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事業構想学部教授会議事録
（１２月１１日第８回定例）
開催場所

出
席
者

３階大会議室

開催日時

平成 25 年 12 月 11 日（水）14:30-17:30

３６名／定数３６
（教授）
秋月，井上，大泉，風見，糟谷，金子孝，茅原，小嶋，坂本，櫻木，須栗，田邉，富樫，徳永，永
松，日原，平岡，福永，藤原，蒔苗，三橋，宮原
（准教授・講師・助教）
板，伊藤，ウィルソン，内田，金子浩，高力，坂巻，相模，鈴木孝，鈴木優，竹内，土岐，中田，
物部
河端副理事長
事務部：成田，狩野，日野，藤本，高橋

欠席者

（教授）なし
（准教授・助教）なし
（職階５０音順・敬称略）

議

事

内

容

[審議事項]
(1)11 月 13 日教授会議事録について
資料に基づき確認し，承認された。また，議事録署名人が学部長および永松教授である
ことが確認された。
(2)学部長選考について
学部長から資料に基づき，次回教授会にて研究科長を兼務する学部長の候補者選挙を実
施すること，研究科長を兼務する学部長を設置することが決定したこと，学部長選考規程
の改正により再任を妨げない取扱いとなったこと等が説明された。
(3)教員人事に関するプロセスについて
学部長から資料に基づき説明され，事業構想学部における教員人事に関するプロセス案
について，文字を一部修正の上，承認された。採用の場合において，原則として人事計画
書の提出は教授会の 1 週間前までとすること等が確認された。
(4)入試委員会関連事項
・平成 26 年度入学者特別選抜試験（地域推薦）要項について
入試委員長から資料に基づき説明され，2 月 8 日(土)に実施することが確認された。
また，指定地域に伊具郡丸森町が追加されたことが報告された。
(5)教務委員会関係事項
①平成 25 年度前期成績訂正について
教務委員長から資料に基づき説明があり，下記のとおり承認された。
学籍番号○○○○「基礎ゼミ」
（板助教）
修正前）○○ → 修正後）○○
②平成 25 年度後期履修登録に関する特別措置について
教務委員長から資料に基づき説明があり，下記のとおり承認された。
1）学籍番号○○○○「人的資源管理」追加，
「自動車産業論」削除
2）学籍番号○○○○「ビジネス法」追加
3）学籍番号○○○○「英語ⅡＢ」「韓国語Ⅱ」追加
③平成 25 年度既修得単位の認定について
教務委員長から資料に基づき説明があり，下記のとおり承認された。
学籍番号○○○○
学都仙台コンソーシアム復興大学で修得した 4 科目 8 単位のうち，2 科目 4 単位を共
通教育科目に区分し，その他の 2 科目 4 単位を専門関連科目に区分して卒業要件単位に
算入する。
④平成 26 年度非常勤講師の任用について
教務委員長から資料に基づき説明があり，平成 26 年度も継続任用する非常勤講師に
ついて，略歴書の更新は事務部が行い，業績の更新については窓口教員から依頼するこ
ととされた。なお，業績の最終提出先は教務委員長であることの確認がなされた。
(6)その他
・地域連携シンポジウム・公開講座について
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学部長と平岡教授から資料に基づき説明され，企画提案書のとおり承認された。
[報告事項]
(1)教育研究審議会報告
学部長から資料に基づき，教員人事規程の一部改正等について報告された。
(2)学部長会議報告
学部長から資料に基づき，主に下記 4 点について報告された。
・教員の昇給内申について
・役職員の軽微な交通事故等の調査・審査（内規）の一部改正について
・情報セキュリティポリシーについて
・外部資金事業に学生を参加させる場合の旅費の取扱いに係る内規について
(3)各委員会報告
①11 月分委員会報告について
資料に基づき確認された。
②平成 26 年度入学者特別選抜試験（推薦）結果について（入試）
入試委員長から資料に基づき報告された。次回教授会資料として，県内・県外別の推
薦入学合格者数の推移を追加した表を配布することとされた。
③平成 26 年度入学者特別選抜試験（社会人・外国人）について(入試)
入試委員長から，12 月 14 日(土)に実施されることが周知された。
④平成 26 年度センター試験体制表について(入試)
入試委員長から資料に基づき説明され，センター試験当日における従事予定者は 12
月 26・27 日及び 1 月 6 日に行われる事前説明会に必ず 1 回は出席するよう要請された。
また，センター試験当日の業務時間について周知された。
