平成３０年度第２回宮城大学教育研究審議会 議事録（平成３０年５月定例）
開催日時

平成３０年５月１６日（水） １４：３０ ～ １６：３０

開催場所

大和キャンパス本部棟３階

大会議室

太白キャンパス管理棟２階

大会議室

出席者

【大和キャンパス 大会議室】
川上学長，犬飼副理事長(企画・広報，産学地域連携・国際交流担当)，高橋理事(総務・
人事労務担当)，西城理事(財務・施設担当)，金子理事（教育・学術情報・大学改革担当）
兼副学長（教務・進路支援・学術情報・情報システム・国際交流・大学改革担当）兼コモ
ンズ等整備検討委員会委員長，徳永理事(教育・学生支援担当)兼副学長(高大接続・入試，
学生支援，広報担当)，武田理事(教育・看護教育改革担当)兼副学長(地域連携・看護教育
改革担当)，原看護学群長兼研究科長，風見事業構想学群長兼研究科長，川村基盤教育群
長，高橋看護学群副学群長，フェラン基盤教育群副群長，山本基盤教育群副群長，桑名看
護学研究科副研究科長，糟谷事業構想学研究科副研究科長，井上(誠)アドミッションセン
ター長，蒔苗カリキュラムセンター長兼情報システムセンター長，真覚スチューデントサ
ービスセンター長，田邉キャリア・インターンシップセンター長，茅原学術情報センター
長，富樫地域連携センター長，寺嶋事務局長、
【太白キャンパス 大会議室】
岩堀副学長(研究担当)，西川食産業学群長兼研究科長，井上(達)食産業学群副学群長，三
石食産業学研究科副研究科長兼国際交流・留学生センター長
《教育研究審議会構成員２７名中 ２６名出席》
（オブザーバー）鈴木（優）准教授

欠席者

平岡事業構想学群副学群長

事務局

川越事務局次長兼総務課長，伊東財務課長，菅原企画・入試課長，佐藤（憲）学務課長，
阿部学術情報室長，庄司太白事務室長，進藤ＧＬ，吉川ＧＬ，高橋（征）ＧＬ，吉田ＧＬ，
佐藤(尚)ＧＬ，渡邉主任主査，中木主事，齊藤（千）主事

議事等の
概

１

要

議事録について
（１）前回(H30.4.18)議事録の確認について
議事録原案に対する意見を求めたところ，異議がなく，原案のとおりとすること
が確認された。
（２）平成 30 年度第 1 回宮城大学教育研究審議会議事録署名人について
今教育研究審議会の議事録署名人として，フェラン基盤教育群副群長を指名し
た。

２

議事
（１）各センター等の運営規程の制定及び一部改正について（議案 1）
高橋理事より議案１に基づき説明があり，案のとおり承認された。
（２）博士前期課程社会人選抜における地方自治体派遣枠の創設について
徳永副学長より議案２に基づき説明があり，案のとおり承認された。

３

報告事項
（１）各種報告事項
①２０２１年度宮城大学入学者選抜（２０２０年度実施）の予告（案）について
（経過報告）（報告資料 1）
井上（誠）アドミッションセンター長から，２０２１年度宮城大学入学者選抜
（２０２０年度実施）の予告（案）が報告された。
②平成３０年度宮城大学オープンキャンパスについて（報告資料 2）
井上（誠）アドミッションセンター長から，平成３０年度宮城大学オープンキ
ャンパスについて報告された。川上学長から，２０２１年度入学者選抜の対象と
なる高校１年生の質問にも答えられるよう準備依頼がなされた。
③平成３０年度宮城大学 全学 FD・SD の日程（案）について（報告資料 3）
蒔苗カリキュラムセンター長から，平成 30 年度宮城大学 全学 FD・SD の日程
（案）について報告された。
④全面禁煙に向けた取り組みについて（報告資料 4）
真覚スチューデントサービスセンター長から，全面禁煙に向けた取り組みに
ついて報告された。
⑤保健室・学生相談室利用状況及び定期健康診断の実施状況について（報告資料 5）
真覚スチューデントサービスセンター長から，保健室・学生相談室利用状況及
び定期健康診断の実施状況について報告された。
⑥キャリア・インターンシップセンターの活動について（報告資料 6）
田邉キャリア・インターンシップセンター長から，キャリア・インターンシッ
プセンターの教育体系等活動について報告された。
⑦コモンズの運営及び整備等の状況報告について（報告資料 7）
金子コモンズ整備検討委員長から，コモンズの運営及び整備等の状況が報告
され，図書館改修計画（案）については茅原学術情報センター長，多目的室改修
（案）については鈴木（優）准教授から詳細説明がなされた。
⑧平成３０年度国際交流・留学生センターの業務計画等について（報告資料 8）
三石国際交流・留学生センター長から，平成３０年度国際交流・留学生センタ
ーの業務計画等について報告された。なお，国際交流・留学生センターでは全学
的な協定等締結を行うが，学群単位での海外大学との協定等締結について制約
するものではないため，個々の締結に関する協力・援助も行っていくことが説明
された。
⑨研究シーズ集の作成について（報告資料 9）
富樫地域連携センター長から，研究シーズ集の作成について報告された。
（２）教授会審議状況報告
①看護学群（学部）
（報告資料 10）
原学群長から，5 月 9 日に第 2 回教授会を開催し，既修得単位の認定，他学
部・他学科履修登録，学都仙台単位互換ネットワーク平成 30 年度派遣，総合実
習担当教員，平成 30 年度地域連携学群企画公開講座企画について審議したこと
等が報告された。
②看護学研究科（報告資料 11）

