
番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4301-i1-1
教員・研究員等の人数が確認できる資料（人文社会科学部、人文社会科学研
究科，2019年度）

研究 4301-i1-2 本務教員の年齢構成（人文社会科学部、人文社会科学研究科，2019年度）

研究 4301-i2-1 静岡大学研究費等管理規則（令和2年3月18日最終改正）

研究 4301-i2-2 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4301-i2-3
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4301-i3-1 研究活動状況に関する資料（総合文系）

研究 4301-iA-1
『学校における業務改善の見直し・改善のヒント集』静岡県教職員組合教育
研究所調査研究委員会

研究 4301-iA-2 静岡市古文書調査事業（静岡市ホームページ）
研究 4301-iA-3 静岡市古文書調査事業（静岡市歴史文化施設ホームページ）
研究 4301-iA-4 「『沈没家族』in 静岡！」案内

研究 4301-iB-1
学術交流シンポジウム「越境するヒト，モノ，言語 東アジアの事例から－
日本，中国，韓国の社会的，文化的，経済的交流の歴史的背景と展望」案内

研究 4301-iB-2 国際シンポジウム「アジアにおける日本学の現状」案内

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（人文社会科学部、人文社会科学研究科）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4301-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4301-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4301-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4301-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4301-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4301-iA-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4301-iA-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4301-iA-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4301-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4301-iB-2.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4302-i1-1
教員・研究員等の人数が確認できる資料（教育学部、教育学研究科，令和元
年度）

研究 4302-i1-2
本務教員の年齢構成が確認できる資料（教育学部、教育学研究科，2019年
度）

研究 4302-i2-1
国立大学法人静岡大学における厚生労働科学研究の利益相反マネジメント細
則（平成31年4月26日最終改正）

研究 4302-i2-2
国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則（平成31年4月17日最終改
正）

研究 4302-i2-3
静岡大学における人を対象とする研究に関する規則（平成29年12月20日最終
改正）

研究 4302-i2-4 静岡大学研究費等管理規則（令和2年3月18日最終改正）
研究 4302-i2-5 静岡大学研究費等不正調査取扱細則（平成26年9月17日最終改正）
研究 4302-i2-6 静岡大学放射線障害予防規則（令和元年8月26日最終改正）

研究 4302-i2-7 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4302-i2-8
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4302-i2-9
静岡大学教育学研究科　共同教科開発学専攻（博士課程）学位「博士（教育
学）」授与数（2016～2019年度）

研究 4302-i3-1 研究活動状況に関する資料（教育系）

研究 4302-ii1-1
県・政令市・国私立大学の連携による『静岡版教員育成指標』のモデル化に
関する調査研究の資料

研究 4302-ii1-2
教員の学びの継続を活性化する研修-講習連動型プログラムの開発成果報告
書

研究 4302-ii1-3 静岡英語教育プロジェクト（WEB）

研究 4302-ii1-4
「中学校・高等学校における英語教育の抜本的改善のための指導方法等に関
する実証研究中間評価」に関する資料

研究 4302-ii1-5 全国幼児教育ESDフォーラム2019に関する資料

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（教育学部、教育学研究科）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-i2-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-i2-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-i2-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-i2-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-i2-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-ii1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-ii1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-ii1-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-ii1-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4302-ii1-5.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4303-i1-1 教員・研究員等の人数が確認できる資料（情報学部，令和元年5月1日）

研究 4303-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（情報学部，令和元年度）
研究 4303-i1-3 行動情報学科Webページ【抜粋】
研究 4303-i1-4 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.114-115
研究 4303-i1-5 情報学部外部評価報告書（令和元年9月）【抜粋】p.9,17-18
研究 4303-i1-6 情報学研究推進室Webページ【抜粋】
研究 4303-i1-7 Xプロジェクト第３期の課題名一覧
研究 4303-i1-8 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.118-120
研究 4303-i1-9 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.121
研究 4303-i1-10 研究予算取得推進セミナー一覧
研究 4303-i1-11 情報学部の研究成果の推移
研究 4303-i1-12 客員教員活動計画・報告書
研究 4303-i1-13 情報学部外部評価報告書（令和元年9月）【抜粋】p.13,27-28
研究 4303-i2-1 研究倫理教育実績（情報学部，平成28～令和元年度）
研究 4303-i2-2 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.123-124
研究 4303-i2-3 情報学部における点検評価活動

