格者の選考について 

２．平成25年度大学院工学研究科博士

後期課程入学者選抜試験（学内進

学）合格者の選考について 

３．平成25年度大学院技術経営研究科

専門職学位課程（第１回募集）入学

者選抜試験合格者の選考について 

４．平成25年度第１学年入学者選抜試

験（推薦）試験委員の変更について 

５．平成25年度第１学年入学者選抜試

験（推薦）実施要領（案）等につい

て 

６．平成25年度第１学年入学者選抜試

験（一般入試、帰国子女入試）試験

委員の変更について  

７．平成25年度第３学年入学者選抜試

験（ツイニング・プログラム〔マレ
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ーシア、ヌエボレオン大学、モンテ

レイ大学〕）試験委員の決定につい

て  

８．平成25年度第３学年学生募集要項

（ハノイ工科大学ツイニング・プロ

グラム）（案）について 

９．平成25年度第３学年学生募集要項

＜９月入学＞（鄭州大学ツイニン

グ・プログラム）（案）について  

10．原子力システム安全工学専攻のア

ドミッションポリシー（案）につい

て  

〔第９回〕 

・日時 平成24年10月18日(木)付メール審議 

議題 １．平成25年度第１学年入学者選抜試

験（推薦入試）の出願資格について  

〔第10回〕 

・日時 平成24年11月６日(火)  10時30分 

議題 １．平成25年度第３学年入学者選抜試

験（ツイニング・プログラム〔ハノ

イ工科大学、ホーチミン市工科大学、

ダナン大学、鄭州大学〕）試験委員

の決定について 

〔第11回〕 

・日時 平成24年12月４日(火)  10時30分 

議題 １．平成 25年度第1学年入学選試験

（推薦入試）合格者の選考について 

２．平成25年度第３学年（マレーシ

ア・ツイニング・プログラム）入学

者選抜試験合格者選考について  

３．平成25年度第３学年（ヌエボレオ

ン大学ツイニング・プログラム）入

学者選抜試験合格者の選考について 

４．平成25年度第３学年（モンテレイ

大学ツイニング・プログラム）入学

者選抜試験合格者の選考について 

５．平成25年度大学入試センター試験

監督者等の決定について 

６．平成25年度大学入試センター試験

実施要領等について 

７．平成25年度第1学年（一般【前期

日程】、帰国子女入試）入学者選抜

試験監督要領（案）等について 

８．平成25年度第１学年（私費外国人

留学生入試、帰国子女入試）〔９月

入学〕募集要項（案）について 

９．平成26年度第３学年入学者選抜試

験の志望課程別科目等について 

 

○第５回入学者選抜方法研究委員会 

・日時 平成24年12月４日(火) ９時 

議題 １．2013オープンキャンパスの開催日

について 

   ２．入学者の成績追跡調査について 

 

○第４回高専連携室会議 

・日時 平成24年12月３日(月) ９時15分 

議題 １．高専訪問について  

２．ＮＨＫ高専ロボコンＯＢＯＧ会設

立準備室について 

３．研究室ガイドブックデザインの

選定について 

 

○アドミッション戦略室会議 

〔第６回〕 

・日時 平成24年10月15日(月) 10時30分 

議題 １．第１学年推薦入試共通質問につい

て  

〔第７回〕 

・日時 平成24年10月24日(水) 10時30分 

議題 １．第１学年推薦入試共通質問につい

て 

〔第８回〕 

・日時 平成24年11月8日(木) 16時20分 

議題 １．第１学年推薦入試個別質問につい

て  

 ２．推薦入試当日実施要領の確認につ

いて 

〔第９回〕 

・日時 平成24年11月16日(金) 13時 

議題 １．第１学年推薦入試個別質問につい

て 

   ２．推薦入試当日実施要領の確認につ

いて 

 

○第６回国際交流委員会 

・日時 平成24年10月５日（金） 10時30分 

 議題 １．セインズマレーシア大学（マレー

シア）との博士後期課程ダブルディ

グリー・プログラムに関する協定の

締結について 

２．平成25年度第１回私費外国人留学

生奨学金選考について 

３．鄭州ツイニング・プログラム平成

23年度入学者に係る平成24年度後期

授業料免除対象者選考について 
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４ ． マ レ ー シ ア 日 本 語 国 際 工 学 院