原研究科長から，5 月 9 日に第 2 回教授会を開催し，博士論文題目届及び指導
体制，研究計画書，学年別論文発表会・審査スケジュール，研究科研究支援費の
執行について審議したこと等が報告された。
③事業構想学群（学部）
（報告資料 12）
風見学群長から，5 月 9 日に第 2 回教授会を開催し，既修得単位の認定につい
て審議したことが報告された。
④事業構想学研究科（報告資料 13）
風見研究科長から，5 月 9 日に第 2 回教授会を開催し，指導教員の変更および
9 月修了希望届について審議したこと等が報告された。
⑤食産業学群（学部）（報告資料 14）
西川学群長から，5 月 9 日に第 2 回教授会を開催し，既修得単位認定申請，履
修登録上限特例者認定申請，他学部・他学科授業科目履修承認申請，単位互換ネ
ットワーク単位互換学生の派遣について審議したこと等が報告された。
⑥食産業学研究科（報告資料 14）
西川研究科長から，5 月 9 日に第 2 回教授会を開催し，研究指導担当教員，成
績修正，博士前期並びに後期課程の審査に係る日程，食産業学研究科論文博士審
査内規について審議したことが報告された。
⑦基盤教育群（報告資料 15）
川村基盤教育群長から，4 月 18 日に第 1 回教授会を開催し，平成 29 年度後期
成績修正，英語資格による単位認定について審議したこと等が報告された。
（３）学内委員会等報告
①評価委員会（報告資料 16）
犬飼副理事長から，5 月 16 日に第 1 回委員会を開催し，平成 29 年度業務実績
報告（案）について審議したことが報告された。
②研究委員会（報告資料 17）
岩堀副学長（研究担当）から，4 月 25 日に第 1 回委員会を開催し，年間スケ
ジュール，国際学会等旅費，受託研究の受入れ，奨学寄附金の受入れ，厚生労働
科研の受入れ，平成 30 年度研究交流フォーラムについて審議したこと等が報告
された。
③学術情報センター運営委員会（報告資料 18）
茅原センター長から，4 月 25 日に第 1 回拡大運営委員会を開催し，学術情報
センターとディスカバリーコモンズの体制，学術情報センターの所掌事項・運営
3 カ年計画・年度計画平成 29 年度実績，規程等改正，図書館活用促進事業計画
案等について審議したこと，5 月 9 日に第 3 回運営委員会を開催し，学術情報セ
ンター運営規程，運営 3 カ年計画，六限の図書館 vol.14 について審議したこと
等が報告された。
④情報システムセンター運営委員会（報告資料 19）
蒔苗センター長から，4 月 3 日に第 1 回委員会を開催し，大和キャンパスコン
ピュータラボへのソフトウェア：processing の導入について審議したこと，4 月
17 日に第 2 回委員会を開催し，平成 30 年度運営計画，教員用 PC 更新における
機種選定について審議したこと，5 月 10 日に第 3 回委員会を開催し，年度計画，

情報基盤ネットワーク更新にかかる進捗状況等について確認したことが報告さ
れた。
⑤地域連携センター運営委員会（報告資料 20）
富樫センター長から，5 月 8 日に第 2 回コーディネーター会議を開催し，運営
規程改正，平成 29 年度実績・平成 30 年度計画，シーズ集の作成，シンポジウム
の開催について審議したこと等が報告された。
４

その他
川上学長から，平成 30 年度教育研究審議会開催日程（予定）について示された。

この議事録は，平成３０年度第２回宮城大学教育研究審議会議事録である。

平成３０年６月２０日
公立大学法人宮城大学教育研究審議会 議 長
同

議事録署名人

川
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印