研究 4303-i2-4 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4303-i2-5
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4303-i2-6 情報学研究推進室研究支援プロジェクト一覧
研究 4303-i3-1 研究活動状況に関する資料（総合融合系）
研究 4303-iA-1 地域連携推進室Webページ【抜粋】
研究 4303-iA-2 情報学部の地域連携活動（地域連携推進室まとめ）
研究 4303-iA-3 アイデアソン・ハッカソン資料
研究 4303-iA-4 HEPTコンソーシアム活動概要
研究 4303-iE-1 第17回情報学ワークショップWebページ【抜粋】
研究 4303-iE-2 情報学部教員の地域貢献（静岡大学教員データベース【抜粋】）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（情報学部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-10.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-11.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-12.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i1-13.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i2-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i2-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-iA-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-iA-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-iA-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-iE-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4303-iE-2.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考
研究 4304-i1-1 教員、研究員等の人数が確認できる資料（理学部，2019年度）
研究 4304-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（理学部，2019年度）

研究 4304-i2-3
国立大学法人静岡大学ABS指針マネジメント運営に関する取扱について（平
成30年11月12日）

研究 4304-i2-4 平成31年度研究費不正防止計画（平成31年4月）

研究 4304-i2-5
静岡大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規則（令和元年5月22
日最終改正）

研究 4304-i2-6 静岡大学研究費等不正調査取扱細則（平成26年9月17日最終改正）

研究 4304-i2-7
国立大学法人静岡大学における厚生労働科学研究の利益相反マネジメント細
則（平成31年4月26日最終改正）

研究 4304-i2-8
静岡大学における人を対象とする研究に関する規則（平成29年12月20日制
定）

研究 4304-i2-9 静岡大学動物実験規則（令和元年7月17日最終改正）
研究 4304-i2-10 国立大学法人静岡大学内部監査規則（平成22年2月9日最終改正）
研究 4304-i2-11 国立大学法人静岡大学内部統制規則（令和元年7月10日最終改正）

研究 4304-i2-12
国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則（平成31年4月17 日最終改
正）

研究 4304-i2-13 静岡大学研究戦略室規則（令和元年5月22日最終改正）

研究 4304-i2-14 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4304-i2-15
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4304-i2-16 理学部自己評価報告書（平成31年3月）
研究 4304-i2-17 理学部外部評価報告書（令和元年8月）
研究 4304-i3-1 研究活動状況（理学系）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（理学部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-10.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-11.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-12.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-13.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-16.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i2-17.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4304-i3-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考
研究 4305-i1-1 教員、研究員等の人数が確認できる資料（工学部，令和元年度）
研究 4305-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（工学部，令和元年度）

研究 4305-i1-3
浜松共同利用機器センター利用状況（分析マイスター、分析セミナー、ユ
ニークユーザー等）（令和元年度）

研究 4305-i2-1
役員及び教職員行動規範（平成26年12月24日最終改定）、研究者行動規範
（平成26年1月25日最終改定）、研究費等の運営・管理に関する基本方針
（平成27年4月1日最終改正）

研究 4305-i2-2 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4305-i2-3
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4305-i3-1 研究活動状況に関する資料（工学系）
研究 4305-i4-1 戦略的創造研究推進事業さきがけ採択

研究 4305-i4-2
「設計の新パラダイムを拓く新しい離散的な曲面の幾何学」の主たる共同研
究者名簿

研究 4305-iA-1 静岡化学工学懇話会HP（WEB）
研究 4305-iB-1 SARREPSプロジェクト（WEB）
研究 4305-iC-1 STARS広報資料

研究 4305-iE-1
3倍楽しめる光の工作（公益社団法人応用物理学会第22回「リフレッシュ理
科教室」）

研究 4305-iE-2 応用物理学会東海支部リフレッシュ理科教室HP（WEB）
研究 4305-iE-3 FPGAデザインコンテスト概要（WEB）
研究 4305-iE-4 FPGAデザインコンテスト運営委員（WEB）
研究 4305-iE-5 映像情報メディア学会情報センシング研究会概要（WEB）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（工学部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-i1-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-i4-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-iC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-iE-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-iE-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-iE-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-iE-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4305-iE-5.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考
研究 4306-i1-1 教員、研究員等の人数が確認できる資料（農学部，2019年度）
研究 4306-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（農学部，2019年度）

研究 4306-i2-1
静岡大学における人を対象とする研究に関する規則（平成29年12月20日制
定）

研究 4306-i2-2 静岡大学動物実験規則（令和元年7月17日最終改正）

研究 4306-i2-3
静岡大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規則（令和元年5月22
日最終改正）

