平成 27 年度第 11 回事業構想学部教授会議事録(定例)
開催日時

平成 28 年 2 月 10 日（水）14 時 50 分～17 時 10 分

開催場所

宮城大学大和キャンパス本部棟 3Ｆ

出 席 者

欠 席 者

大会議室

（学部長）徳永幸之
（教 授）秋月治，井上誠，風見正三，糟谷昌志，金子孝一，茅原拓朗，小嶋秀樹，坂本眞一郎，
須栗裕樹，田邉信之，富樫敦，日原広一，福永晶彦，藤原正樹，蒔苗耕司，宮原育子
（准教授）内田直仁，金子浩一，高力美由紀，土岐謙次，中田千彦，Matthew Wilson
（助 教）鈴木優，物部寛太郎
構成員出席 25 名／31 名（職位別 50 音順，敬称略）
（教 授）櫻木晃裕，永松栄，平岡善浩
（准教授）伊藤真市
（講 師）板明果
（助 教）鈴木孝男

事 務 部

熊谷，日野，藤本，高橋

議事概要

１ 教授会議事録
（１） 平成 27 年度第 9・10 回教授会議事録の確認について
資料に基づき確認し，原案のとおり承認した。
（２）

平成 27 年度第 11 回教授会議事録署名人について
議事録署名人として，徳永学部長及び蒔苗教授が指名された。

２ 議事
（１） 宮城大学学則及び学部教授会通則の改正について
小嶋教授から資料に基づき，宮城大学学則及び学部教授会通則の改正案，宮城大学大学院学則
の制定案について説明され，原案のとおり承認した。
（２）

特任教員の継続任用について
徳永学部長から資料に基づき説明され，キャリア開発に係る特任教員として宮崎良徳氏及び島
田満俊氏を継続任用することを承認した。

（３）

平成 27 年度後期履修登録に係る特別措置について（教務）
糟谷教務委員長から資料に基づき説明され，以下のとおり承認した。
学籍番号○○○○ ○○○○「英語ⅡＢ」
，学籍番号○○○○ ○○○○「英語ⅡＢ」
，
学籍番号○○○○ ○○○○「建築概論」
，学籍番号○○○○ ○○○○「流通システム」

（４）

平成 27 年度後期既修得単位の認定について（教務）
糟谷教務委員長から資料に基づき説明され，以下のとおり承認した。
学籍番号○○○○ ○○○○：復興大学で修得した単位
「復興のための生活構築学」
（2 単位）
：専門関連科目に区分し卒業要件単位に 2 単位算入
学籍番号○○○○ ○○○○：タンペレ応用科学大学で修得した単位
「Sustainability in Tourism」（5 単位）
：「観光事業」
（2 単位）に振替
「Tourism Business Environment and Experience Economy」
（5 単位）
：
「地域資源論」
（2 単位）
に振替
「Experience Product Development and Innovations in Tourism Enterprises」
（5 単位）
：
「ホ
スピタリティビジネス」
（2 単位）に振替
「Conflict Management and Communication」
（5 単位）
：「人的資源管理」
（2 単位）に振替
「Academic Communication」
（3 単位）
：共通教育科目に区分し卒業要件単位に 2 単位算入
「Advanced Topics in International Business」
（5 単位）
：「英語Ⅵ」
（1 単位）に振替
「Area Studies and Market Development（Russia, EU, USA）」
（5 単位）
：
「地域産業論」
（2 単
位）に振替
「Cross Cultural Management」（5 単位）
：2 単位として認定

「Basics of Finnish」
（3 単位）
：共通教育科目に区分し卒業要件単位に 2 単位算入
「Each One Teach One」
（2 単位）1 単位として認定
「Finnish Cuisine and Customs」
（5 単位）
：2 単位として認定
「Sales and Negotiation Skills」
（5 単位）
：2 単位として認定
「International Business」
（5 単位）
：
「英語Ⅴ」
（1 単位）に振替
「International Trade and Contracts」
（2.5 単位）
：「ビジネスコントラクト」
（2 単位）に振
替
学籍番号○○○○ ○○○○：タンペレ応用科学大学で修得した単位
「Design Management」
（5 単位）
：
「デザインマネジメント」
（2 単位）に振替
「Principles of Visual Communication」
（5 単位）
：
「デザイン理論」
（2 単位）に振替
「International Art and Media Studies」
（5 単位）
：「デザイン情報特別講義Ⅲ」
（2 単位）に
振替
「Introduction to Video」
（3 単位）
：
「映像デザイン」
（2 単位）に振替
「Event management and marketing」
（5 単位）
：
「事業構想特別講義（ライブ・エンタテインメ
ントビジネス論）
」
（2 単位）に振替
「Media channels and platforms」
（5 単位）
：2 単位として認定
「Introduction to Visual Design」
（3 単位）
：「ビジュアル情報処理」
（2 単位）に振替
「Basics of Finnish」
（3 単位）
：共通教育科目に区分し卒業要件単位に 2 単位算入
「Each One Teach One」
（2 単位）
：共通教育科目に区分し卒業要件単位に 1 単位算入
「Finnish Cuisine and Customs」
（5 単位）
：2 単位として認定
「Finnish as a Foreign Language 1」
（5 単位）
：2 単位として認定
「Area Studies and Market Development in Russia」
（5 単位）
：2 単位として認定
「Cross Cultural Management」：
（5 単位）2 単位として認定
「English Grammar and Writing」
（5 単位）
：2 単位として認定
「Event Production Project 1」
（1 単位）
：1 単位として認定
（５）