(MJIIT)部会の設置について 

５．スラナリ工科大学（タイ）との学

術交流協定の締結について 

６．外国人研究者の受入れについて 

７．名誉博士号の授与について 

８．国際技学カンファレンスについて 

○第７回国際交流委員会

・日時 平成24年11月16日(金) 10時30分 

１．国費外国人留学生に係る国費支給

期間延長申請について 

２．モンテレイ大学（メキシコ）との

ツイニング・プログラムに関する協

定書における付属書の追加について 

３．チュラロンコン大学（タイ）との

博士後期課程ダブルディグリー・プ

ログラムに関する協定の締結につい

て 

４．ダルムシュタット工科大学（ドイ

ツ）とのジョイントディグリー・プ

ログラムについて 

○第３回国際連携教育会議ハノイ工科大学ツイ

ニング・プログラム部会

・日時 平成24年11月５日(月) 10時30分 

議題 １．平成25年度入試について 

２．集中講義について 

３．大学説明会について 

４．日本留学フェアについて 

５．ショートステイプログラムについ 

 て 

６．ＴＰ学生の現状について 

７．海外実務訓練学生について 

８．ツイニング・プログラム実施状況

報告書について 

○第３回国際連携教育会議ホーチミン市工科大

学ツイニング・プログラム部会

・日時 平成24年10月23日(火) 13時 

議題 １．平成25年度入試について 

２．日本留学フェア及びホーチミン市

工科大学との打合せ等について 

３．平成24年度ショートステイプログ

ラムについて 

４．ＴＰ学生の現状について 

５．集中講義実施報告 

６．集中講義について 

７．ツイニング・プログラム実施状況

報告書について 

８．海外実務訓練先の開拓 

９．学長のホーチミン市工科大学訪問

について 

○第２回国際連携教育会議ダナン大学ツイニン

グ・プログラム部会

・日時  平成24年12月12日(水) 

（持ち回り議決日） 

議題 １．平成25年度第３学年学生募集要項

（ダナン大学ツイニング・プログラ

ム入試）案について 

○第３回国際連携教育会議鄭州大学ツイニン

グ・プログラム部会

・日時 平成24年10月５日(金) 16時20分 

議題 １．平成25年度入試について 

２．平成24年度学生導入プログラムに

ついて 

３．平成23年度入学者に係る平成24年

度後期授業料免除対象者選考につい

て 

４．ＴＰ学生の現状について 

５．第２期生実務訓練について 

６．海外実務訓練派遣について 

７．集中講義について 

８．ＴＰ実施状況報告書について 

○第３回国際連携教育会議メキシコとのツイニ

ング・プログラム部会

・日時 平成24年10月２日(火) ９時 

議題 １．教員の出張報告について 

２．平成25年度入試について 

３．平成24年度集中講義について 

４．ＴＰ学生の現状について 

○附属図書館運営委員会

〔第２回〕 

・日時 平成24年10月23日(火) 16時20分 

議題 １．2013年（平成25年）学術雑誌共通経費

について 

２．平成24年度学生用図書の配分額に

ついて 

３．図書の除籍について 

４．中期計画・年度計画における年度計画

（平成24年度）の進捗状況について 

〔第３回〕 
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・日時 平成24年11月５日(月) 14時40分 

議題 １．2013年（平成25年）学術雑誌共通

経費について 

２．平成25年度一般雑誌の選定について 
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□博士（工学）の学位授与

○大学院工学研究科博士後期課程修了によるもの

学位記番号 氏　　名 学位授与の日付 論文題目

博甲第639号 SANSAK DEEON 平成24年12月31日
Study on Application of Safety Technologies to Adjustable Speed
Electrical Power Drive Systems
（可変速電力ドライブシステムへの安全技術の適用に関する研究）

□平成25年度第１学年入学者選抜試験（推薦入試）

１ 合格発表 

平成24年12月６日(木) 

２ 志願者数・合格者数 

課  程  名 募集人員 備  考

機械創造工学課程 6 11 11 6

電気電子情報工学課程 6 20 20 7

材料開発工学課程 3 1 1 3
機械創造工学課程からの第２志望合格者１人、電気電子情
報工学課程からの第２志望合格者１人を含む。

建設工学課程 3 3 3 3

環境システム工学課程 3 4 4 3

生物機能工学課程 3 5 (1) 5 (1) 4 (1)