⑤平成 26 年度シラバス担当教員の確認について(教務）
資料に基づき確認し，一部オムニバス科目のシラバス担当教員の変更がなされたほ
か，非常勤講師担当科目については任用が確定してからシラバスを依頼することが確認
された。また，シラバスのチェック体制について，今後教務委員会で検討することとさ
れた。
⑥平成 25 年度教務関連スケジュールについて（教務）
教務委員長から資料に基づき説明され，後期成績入力期限等の日程が確認された。
⑦平成 26 年度学年暦について(教務)
教務委員長から資料に基づき説明され，平成 26 年度の振替日や後期開始日について
確認された。
⑧平成 26 年度パソコン購入の手引きについて（教務）
資料に基づき確認され，無線ネットワークの更新に伴い昨年度の内容から一部修正さ
れたこと，入学予定者には発送済みであることが報告された。
⑨推薦入学者の事前課題について（教務）
資料に基づき確認され，推薦図書の課題について自選図書の追加や冊数の増加等が昨
年度からの変更点であることが報告された。
⑩「コース選択届」
「コース変更申請」について（教務）
資料のとおり，デザイン情報学科学生あてに 1 月に周知することが報告された。
⑪転学部転学科の受入れについて（教務）
資料に基づき，各年次の入学者数に対して空きがある学科及び年次について，転学科
の受入れを行うことが確認された。また，学部学科間での流動性を持たせるため，空き
人数の定義について教務委員会で検討中であることが報告された。
⑫平成 26 年度科目等履修生開講科目について (教務)
資料に基づき確認された。学部長から，開講保障科目への受入の適否を確認するよう
要請された。
⑬平成 25 年度後期授業評価アンケートの実施について(教務)
資料に基づき，提出期限等が周知された。また，オムニバス科目で早期に授業を終え
る教員も通常どおりに授業評価アンケートを実施できるよう，平成 26 年度前期からは
早い段階でアナウンスをする予定であることが報告された。
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⑭過去 10 年間の学科別退学状況について（学生）
学生委員長から資料に基づき，過去 10 年間の退学率について報告された。また，今
後も引き続き調査・分析していくことが確認された。
⑮平成 25 年度学生表彰について（学生）
資料に基づき，学生表彰の推薦書の提出期限等について周知された。なお，資料と同
様の通知を学生支援グループから教員宛てにメールで送付することが説明された。
⑯就職内定状況報告について（学生）
学生副委員長から資料に基づき説明され，12 月 2 日現在の内定状況が確認された。
また，未内定者のうちキャリア開発センターから連絡がつかない学生に対しては，担
当教員から当該学生に声掛けをするよう要請された。食産業学部の内定状況が良好で
あることから，指導方法を参考にすべきだとの意見が出された。
また，12 月に行われた 2 回の合同企業説明会について，昨年と比べ参加者が増加し
たことが報告された。
⑰平成 25 年度教育費予算執行状況について（予算）
予算委員長から資料に基づき説明され，執行する予定のない平成 25 年度予算につい
ては，その旨を鈴木助教・物部助教に申告するよう要請された。また，次年度に学部に
割り当てられる施設環境整備費の使い方について，意見があれば予算委員へ連絡するよ
う周知された。
(4)その他
・教員向けウェブサイト作成研修会について
全学広報委員長から資料に基づき説明され，12 月 16 日・17 日に開催されるウェブサ
イト作成研修会への教員の参加要請がなされた。
・リアル・アジア第 4 回学生研修旅行について
小嶋教授から，リアル・アジア第 4 回学生研修旅行が 2 月 26 日～3 月 11 日に行われ
ること，16 名の学生が参加予定であり，そのうちの 12 名が事業構想学部であること等
が報告された。
・教員定数の取扱いについて
共通教育センター1 名及び国際交流・留学生センター1 名の計 2 名の専任教員の公募
にあたり，そのもととなる定数分については，将来構想までの間，暫定的に事業構想学
部と食産業学部から各 1 名を借受ける旨，学部長会議で学長から要請があり，承諾した
ことが学部長から報告された。
・教養教育シンポジウムについて
学部長から，12 月 15 日に行われるシンポジウムについて周知され，教員が自主的に
出席することの要請がなされた。
※

次回教授会

定例教授会 1 月１５日（水）15 時 30 分～ 大会議室
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