
                                2018 年度 

生活環境学研究科 

委員会議事次第 

 

第 9回 生活環境学研究科委員会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 1月 16日（水） 15:18～15:30 

場 所 ： 東館 2階 202教室 

出席者 ： 33名 （委任出席 3名） 

欠席者 ：  0名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．食物栄養学専攻 課程博士 論文審査委員選出について 

   〔資料１〕 

  

【報告・連絡事項】 

１．平成３０年度 第８回生活環境学研究科委員会の議事録の確認について 

〔資料２ 平成３０年度 第８回生活環境学研究科委員会議事録〕 

 

第 8回 生活環境学研究科委員会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 12月 12日（水） 15:20～15:41 

場 所 ： 東館 2階 202教室 

出席者 ： 33名 （委任出席 3名） 

欠席者 ：  0名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．建築学専攻 課程博士 論文審査委員選出について 

   〔資料１〕 

  

【報告・連絡事項】 

１．平成３０年度 第７回生活環境学研究科委員会の議事録の確認について 

〔資料２ 平成３０年度 第７回生活環境学研究科委員会議事録〕 

２．食物栄養学専攻 課程博士 予備検討結果について 

〔資料３ 博士論文予備検討の結果報告 予備検討結果の概要 予備検討委

員の代表委員について（報告）〕 
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生活環境学研究科 

委員会議事次第 

第 7回生活環境学研究科委員会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 11月 14日（水） 15:28～15:40 

場 所 ： 東館 2階 202教室・甲子園会館 2階 230教室（TV会議） 

出席者 ： 32名 （委任出席 3名） 

欠席者 ：  1名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．食物栄養学専攻 博士論文 学位授与の可否について 

   〔資料１ 論文博士内容要旨及び審査結果要旨 審査結果要旨 博士論文内容

要旨〕 

 ２．食物栄養学専攻 課程博士 予備検討委員の選出について 

〔資料２ 博士学位請求論文の予備検討願 予備検討委員の選出について（回

答）予備検討願提出に伴う予備検討委員の選出について（依頼）〕 

 

【報告・連絡事項】 

１．平成３０年度 第６回生活環境学研究科委員会の議事録の確認について 

〔資料３ 平成３０年度 第６回生活環境学研究科委員会議事録〕 

２．建築学専攻 課程博士 予備検討結果について 

〔資料４ 博士論文予備検討の結果報告 予備検討結果の概要 予備検討委

員の代表委員について（報告）〕 

 

 

第６回 生活環境学研究科委員会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 10月 17日（水） 15:20～15:40 

場 所 ： 東館 2階 202教室・甲子園会館 2階 230教室（TV会議） 

出席者 ： 32名 （委任出席 4名） 

欠席者 ：  0名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．平成３１年度大学院入試前期募集及び平成３１年度大学院推薦入試（１０月募集）

の合否判定について 

    〔資料１ 2019 年度武庫川女子大学大学院（前期募集・推薦１０月）判定資
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料〕 

 ２．食物栄養学専攻 論文博士 論文審査委員の選出について 

〔資料２〕 

 ３．建築学専攻 課程博士 予備検討委員の承認について 

〔資料３ 予備検討願、予備検討願提出に伴う予備検討委員の選出について

（依頼）、予備検討委員の選出について（回答）〕 

 

【報告・連絡事項】 

１．平成３０年度 第５回生活環境学研究科委員会の議事録の確認について 

〔資料４ 平成３０年度 第５回生活環境学研究科委員会議事録〕 

２．その他 

 

 

 生活環境学研究科委員会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 9月 26日（水） 15:43～15:51 

場 所 ： 東館 2階 202教室・甲子園会館 2階 230教室（TV会議） 

出席者 ： 28名 （委任出席 5名） 

欠席者 ：  3名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．学籍異動について 

    〔資料１ 学籍異動願出者一覧〕 

  

【報告・連絡事項】 

１．平成３０年度 第４回生活環境学研究科委員会の議事録の確認について 

〔資料２ 平成３０年度 第４回生活環境学研究科委員会議事録〕 

２．食物栄養学専攻 論文博士 内見結果報告について 

〔資料３ 博士学位論文内見の結果報告書、内見結果の概要、内見委員の代表

委員について（報告）〕 

 

