平成26年度第1３回宮城大学食産業学部
教授会（定例）議事録
開催場所 管理棟
出席者

大会議室

開催日時 平成27年3月11日（水）13:00～15:05

42名／定数47名
（ファームビジネス学科）
齋藤(満)教授， 大竹教授，小林教授，井上教授，木村教授，森本教授，中村(茂)教授，岩井准教授，
中村(聡)准教授，須田准教授，川島准教授，日渡准教授，菊地准教授，紺屋講師，斉藤（秀）助教

（フードビジネス学科）
津志田教授，石田教授，川村教授，西川教授，三石教授，堀田准教授，老川准教授，白川准教授，
森田准教授，毛利准教授，石川准教授，河西准教授，君塚准教授，小島准教授，谷口助教，木下助教

（環境システム学科）
富樫教授，岩堀教授，郷古教授，北辻教授，笠原教授，原田(茂)教授，原田(鉱)准教授，
神宮字准教授，千葉准教授，伊吹講師，柳澤助教
〔欠席〕フード；都准教授，菰田准教授，金内准教授，
環境；森山教授，高橋助教，
（事務局）羽田副参事，石澤課長補佐，佐藤主幹，岡崎主査

議

事

内

容

議事録署名人に学部長，河西准教授を指名した。
審議事項 （１）平成 26 年度第 12 回食産業学部教授会議事録の確認について
平成 26 年度第 12 回食産業学部教授会議事録については，原案のとおり承認された。
（２）平成 26 年度後期成績確認について
教務委員長より資料 1 に基づいて，平成 26 年度後期成績について説明され，承認された。
（３）平成 27 年度卒業研究履修・進級判定について
教務委員長より資料 2 に基づいて，現 3 年次生の卒業研究履修及び現 2 年次生の 3 年次
進級の判定について説明され，原案のとおり履修及び進級が承認された。
（４）名誉教授の推薦について
学部長より資料 3 に基づいて，名誉教授推薦者 2 名について推薦理由等の説明がなされ，
原案のとおり承認された。
（５）平成 27 年度客員教員の推薦について
学部長より資料 4 に基づいて，平成 27 年度客員教授の推薦について説明され，3 名を推
薦することが承認された。
（６）学生の身分について
学生委員長から資料 5 に基づいて，休学 8 名，退学 2 名，復学 4 名の申請内容等につい
て説明され，承認された。
（７）授業料未納者の除籍について
学生委員長から別添資料 1 に基づいて，授業料未納者 1 名の除籍について説明がなされ
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報告事項