平成 28 年度非常勤講師の任用について
糟谷教務委員長から資料に基づき説明され，以下の新規任用について承認し，理事会に諮るこ
ととした。
「環境政策論」持木克之氏
「社会科学総論」柘植徳雄氏
「企業評価」石沢裕一氏
「ビジネスコントラクト」古澤準一氏，卯木誠氏
「デザイン情報特別講義Ⅰ」田中元子氏，芦沢啓治氏，豊田啓介氏
「デザイン情報特別講義Ⅱ」酒井聡氏，宮崎晃吉氏
「デザイン情報特別講義Ⅲ」大西正紀氏，西田司氏，竹内正義氏，榊原進氏
また，2 月理事会までに新たに非常勤教員の候補者が決まった場合で，学部長の了承を得られ
た場合には，理事会に諮ることとした。

（６）

学生の身分について（学生）
坂本教授から資料に基づき説明され，以下のとおり承認した。
【留学】学籍番号○○○○ ○○○○ 平成 28 年 1 月 4 日～5 月 31 日（平成 28 年度前期）
【復学】学籍番号○○○○ ○○○○ 平成 28 年 4 月 1 日

（７）

平成 27 年度学生表彰推薦について（学生）
坂本教授から資料に基づき説明され，原案のとおり承認した。

（８）

その他
特になし。

３ 報告事項
（１） 教育研究審議会報告について
徳永学部長から資料に基づき，平成 28 年度授業料・入学金免除制度（震災枠）等について報告

された。また，小嶋教授から資料に基づき，大学改革に係る意向調査の集計結果概要及び入学前
準備セミナーについて報告された。
（２）

大学改革について
小嶋教授から資料に基づき，大学改革に伴う新たな教学組織への移行の概要について説明され
た。

（３）

客員教授の推薦について
徳永学部長から，平成 28 年度客員教授の推薦について 3 月定例教授会で審議するため，推薦す
る場合は次回教授会までに学部長まで推薦書を提出するよう周知された。

（４）

各委員会報告について
平成 28 年度一般選抜前期・後期日程試験体制表について（入試）
徳永学部長から資料に基づき報告された。
② 平成 29 年度入試スケジュールについて（入試）
徳永学部長から資料に基づき報告された。
③ 平成 28 年度履修ガイドについて（教務）
糟谷教務委員長から資料に基づき，前年度からの記載内容の変更点について報告された。
④ 平成 28 年度時間割について（教務）
糟谷教務委員長から資料に基づき，2 月 10 日現在の平成 28 年度時間割案について報告され
た。
⑤ 平成 27 年度後期成績入力について（教務）
糟谷教務委員長から資料に基づき説明され，成績入力担当教員について確認した。
⑥ 平成 28 年度オリエンテーションについて（教務）
糟谷教務委員長から資料に基づき説明され，各オリエンテーションの担当者及びスケジュー
ルの変更点について確認した。
⑦ 平成 28 年度新入生交流会について（学生）
藤原学生委員長から資料に基づき，新入生交流会のスケジュール及び各学部の交流行事の実
施内容の検討状況について説明された。
⑧ 就職内定状況について（キャリア・インターン）
藤原キャリア開発・インターンシップ委員長から資料に基づき，2 月 1 日現在の就職内定状
況について報告された。
⑨ その他委員会報告
福永教授（研究）から研究に関する平成 28 年度年度計画について，藤原教授（キャリア・イ
ンターン）からインターンシップ参加による試験の欠席希望への対応及び 3 年生の今後の就職
活動について，風見教授（予算）から教育費の執行の締切等について，それぞれ報告された。
①

（５）

その他
平成 28 年度学年暦・委員会等スケジュールについて
資料に基づき確認した。

①

議事録署名
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印
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印
以

上