 

第４回 生活環境学研究科委員会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 7月 11日（水） 15:43～15:50 
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場 所 ： 東館 2階 202教室・甲子園会館 2階 230教室（TV会議） 

出席者 ： 34名 （委任出席 2名） 

欠席者 ：  0名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．食物栄養学専攻 論文博士 内見委員の承認について 

〔資料１ 内見願 内見願提出に伴う内見委員の選出について（依頼） 内見

願提出に伴う内見委員の選出について（回答）〕 

 ２. 学籍異動について 

    〔資料２ 学籍異動願出者一覧〕 

  

【報告・連絡事項】 

１．平成３０年度 第３回生活環境学研究科委員会の議事録の確認について 

〔資料４ 平成３０年度 第３回生活環境学研究科委員会議事録〕 

２．平成３０年度 第２回 大学院委員会報告 ７月４日（水） 

 

  

第３回 生活環境学研究科委員会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 6月 13日（水） 15:35～15:50 

場 所 ： 東館 2階 202教室・甲子園会館 2階 230教室（TV会議） 

出席者 ： 31名 （委任出席 3名） 

欠席者 ：  2名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．平成３１年度 大学院推薦入試（６月募集）食物栄養学専攻・建築学専攻 合否

判定について 

〔資料１ 2019年度 武庫川女子大学大学院推薦入試（６月募集）判定資料〕 

 ２. 学籍異動について 

    〔資料２ 学籍異動願出者一覧〕 

 ３. 平成３０年度 後期 科目等履修生について 

〔資料３ 後期 大学院科目等履修生願出一覧〕 

 

【報告・連絡事項】 
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１．平成３０年度 第２回生活環境学研究科委員会の議事録の確認について 

〔資料４ 平成３０年度 第２回生活環境学研究科委員会議事録〕 

２．平成３０年度 第１回 大学院委員会報告 ６月６日（水） 

〔資料５ 論文博士の学位記の授与日について〕 

  

 

第２回 生活環境学研究科委員会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 5月 16日（水） 15:31～15:40 

場 所 ： 東館 2階 202教室・甲子園会館 2階 230教室（TV会議） 

出席者 ： 30名 （委任出席 5名） 

欠席者 ：  1名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．科目等履修生について 

〔資料１ 前期 大学院科目等履修生願出一覧〕 

 

【報告・連絡事項】 

１．平成３０年度 第１回生活環境学研究科委員会の議事録の確認について 

〔資料２ 平成３０年度 第１回生活環境学研究科委員会議事録〕 

２．研究領域について 

〔資料３ 平成３０年度生活環境学研究科委員会 研究領域〕 

 ３. 博士学位論文の内規について 

     〔資料４ 生活環境研究科 課程博士論文の予備検討ならびに審査に関する申

し合わせ、生活環境研究科 課程博士学位請求論文の提出に先立つ予備検討に

関する内規、生活環境学研究科 博士学位論文審査に関する内規〕 

 ４. その他 

 

 

第１回 生活環境学研究科委員会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 4月 11日（水） 17:20～17:35 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 

出席者 ： 26名 （委任出席 4名） 

欠席者 ：  0名 
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生活環境学研究科 

委員会議事次第 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．平成３０年度 生活環境学研究科委員について 

〔資料１ 平成３０年度生活環境学研究科 新委員（案）・教育研究業績書〕 

 ２．補助金申請における大学院業務を担当する助手の調査について 

〔資料２ 生活環境学研究科大学院業務担当助手一覧〕 

 ４．課程博士学位請求論文内規の変更及び修正について 

    〔資料３ 生活環境研究科 課程博士論文の予備検討ならびに審査に関する申

し合わせ、生活環境研究科課程博士学位請求論文の提出に先立つ予備検討に

関する内規〕 

 

【報告・連絡事項】 

１．平成２９年度 第１１回生活環境学研究科委員会の議事録の確認について 

〔資料４ 平成２９年度 第１１回生活環境学研究科委員会議事録〕 

２．平成３０年度 生活環境学研究科大学院生一覧について 

〔資料５ 平成３０年度 生活環境学研究科大学院生一覧〕 