経営情報システム工学課程 3 2 2 3 環境システム工学課程からの第２志望合格者１人を含む。

全課程（普通科・理数科等） 若干人 10 (2) 10 (2) 7 (2)

合  計 30 56 (3) 56 (3) 36 (3)

（注）  （  ）内は、女子を内数で示す。 

志 願 者 受 験 者 合 格 者

□平成25年度大学院技術経営研究科専門職学位課程入学者選抜試験（第１回募集）概況

１ 合格発表 

 平成24年10月11日(木) 

２ 志願者数・合格者数 

専  攻  名 募集人員

システム安全専攻 7 1 (1) 1 (1)

（注）  （  ）内は、他大学大学院出身者を内数で示す。 

志 願 者 合 格 者

学 事 
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○受賞関係

賞等の名前及び 

受賞年月日 
表彰団体名 被表彰者名 受賞の対象となった研究題目等 

Pulsed Power 

Fundamental 

Research Award 

平成24年10月３日 

International 

Society on 

Pulsed Power 

Applications, 

e.V. 

(ISP) 

原子力安全系 

教授 

江偉華 

Compact LTDs Using Power 

Semiconductor Devices 

American Ceramic 

Societyフェロー 

平成24年10月８日 

American Ceramic 

Society 

理事・副学長 

高田雅介 

米国セラミックス学会がセラミッ

クスの技術及び科学の領域におい

て、多大な貢献や顕著な活躍をし

た世界的に著名な科学者に対して

授与する 

第65回新潟日報文化賞 

（産業技術部門） 

平成24年11月１日 

新潟日報社 物質・材料系 

教授 

小林高臣 

持続型環境保全のために有効な環

境汚染物質を吸着除去できるシス

テムの開発と実用化展開 

第65回新潟日報文化賞 

（学術部門） 

平成24年11月１日 

新潟日報社 機械系 

教授 

明田川正人 

サブナノメートル・ピコメートル

計測制御 

日本ストレス学会奨励

賞（高田賞） 

平成24年11月２日 

日本ストレス学会 経営情報系 

准教授 

野村収作 

微細針技術によるストレス関連ホ

ルモンの経皮的評価 

電気化学会北陸支部功

労賞 

平成24年11月８日 

電気化学会北陸支部 物質・材料系 

教授 

梅田実 

電気化学会北陸支部功労賞表彰 

○永年勤続者表彰

平成24年11月23日付けで、次の者に対して表

彰状と記念品が授与された。（敬称略） 

副学長・物質・材料系教授 斎藤秀俊 

電気系教授 中川健治 

電気系准教授 木村宗弘 

物質・材料系准教授 河原成元 

教育開発系准教授 原信一郎 

総務課総務主任 中澤麻紀 

施設管理課管理保全係長 五十嵐誠 

産学・地域連携課産学・地域連携係長 

 安原 毅 

学術情報課情報サービス係長 安原明子 

技術支援センター技術専門職員 

安部 真 

○工作センター講演会

・日時 平成24年11月27日(火) 13時 

場所 マルチメディアシステムセンター 

講師 株式会社 小金井精機製作所 

 技術課 課長 本田 淳氏 

演題 F1で培った寸法公差ゼロの精密加工技

術への挑戦 

聴講者 104名 

○第４回メタン高度利用技術シンポジウム

・日時 平成24年12月３日(月) 

場所 まちなかキャンパス長岡301会議室 

主催 長岡技術科学大学 

共催 新潟県、長岡市、(社)新潟県電子機械

工業会（NEIA）、メタン活用技術研究

会、長岡商工会議所、長岡技術科学大

諸 報 



15 

学協力会 

 協賛 NPO 法人長岡産業活性化協会（NAZE）、

新潟県天然ガス協会 

 参加人数 46名 

 内容 

【シンポジウム第１部】 

【基調講演１】 

「非在来型天然ガスの開発動向と我が国への

影響」 

森田 裕二（一般財団法人 日本エネルギー

経済研究所石油・ガスユニット担任、研究理

事） 

【基調講演２】 

「天然ガス開発および有効利用技術」 

末廣 能史（独立行政法人石油天然ガス・金

属鉱物資源機構（JOGMEC）総務部戦略企画室

長） 

【技術講演１】 

「低熱源の応用と展開」 

山田 昇（機械系 准教授） 

【技術講演２】 

「一酸化炭素を Key Chemical とした高分子

合成」 

竹中 克彦（物質・材料系 准教授） 

【シンポジウム第２部】 

［ブース概要紹介講演］ 

［ブース展示、パネルを用いた個別討論会] 