た。除籍日の前日までに未納授業料の納入が確認された場合は，教授会の決定に関わらず
除籍しないこととし，学生委員長はその後に開催される教授会にその旨を報告することが
併せて説明され，承認された。
（１）平成 27 年度当初予算の内示について
学部長より資料 6 に基づいて，平成 27 年度食産業学部教育費，実験実習経費，農場実
習運営経費，教育改善経費の当初予算の内示について報告された。
（２）平成 27 年度入学一般選抜（前期日程）について
入試委員長より資料 7 に基づいて，平成 27 年 2 月 25 日に実施された一般選抜（前期日
程）試験について，198 名の出願のうち，71 名（ファームビジネス学科 24 名，フードビ
ジネス学科 30 名，環境システム学科 17 名）が合格したことが報告された。
（３）平成 28 年度編入学試験の実施日について
入試委員長より，入学試験実施スケジュールの見直しが全学で行われており，その一環
として食産業学部の編入学試験の実施日の変更が検討されていることが説明された。
（４）平成 27 年度時間割について
教務委員長より別添資料 2 に基づいて，平成 27 年度時間割について報告された。
（５）学務管理システムの更新について
事務部籏野主幹から，現在運用されている学務管理システムが更新時期となることに伴
い平成 27 年度後期から新たなシステムの導入を予定していることが説明され，仕様等に
関する意見・要望等について事務部まで連絡するよう協力依頼がなされた。学内で運用中
の他のシステムやデータベースへの入力項目との重複による作業の非効率性の改善につ
いて要望があり，システム間のデータの相互リンクあるいは効率的なデータ移行作業の方
法について検討をすることとなった。また，意見・要望を寄せるにあたり，現在検討中の
システムの仕様を提示することが要望され，全教員あてに仕様検討用の資料を送付するこ
ととなった。
（６）全学委員会報告
●学部長会議
学部長より資料 9 に基づいて，平成 26 年度卒業式及び平成 27 年度入学式について説明
がなされた。また，備品台帳の整備及び今後の備品管理について検討状況が報告され，科
学研究費のガイドライン改正へ対応するための作業が生じた場合の協力について依頼が
なされた。
●大学改革推進本部会議
学部長より資料 11 に基づいて，パブリックコメントで寄せられた意見等を基に検討を
行ったコアカリキュラム案の提出状況等が説明された。
●キャリア開発センター運営委員会
副委員長より資料 15 に基づいて，平成 27 年 3 月 9 日公開の東洋経済オンラインの大学
就職率ランキングの記事において，本学は全国第 9 位と紹介されたことが説明され，今後
の更なるキャリア教育充実に向けた協力依頼がなされた。
●研究委員会
木村委員より資料 16 に基づいて，平成 26 年度研究監査及び科学研究費助成事業実地検
査の結果と指摘のあった事項について説明がなされ，改善のための対応について協力依頼
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がなされた。また，研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン及び研究活
動における不正行為への対応等に関するガイドラインの策定状況について報告された。
●広報委員会
中村委員より資料 17 に基づいて，ウェブサイトに掲載されている教員紹介ページの内
容を最新のものに更新するよう依頼がなされた。
●総合情報センター運営委員会
副センター長より資料 19 に基づいて，平成 27 年 2 月 10 日に実施した「六限の図書館」
及び店頭選書の実施状況について報告がなされた。店頭選書による効果がわかる資料の提
供と幅広い分野の書籍の取扱いのある書店での選書について要望があり，委員会で検討す
ることとなった。
●地域連携センター運営委員会
副センター長より資料 20 に基づいて，サテライトキャンパスの移転が完了し，平成 27
年 3 月 16 日より使用が可能となることが説明された。
●宮城大学創立２０周年記念誌編纂委員会
千葉委員より宮城大学創立２０周年記念誌の編集スケジュール等について報告がなさ
れ，学部長より委員会委員の選出について補足で説明がなされた。
●国際交流・留学生センター運営委員会
副センター長から日仏文化交流に係るメディアテーク設置の記念式典を 7 月 4 日に開催
することが説明され，式典及び今後の国際インターンシップ等の取組について協力依頼が
なされた。
（７）学部委員会報告
●教務委員会
委員長より資料 22 に基づいて，平成 27 年度基礎ゼミ実施内容の検討状況が説明され，
実施への協力依頼がなされた。また，平成 27 年度シラバス入力及び学生実験中の実験室
に他の学生が立ち入る際のマナーの指導について依頼がなされた。
●学生委員会
委員長より資料 23 に基づいて，平成 26 年度卒業式における卒業証書・学位記代表授与
者が報告された。また，日本学生支援機構の奨学金返還が免除となる要件等について学部
学生への周知が依頼された。更に，平成 27 年度新入生交流会に参加できない学生への面
談の実施について説明がなされた。
●キャリア開発部会
須田委員より現時点における就職内定状況および未内定者の面接等の進捗状況が報告
された。また，別添資料に基づいて，平成 26 年度卒業生の就職先が説明され，内定先等
に変更がある場合は事務部に連絡するよう依頼された。更に，過去の卒業生の就職状況デ
ータの取扱いについて今後学生委員会において検討がなされることが報告され，現在回収
を進めているキャリア開発教育に関するアンケートについて，卒業式前までの回答の呼び
かけへの協力が依頼された。今後，学生の個性に合わせてより効果的なキャリア開発教育
を実施するため，早めの情報提供等について協力依頼がなされた。最後に平成 26 年度の
「キャリア開発」講義における指導協力教員が紹介され，協力への感謝が述べられた。
●入学試験委員会
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委員長より資料 24 に基づいて，今後の入学試験における大学入試センター試験の選択
可能科目等の取扱い及び推薦入試における出願要件変更の検討状況が報告された。
●農場運営委員会
農場長より資料 25 に基づいて，附属農場の運営が平成 27 年 4 月より契約業者に委託さ
れることが報告された。より透明性のある農場運営計画の策定や報告について要望があ
り，今後の委員会で検討することとなった。
●１０周年記念誌編纂委員会
富樫委員より１０周年記念誌の完成予定について説明され，配布時の協力について依頼
がなされた。
●評価委員会
委員長より平成 26 年度教員評価への協力に対する感謝が述べられ，各教員あてに送付
した集計シートの受領確認及び修正連絡の確認について依頼がなされた。
その他
老川准教授より学生による研究棟内の備品の利用状況について情報提供があり，学部長
から学生の安全のため適切な利用を指導するよう依頼がなされた。
川村教授から「フルブライト招聘講師プログラム」による米国人招聘講師の受入が正式
に決定したことが報告された。
学部長より内部昇任人事について要件等の説明がなされ，人事計画書を提出した１名を
対象に人事委員会の審査が行われ，今後理事会での審議が行われることが報告された。

議事録署名人
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齋藤 満保

印

河西 敏幸

印