研究 4306-i2-4 静岡大学受託研究取扱規則（令和2年3月18日最終改正）
研究 4306-i2-5 静岡大学共同研究取扱規則（令和2年3月18日最終改正）

研究 4306-i2-6
国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則（平成31年4月17日最終改
正）

研究 4306-i2-7
研究活動の状況及び成果（農学部・農学専攻自己評価報告書（平成３１年３
月）【抜粋】）

研究 4306-i2-8 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4306-i2-9
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4306-i3-1 研究活動状況に関する資料（農学系）
研究 4306-i4-1 平成28年度セルロースナノファイバー性能評価事業委託業務報告書

研究 4306-i4-2 平成29年度セルロースナノファイバーリサイクルの性能評価等事業委託業務

研究 4306-i4-3
学術系クラウドファンディングサイト「academist (アカデミスト)」「母乳
中の免疫成分量と乳児アレルギーとの関係を調べたい！」（2018年度）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（農学部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i2-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i2-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i2-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i2-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i2-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i4-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4306-i4-3.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4307-i1-1
教員、研究員等の人数が確認できる資料（総合科学技術研究科，令和元年
度）

研究 4307-i1-2 本務教員の年齢構成（総合科学技術研究科，令和元年度）

研究 4307-i1-3 【補足資料】構成教員の年齢構成（総合科学技術研究科，令和元年度）

研究 4307-i1-4 情報学研究推進室Webページ【抜粋】
研究 4307-i1-5 Xプロジェクト第３期の課題名一覧

研究 4307-i1-6 総合科学技術研究科自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.91-94

研究 4307-i1-7 総合科学技術研究科自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.95
研究 4307-i1-8 研究予算取得推進セミナー一覧
研究 4307-i1-9 情報学専攻の研究成果の推移
研究 4307-i1-10 客員教員活動計画報告書

研究 4307-i1-11
浜松共同利用機器センター利用状況（分析マイスター、分析セミナー、ユ
ニークユーザー等）（2019年度）

研究 4307-i2-1 役員及び教職員行動規範（平成26年12月24日最終改定）
研究 4307-i2-2 研究者行動規範（平成26年1月25日最終改定）

研究 4307-i2-3 研究費等の運営・管理に関する基本方針（平成27年4月1日最終改正）

研究 4307-i2-4 平成31年度研究費不正防止計画（平成31年4月）
研究 4307-i2-5 静岡大学共同研究取扱規則（令和2年3月18日最終改正）
研究 4307-i2-6 静岡大学受託研究取扱規則（令和2年3月18日最終改正）

研究 4307-i2-7
静岡大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規則（令和元年5月22
日最終改正）

研究 4307-i2-8 静岡大学研究費等不正調査取扱細則（平成26年9月17日最終改正）

研究 4307-i2-9
国立大学法人静岡大学における厚生労働科学研究の利益相反マネジメント細
則（平成31年4月26日最終改正）

研究 4307-i2-10
静岡大学における人を対象とする研究に関する規則（平成29年12月20日制
定）

研究 4307-i2-11 静岡大学動物実験規則（令和元年7月17日最終改正）
研究 4307-i2-12 国立大学法人静岡大学内部監査規則（平成22年2月9日最終改正）
研究 4307-i2-13 国立大学法人静岡大学内部統制規則（令和元年7月10日最終改正）

研究 4307-i2-14
国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則（平成31年4月17 日最終改
正）

研究 4307-i2-15
国立大学法人静岡大学ABS指針マネジメント運営に関する取扱について（平
成30年11月12日）

研究 4307-i2-16 研究倫理教育実績（情報学専攻）

研究 4307-i2-17 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4307-i2-18
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4307-i3-1 研究活動状況（総合科学技術研究科）（総合理系）

研究 4307-i3-2 データ分析集指標番号41～42,43～44補助資料（総合科学技術研究科）

研究 4307-i4-1 データ分析集指標番号25～28補助資料（総合科学技術研究科）
研究 4307-i4-2 データ分析集指標番号29～30補助資料（総合科学技術研究科）
研究 4307-i4-3 データ分析集指標番号31～34補助資料（総合科学技術研究科）
研究 4307-i4-4 データ分析集指標番号35～38補助資料（総合科学技術研究科）
研究 4307-i4-5 データ分析集指標番号39～40補助資料（総合科学技術研究科）
研究 4307-i4-6 データ分析集指標番号45～46補助資料（総合科学技術研究科）
研究 4307-i4-7 セルロースナノファイバー性能評価（平成28～30年度）【抜粋】