【総合討論会】 

「メタン高度利用技術研究センターの今後に

向け」 

 

○遺伝子組換え実験の安全に関する講習会 

・日時 平成24年12月17日(月) 13時 

 場所 講義棟 Ａ講義室 

 講師 生物系 福田 雅夫教授 

 聴講者 90名 

 

○技術シーズプレゼンテーション in 柏崎 

・日時 平成24年９月21日(金) 13時 

 場所 柏崎市市民プラザ 

 テーマ 活性！ものづくり 

 特別講演 斎藤秀俊（副学長） 

 講師 伊藤義郎（機械系教授） 

    河原成元（物質・材料系准教授） 

    岩井 裕（長岡工業高等専門学校 

         物質工学科教授） 

    圓道知博（電気系准教授） 

    吉田宏二（新潟工科大学機械制御シス

テム工学科准教授） 

    末松久幸（原子力安全系教授） 

    内山尚志（生物系助教） 

    原 利昭（新潟工科大学副学長） 

    北島宗雄（経営情報系教授） 

    山本隆広（長岡工業高等専門学校環境

都市工学科助教） 

    宮下 剛（環境・建設系准教授） 

    原嶋郁郎（新潟工科大学環境科学科准

教授） 

 参加者 87 名 

 

○第６回起業支援セミナー 

・日時 平成24年12月５日(水) 16時30分 

 場所 総合研究棟７ F 会議室 

 テーマ サラリーマンになりたい代表取締役 

 講師 津田欣範氏（株式会社ヒューズ・テク

ノネット代表取締役）  

 参加者 15名 

 

○技術開発懇談会（長岡市） 

〔第２回〕 

・日時 平成24年10月４日(火) 18時 

 場所 ニュー大黒ビル６ F 会議室 

 テーマ ポリマー材料におけるナノテクノロ

ジー 

 話題提供者 塩見友雄（物質・材料系教授） 

 参加者 13名 

〔第３回〕 

・日時 平成24年10月30日(火) 18時 

 場所 ニュー大黒ビル６ F 会議室 

 テーマ 原子力の利用による新たな鉱脈の創

造 

 話題提供者 鈴木達也（原子力安全系教授） 

 参加者 14名 

〔第４回〕 

・日時 平成24年12月６日(木) 18時 

 場所 アトリウム長岡フェニックスの間 

 テーマ 新潟の災害と水防災 

 話題提供者 陸旻皎（環境・建設系教授） 

 参加者 11名 

 

○技術開発懇談会（上越市） 

・日時 平成24年11月７日(水) 16時30分 

 場所 直江津学びの交流館多目的ホール A 

 テーマ システム安全の基礎「安全な設計と

は？」を考えるヒント 

 話題提供者 福田隆文（システム安全系教
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授） 

参加者 19名 

○技術開発懇談会（見附市）

・日時 平成24年11月22日(木) 17時 

場所 イングリッシュガーデンホテルレアン

ト 

テーマ イノベーション達成のための極意 

話題提供者 田辺郁男（機械系教授） 

参加者 20名 

○公開講座

〔第３回〕 

・日時 平成24年10月13日(土) 13時 

場所 まちなかキャンパス長岡301 

テーマ 生物を動かすミクロなしくみとエネ

ルギー 

講師 城所俊一（生物系教授） 

本多 元（生物系准教授） 

今井栄一（生物系助教） 

 参加者 18名 

〔第４回〕 

・日時 平成24年10月20日(土) 13時 

場所 長岡市中央公民館401 

テーマ 安全の基礎－安全を理解するために

歴史・法律・国際動向の三つの切り口

で考えます－ 

講師 三上喜貴（システム安全系教授） 

福田隆文（システム安全系教授） 

岡本満喜子（システム安全系准教授） 

 参加者 16名 

〔第５回〕 

・日時 平成24年11月10日(土) 10時 

場所 長岡市中央公民館401 

テーマ 光と磁気の話－究極の３Ｄテレビを

目指して－ 

講師 石橋隆幸（物質・材料系准教授） 

参加者 21名 

〔第６回〕 

・日時 平成24年11月17日(土) 13時 

場所 長岡市中央公民館401 

テーマ 滑らない話－くらしの中の摩擦とそ

の有効利用－ 

講師 田浦裕生（機械系准教授） 

参加者 20名 

〔第７回〕 

・日時 平成24年12月１日(土) 13時 

場所 まちなかキャンパス長岡交流ルーム 

テーマ 『ご贔屓さん』はどのようにして生

まれるのかー『初めてのお客』が『リ

ピーター』に変容するプロセスを科学

する－ 

講師 北島宗雄（経営情報系教授） 

参加者 28名 

○匠陵講演会

・日時 平成24年11月28日(水) 16時20分 

場所 マルチメディアシステムセンター 

演題 バイオテクノロジーの父、高峰譲吉博

士 

講師 新日本化学工業（株）顧問 

NPO 法人高峰譲吉博士研究会 理事長 

 山本 綽 氏 

聴講者 150名 

・日時 平成24年12月19日(水) 13時 

場所 マルチメディアシステムセンター 

演題 大学と企業での研究活動の狭間で思う

こと－花王での健康＆美容の研究開発を

通じて 

講師 花王（株）HHC 研究センター 上席主

任研究員 筑波大学大学院グローバル教

育員 教授（兼務） 

 矢田 幸博 氏 

聴講者 41名 

○特別講演会

・日時 平成24年10月５日(金) 13時 

場所 マルチメディアシステムセンター 

演題 太陽電池技術の現状と将来展望 

講師 ソーラーフロンティア(株)執行役員戦

略企画部長 櫛屋 勝巳 氏 

 聴講者 110名 

・日時 平成24年10月22日(月) 13時 

場所 マルチメディアシステムセンター 

演題 物作りと工夫－高温・低温用放射線比

例計数管の開発と応用－ 

講師 京都大学名誉教授 五十棲 康人 氏 

 聴講者 53名 

・日時 平成24年11月12日(月) 15時 

場所 マルチメディアシステムセンター 

演題 トヨタ式感性の創出：場と風 

講師 風の企画事務所（前職：トヨタ自動車

(株)BR 企業価値創造室長） 

 改田 哲也 氏 

聴講者 142名 
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・日時 平成24年11月28日(水) 13時 

場所 マルチメディアシステムセンター 

演題 将来のエネルギーとガスタービン 

講師 (独)産業技術総合研究所 エネルギー

技術研究部門 ターボマシングループ 

研究グループ長 

 壹岐 典彦 氏 

聴講者 40名 

〇キャリアガイダンス 

・日時 平成24年12月12日(水) 13時 

場所 講義棟101講義室 

内容 自分の進路を考える 

講師 (株)リクルートキャリア 

新潟エリア担当 奥 智昭 氏 

○就職ガイダンス

〔第８回〕 

・日時 平成24年10月18日(木) 16時30分 

場所 講義棟Ａ講義室 

内容 内定者による就職活動座談会 

講師 (株)マイナビ 

新潟営業所 就職情報事業本部 

 星野 佳奈美 氏 

〔第９回〕 

・日時 平成24年11月７日(水) 13時 

場所 講義棟Ａ講義室 

内容 就活ドキュメント DVD 上映会 

講師 (株)広報しえん 

学生支援パートナー 

 野瀬山 知巳 氏 

〔第10回〕 

・日時 平成24年11月28日(水) 13時 

場所 講義棟Ａ講義室 

内容 合同企業説明会について 

 ～効果的な参加方法～ 

講師 (株)アイバック 

営業統括本部  営業企画部 

 石崎 雅之 氏 

〔第11回〕 

・日時 平成24年12月12日(水) 13時 

場所 講義棟Ａ講義室 

内容 エントリーシート対策講座 

  ～人事担当者はここを見ている～ 

講師 (株)学情 学校企画部 

片 晃彦 氏 

○第１回学内合同企業説明会

・日時 平成24年12月14日(金) 

平成24年12月15日(土) 

 平成24年12月16日(日) 

時間 午前10時～13時 

午後14時30分～17時30分 

(12月14日は午後のみ) 