研究 4307-i4-8
セルロースナノファイバ－リサイクルの性能評価等事業委託業務（平成29年
度～）【抜粋】

研究 4307-i4-9
母乳中の免疫成分量と乳児アレルギーとの関係を調べたい！  academist
（WEB）

研究 4307-i4-10 戦略的創造研究推進事業さきがけ採択

研究 4307-i4-11
「設計の新パラダイムを拓く新しい離散的な曲面の幾何学」の主たる共同研
究者名簿（WEB）

研究 4307-iA-1 地域連携推進室Webページ【抜粋】
研究 4307-iA-2 情報学専攻の地域連携活動（地域連携推進室まとめ）
研究 4307-iA-3 静岡化学工学懇話会HP（WEB）
研究 4307-iB-1 SARREPSプロジェクト（WEB）
研究 4307-iC-1 STARS広報資料
研究 4307-iE-1 第17回情報学ワークショップWebページ【抜粋】
研究 4307-iE-2 情報学専攻教員の地域貢献（静岡大学教員データベース【抜粋】）
研究 4307-iE-3 応用物理学会東海支部リフレッシュ理科教室（WEB）
研究 4307-iE-4 FPGAデザインコンテスト概要（WEB）
研究 4307-iE-5 FPGAデザインコンテスト運営委員（WEB）
研究 4307-iE-6 映像情報メディア学会情報センシング研究会概要（WEB）
研究 4307-iX-1 研究_補助資料に関する確認票

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（総合科学技術研究科）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-10.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i1-11.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-10.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-11.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-12.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-13.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-14.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-15.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i2-16.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-10.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-i4-11.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iA-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iA-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iE-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iE-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iE-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iE-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iE-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iE-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4307-iX-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4308-i1-1 教員、研究員等の人数が確認できる資料（光医工学研究科，2019年度）

研究 4308-i1-2 本務教員の年齢構成（光医工学研究科，2019年度）

研究 4308-i2-1 国立大学法人静岡大学役員及び教職員行動規範（平成26年12月24日制定）

研究 4308-i2-2 国立大学法人静岡大学研究者行動規範（平成26年1月15日制定）

研究 4308-i2-3
国立大学法人静岡大学研究費等の運営・管理に関する基本方針（平成2年4月
1日制定）

研究 4308-i2-4
国立大学法人静岡大学役員及び教職員倫理規程（平成26年12月24日最終改
正）

研究 4308-i2-5 静岡大学研究費等管理規則（令和2年3月18日最終改正）

研究 4308-i2-6
静岡大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規則（令和2年3月18日
最終改正）

研究 4308-i2-7 静岡大学研究費等不正調査取扱細則（平成26年9月17日最終改正）

研究 4308-i2-8 静岡大学ヒトを対象とする研究に関する規則（平成28年7月20日最終改正）

研究 4308-i2-9 静岡大学遺伝子組換え実験安全管理規則（令和2年3月18日最終改正）

研究 4308-i2-10 静岡大学動物実験規則（令和元年7月17日最終改正）

研究 4308-i2-11 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4308-i2-12
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4308-i3-1 研究活動状況に関する資料（工学系）

研究 4308-i4-1
光の尖端都市「浜松」が創成するメディカルフォトニクスの新技術中間評価
結果

研究 4308-i4-2
国立研究開発法人科学技術振興機構　研究成果展開事業センター・オブ・イ
ノベーション（COI）プログラム中間評価報告書（平成29年3 月）【抜粋】

研究 4308-iA-1 COI STREAM（WEB）

研究 4308-iA-2
地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業
光創起イノベーション研究拠点（WEB）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（光医工学研究科）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i2-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i2-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i2-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i2-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i2-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i2-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i2-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i2-10.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-i4-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4308-iA-2.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4309-i1-1 教員・研究員の人数が確認できる資料（創造科学技術研究部，令和元年度）

研究 4309-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（創造科学技術研究部，令和元年度）

研究 4309-i2-1 静岡大学遺伝子組換え実験安全管理規則（平成29年9月20日最終改正）

研究 4309-i2-2
国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則（平成31年4月17日最終改
正）

研究 4309-i2-3 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4309-i2-4
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4309-i2-5 教育研究活動報告書2017　静岡大学創造科学技術大学院
研究 4309-i3-1 研究活動状況（総合理系）