場所 セコムホール 

参加企業等数 150社 

○秋季球技大会

学生による秋季球技大会が課外活動団体会議

主催により開催された。 

・期日 平成24年10月６日(土) 

場所 体育館  

種目 フットサル（16チーム参加） 

第１位 KHI 

第２位 TZW 

第３位 VIETNAM FC 

○市内３大学合同球技大会

学生による市内三大学合同球技大会が課外活

動団体会議主催で開催された。 

・期日 平成24年11月18日(日) 

場所 長岡技術科学大学体育館  

種目 ソフトバレーボール、ドッチボール

（８チーム参加） 

第１位 さくさくさくらんぼ 

第２位 第33回技大祭実行委員会 

第３位 だぶる☆みるく 

○平成24年度サークルリーダー研修会

・日時 平成24年11月３日(土) 

場所 新講義棟 Ｅ講義室 

演題  過去に経験したことがない近年の激し

い気候変動とその対応等について 

講師 (株)イートラスト顧問 酒井 興喜夫 

工学博士 

演題 サークル活動の意義と充実した大学生

活のために 

講師 教育開発系 田中 潤一 准教授 

演題 雲は竜に従い、風は虎に従う ～サー

クル活動の生かし方～ 

講師 電気系 中山 忠親 准教授 

○平成24年度外国人留学生等見学旅行

本学の外国人留学生が日本の伝統・自然風

土・歴史・食文化・産業等の社会状況を見聞・
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体験することにより、日常の教育・研究等の一

助となることを目的とすると共に日本文化の知

識を深めることを目的とし、次のとおり実施し

た。 

 ・期日 平成24年 11月 10日 (土 )～ 11月 11日

(日) 

 見学場所 会津藩校・日新館、会津武家屋

敷・菊まつり、鶴ヶ城、あかべこ作

成体験、大内宿散策 

参加者  外国人留学生及び日本人学生計75名、

引率者５名 

 

○平成24年度留学生等交流懇談会 

  本学留学生と学内外の支援者の交流機会とし

て、関係者を一堂に集め、平素の支援活動に感

謝の意を表し、また情報交換を通じて支援体制

の一層の充実を図ることを目的とし、次のとお

り開催した。 

・日時 平成24年12月５日(水) 17時 

 場所 セコムホール 

出席者 外国人留学生、日本人学生、長岡市

市民部長、長岡市国際交流センター長、

新潟県国際課、新潟産業大学国際セン

ター、長岡技術科学大学同窓会長、国

際ソロプチミスト長岡、長岡ロータリ

ークラブ会長、長岡西ロータリークラ

ブ会長、長岡東ロータリークラブ会長、

長岡柏ライオンズクラブ会長、長岡長

生ライオンズクラブ、むつみ会、長岡

市消費者協会、深才コミュニティーセ

ンター長、地元懇和会・深才地区連合

町内、深才下宿貸間組合長、国際交流

友の会オアシス、学長他本学教職員 

 

○環太平洋拠点プロジェクト特別講演会 

・日時 平成24年11月26日(月) 12時 

 会場 物質・材料系５階会議室 

演題 「 グ ア ナ フ ァ ト 大 学 と メ キ シ コ の 最 近 事

情」 

講師  メキシコ・グアナファト大学 

Mr.  Serg io Ar ias  Negrete  

Prof .  Sa tosh i  Sug i ta  

Prof .  E l ias  Ledesma 

聴講者  50名 
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○日誌

10月４日(木) 技術開発懇談会（ニュー大黒ビ

ル） 

５日(金) 特別講演会（環境・建設系） 

10日(水) 高等学校理科教員研修（新潟県

立教育センター主催） 

11日(木) 定例記者会見 

国立大学法人等研究協力部課長

会議（ホテルクレメント徳島，～

12日） 

独立行政法人日本原子力研究開

発機構との包括連携協定締結 

チュラロンコン大学とのジョイ

ントシンポジウム（タイ、～ 12

日） 

12日(金) 実務訓練開始 

13日(土) 公開講座（まちなかキャンパス

長岡） 

海外同窓会（タイ） 

17日(水) アカデミックキャリアパス講演

会 

18日(木) 北陸信越地区国立大学工学部長

会議（ユアーズホテルフクイ） 

第８回就職ガイダンス 

20日(土) 公開講座（長岡市中央公民館） 

21日(日) ビジネスマナー研修会（同窓会

主催） 

22日(月) 特別講演会（物質・材料系） 

24日(水) 教育活動表彰、研究・産学官連

携活動表彰 

25日(木) 新潟県内国立大学法人等係長研

修（～26日） 

27日(土) メキシコ日本語教師会北部支部

日本語弁論大会（メキシコ） 

30日(火) 第36回国立大学53工学系学部

長会議総会（松江東急イン） 

技術開発懇談会（ニュー大黒ビ

ル） 

11月５日(月) 国立大学協会総会（鹿児島）      

全国国立大学法人留学生センター

長及び留学生担当課長等合同会議

（学術総合センター） 

７日(水) 防災訓練 

長岡技学ルネッサンス講演会 

技術開発懇談会（直江津学びの

交流館） 

第９回就職ガイダンス 

９日(金) 国立工業大学長懇談会（東京工

業大学） 

新潟県内文部科学省関係機関人

事担当課長等会議（ホテルハイマ

ート） 

第95回関東甲信越地区国立大学

法人等会計部課長会議（学術総合

センター） 

10日(土) 公開講座（長岡市中央公民館） 

外 国 人 留 学 生 等 見 学 旅 行 ( 福

島・大内宿，～11日) 

12日(月) 特別講演会（経営情報系） 

13日(火) 定例記者会見 

14日(水) 新潟県内国立大学法人等職員に

係る退職準備セミナー（新潟大学

駅南キャンパス） 

関東・甲信越地区国立大学法人

等係長研修（国立オリンピック記

念青少年総合センター、～16日） 

新潟県内国立大学法人等中堅職

員研修（～16日） 

メイクセミナー、メンズセミナ

ー（同窓会主催） 

平成 25年度メキシコツイニン

グ・プログラム第３学年入試（ヌ

エボレオン大学、モンテレイ大学、

～15日） 

17日(土) 公開講座（長岡市中央公民館） 

第１学年入試(推薦) 

18日(日) 平成25年度マレーシアツイニン

グ・プログラム第３学年入試（マ

レーシア、～19日） 

19日(月) 新潟産学官連携フォーラム（ア

オーレ長岡） 

21日(水) ＦＤ研修会 

日本留学フェア（ベトナム ハ

ノイ，ホーチミン，～25日） 

22日(木) 技術開発懇談会（イングリッシ

ュガーデンホテル） 

28日(水) 小千谷市との包括的連携協定締

結（小千谷市役所） 

特別講演会（機械系） 

匠陵講演会（生物系） 

エイズ講演会 

第10回就職ガイダンス 

29日(木) 中部圏国立大学工学系事務協議

会（新潟大学駅南キャンパス） 

12月１日(土) 公開講座（まちなかキャンパス

長岡） 
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４日(火) 高等学校理科教員研修（新潟県

立教育センター主催） 

５日(水) 学生指導研修会 

ＮＴＩＣ起業支援セミナー 

留学生等交流懇談会 

６日(木) 技術開発懇談会（アトリウム長

岡） 

11日(火) 定例記者会見 

12日(水) 第11回就職ガイダンス 

学部２年向けキャリアガイダン

ス 

ＧＰＵセミナー 

14日(金) 第１回学内合同企業説明会（～

16日） 

17日(月) 遺伝子組換え実験の安全に関す

る講習会 

学長と学生との懇談会 

19日(水) 匠陵講演会（経営情報系） 

21日(金) 第２学期授業終了 

高専機構・技大協議会（ホテル

東京ガーデンパレス） 

23日(日) 原子力システム安全フォーラム

（東京国際フォーラム） 

26日(水) 学位記授与式 

28日(金) 仕事納め 

29日(土) 冬期休業開始 

１月４日(金) 仕事始め 

●訃報

名誉教授（元環境・建設系教授）森村 道美

氏（78才）は、平成24年10月29日(月)に逝去

されました。 

ここに謹んで哀悼の意を表します。 

○平成 24 年度科学研究費助成事業一覧

種別

基盤研究(Ａ) 補助金 中山　忠親 24246108 ナノ秒技術とナノテクの融合による無機材料配向焼結手法の開発 平成24～26年度 14,400,000 4,320,000 18,720,000

課題番号 研究課題名 研究期間 間接経費 計直接経費研究種目名 氏　　名
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