研究 4309-i3-2 データ分析集指標番号41～42,43～44補助資料（創造科学技術研究部）

研究 4309-i4-1 データ分析集指標番号25～28補助資料（創造科学技術研究部）
研究 4309-i4-2 データ分析集指標番号29～30補助資料（創造科学技術研究部）
研究 4309-i4-3 データ分析集指標番号31～34補助資料（創造科学技術研究部）
研究 4309-i4-4 データ分析集指標番号35～38補助資料（創造科学技術研究部）
研究 4309-i4-5 データ分析集指標番号39～40補助資料（創造科学技術研究部）
研究 4309-i4-6 データ分析集指標番号45～46補助資料（創造科学技術研究部）
研究 4309-iB-1 IIT-H支援コンソーシアム資料（2016～2019年度）
研究 4309-iX-1 研究_補助資料に関する確認票

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（創造科学技術研究部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i2-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i4-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i4-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-i4-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4309-iX-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考
研究 4310-i1-1 教員研究員等の人数に関する資料（電子工学研究所，2019年度）

研究 4310-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（電子工学研究所，2019年度）

研究 4310-i1-4
文部科学省共同利用・共同研究拠点（国立大学）の中間評価結果（平成30年
度実施）2-2.評価対象拠点及び各専門委員会における評価区分（中間評価結
果）一覧

研究 4310-i1-5
文部科学省共同利用・共同研究拠点（国立大学）の中間評価結果（平成30年
度実施）3-6.共同利用・共同研究拠点の中間評価結果（拠点別）＜異分野融
合系＞ 【抜粋】

研究 4310-i1-6
共同利用・共同研究の実施状況が確認できる資料（電子工学研究所，2016～
2019年度）

別添資料4310-i1-3を修正

研究 4310-i2-1
国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則（平成31年4月17日最終改
正）

研究 4310-i2-2 静岡大学施設・環境マネジメント委員会規則（平成31年4月17日最終改正）

研究 4310-i2-3 静岡大学放射線障害予防規則施行細則（令和元年8月26日最終改正）
研究 4310-i2-4 静岡大学研究費等管理規則（平成31年4月1日最終改正）

研究 4310-i2-5
静岡大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規則（令和元年5月22
日最終改正）

研究 4310-i2-6
研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料（電子工学研究所，
2019年度）

研究 4310-i2-7 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4310-i2-8
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4310-i2-9
国立研究開発法人科学技術振興機構　研究成果展開事業センター・オブ・イ
ノベーション（COI）プログラム中間評価報告書（平成29年3 月）【抜粋】

研究 4310-i2-10
光の尖端都市「浜松」が創成するメディカルフォトニクスの新技術中間評価
結果

研究 4310-i3-1 研究活動状況に関する資料（工学系）（電子工学研究所，2016～2019年度）

研究 4310-iB-1
電子工学研究所との部局間交流協定締結一覧、電子工学研究所が関わった大
学間交流協定一覧（2016～2018年度）

研究 4310-iE-1 国際会議・シンポジウムの開催（電子工学研究所，2016～2018年度）

研究 4310-iE-2
研究所教員が開催に関与した国際会議・シンポジウム等一覧（電子工学研究
所，2016～2018年度）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（電子工学研究所）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i1-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i1-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i1-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i2-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i2-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i2-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i2-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i2-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i2-10.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-iE-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4310-iE-2.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4311-i1-1
教員・研究員等の人数が確認できる資料（グリーン科学技術研究所，令和元
年度）

研究 4311-i1-2
本務教員の年齢構成が確認できる資料（グリーン科学技術研究所，令和元年
度）

研究 4311-i2-1
構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料
（グリーン科学技術研究所，令和元年度）

研究 4311-i2-2
研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料（グリーン科学技術
研究所，令和元年度）

研究 4311-i2-3 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程（平成31年4月25日改正版） 学外非公開規程のため非公表

研究 4311-i2-4
教員、領域の長、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領（平成31年4月
25日改正版）

学外非公開規程による実施要
領のため非公表

研究 4311-i2-5
静岡大学研究フェロー称号授与規程（平成30年7月18日最終改正）、静岡大
学若手重点研究者称号授与規程（平成30年7月18日最終改正）

研究 4311-i3-1
研究活動状況に関する資料（総合理系）（グリーン科学技術研究科，2016～
2019年度）

研究 4311-iA-1 川根温泉メタンガス発電施設（コージェネ大賞2017優秀事例集【抜粋】）

研究 4311-iC-1
グリーンサイエンスカフェポスター（静岡）、グリーンサイエンスカフェポ
スター（浜松）（2016～2019年度）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（グリーン科学技術研究所）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4311-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4311-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4311-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4311-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4311-i2-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4311-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4311-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/rese/4311-iC-1.pdf

