平成2７年度第1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4月8日（水）13:30～17:05

44名／定数45名
（ファームビジネス学科）
齋藤(満)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)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）
石田教授，川村教授，西川教授，三石教授，堀田准教授，都准教授，老川准教授，白川准教授，
毛利准教授，森田准教授，河西准教授，菰田准教授，金内准教授，石川准教授，小島准教授，
君塚准教授，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，高橋助教，柳澤助教
〔欠席〕ファーム；大竹教授
（事務部）石澤室長補佐，岡崎主査，和田主事

議

事

内

容

議事録署名人に学部長，菊地准教授を指名した。
審議事項 （１）平成 26 年度第 13 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 13 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 年度後期開講科目の成績について
石田教務委員長より資料 1 に基づいて，平成 26 年度後期科目１科目の成績の修正につい
て説明され，原案のとおり承認された。
（３）学生の身分について
富樫学生委員より資料 2 に基づいて，学生 1 名の退学について説明され，原案のとおり
承認された。
（４）学生の学則違反に対する処分について
富樫学生委員より別添資料 1 に基づいて，学生の学則第 36 条に規定される事項に該当す
るＳＮＳへの書き込みについて，事実確認等の状況が説明され，学生が十分に反省してい
ることや過去の事例等を鑑みた量定案について，原案のとおり教育研究審議会に提出する
ことが承認された。
報告事項

（１）学校教育法の改正に伴う規則の一部改正について
齋藤学部長より資料 3-1 に基づいて，学校教育法の一部を改正する法律等が平成 27 年 4
月 1 日に施行となることに伴う本学の関係規則の見直しについて報告がなされた。また，
石田教務委員長より資料 3-2 に基づいて，食産業学部のディプロマ・ポリシー，カリキュ
ラム・ポリシーの改正案について説明がなされた。
（２）宮城大学将来計画について
井上副学部長より，昨年度より大学改革推進本部及び理事室からの要請に基づき作成さ
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れた大学改革案について，経緯と概要の説明がなされた。木村教授より資料 4 に基づいて，
全学ミッション等の原案作成スケジュール及び現時点の素案，全学教育の推進体制案，基
盤教育強化案，各コースの科目配置案についての検討状況が説明された。川村教授より検
討の経緯について補足で報告があり，科目配置案の枠組みについて追加で説明がなされ
た。科目配置案等を検討し意見を提出することの可否について質問があり，大学改革推進
本部に照会することとなった。
（３）平成 27 年度計画について
齋藤学部長より資料 5 に基づいて，平成 27 年度計画について説明され，中期計画及び
年度計画に基づいた教育・研究活動を行うよう呼びかけがなされた。また，意見等があ
る場合は 4 月 10 日までに連絡するよう依頼がなされた。
（４）平成 27 年度予算執行について
齋藤学部長より資料 6 に基づいて，平成 27 年度食産業学部教育経費の予算執行に係る
留意点の概要について説明がなされ，事務部和田主事より補足説明がなされた。
（５）人事について
井上副学部長より，平成 27 年 4 月 1 日付けの昇任人事について報告された。
（６）委員会委員について
井上副学部長より資料 7 に基づいて，平成 27 年度の全学及び学部委員会の委員構成に
ついて説明された。
（７）基礎ゼミについて
石田教務委員長より資料 8 に基づいて，基礎ゼミの目標及び方法が説明され，ルーブリ
ック評価の実施とレポート作成指導への協力依頼がなされた。
（８）学生の身分について
森本学生委員長より別添資料 2 に基づいて，平成 26 年度第 13 回食産業学部教授会で審
議された授業料未納による除籍予定者 1 名について，授業料の納入が確認されたため除籍
しないこととなったことが報告された。
（９）新入生交流会について
森本学生委員長より資料 9 に基づいて，平成 27 年度新入生交流会について，蔵王山の
火山活動の活発化に伴う変更点や，対応が必要な事項等の説明がなされた。
（１０）平成 27 年度入学者選抜試験実施結果について
笠原入試委員長より資料 10 に基づいて，平成 27 年 3 月 12 日に実施された一般選抜後
期日程試験の結果，ファームビジネス学科 14 名，フードビジネス学科 13 名，環境システ
ム学科 9 名が合格したことが説明され，編入学生を含めた平成 27 度の入学者数はファー
ムビジネス学科 44 名，フードビジネス学科 58 名，環境システム学科 32 名の合計 134 名
となったことが報告された。
（１１）平成 28 年度入学者選抜試験関係スケジュールについて
笠原入試委員長より資料 11 に基づいて，全学の入学試験実施本部会議で検討されてい
る平成 28 年度の入学者選抜試験の実施スケジュール案について説明がなされ，実施の際
の協力依頼がなされた。また，森田研究科入試委員長から学部と同日に実施予定となって
いる研究科の入学者選抜（推薦）試験の概要について追加の説明がなされた。
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（１２）全学委員会報告
●理事会
岩堀理事より資料 12 に基づいて，研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用の防止
に関する国のガイドラインへの対応について，平成 26 年度中に策定された「宮城大学に
おける研究費不正使用防止管理体制（案）」の説明がなされた。監査における指摘事項へ
の対応について質問があり，研究委員会で統一した対応を検討し周知することとなった。
●教育研究審議会
井上副学部長より資料 13 に基づいて，学校教育法及び学則の変更について，教授会の
役割等の補足説明がなされた。
●学務入試委員会
笠原委員より資料 16 に基づいて，平成 27 年度 FD 研修会を平成 27 年 8 月 10 日に実施
することが報告され，平成 27 年度夏のオープンキャンパスの開催及び「宮城大学まなび
の基礎調査」の実施について説明された。木村教授から学習状況調査実施の経緯と，実施
内容及び日程について現在の検討状況等の補足説明がなされた。
●学生生活委員会
森本副委員長より資料 17 に基づいて，平成 27 年度ＭＹＵサポーターズデイを 6 月 27
日に開催することが報告された。
●研究委員会
木村委員より資料 18 に基づいて，平成 27 年 3 月 6 日付で通知された科学研究費助成事
業実地検査の結果において改善が求められるものとして指摘された事項の説明がなされ
た。各指摘事項の改善に向けた方策について，決定次第周知するので速やかに対応するよ
う協力依頼がなされた。
●動物実験専門委員会
小林委員より資料 19 に基づいて，動物実験講習会を 4 月に実施することが説明された。
森本教授から，新カリキュラムの学生実習で新たに 2・3 年次前期から動物実験をするこ
ととなる学生についても対象となることが補足説明され，岩堀教授から動物実験の事前申
請手続きの徹底について重ねて依頼がなされた。
●総合情報センター運営委員会
老川副センター長より資料 21 に基づいて，学内のコンピュータの OS アップデートにつ
いて説明がなされた。
●国際交流・留学生センター運営委員会
井上副センター長から海外協定大学との協定等の締結状況について説明され，日仏文化
交流に係るメディアテーク設置の記念式典開催について報告された。
（１３）学部委員会報告
●教務委員会
石田委員長より資料 8 及び資料 23 に基づいて，学生の基礎学力向上のための学習支援
体制の強化について，リメディアル科目の講義に加えて教員・TA による学習相談を定期
的に行うことが報告され，実施協力の依頼がなされた。木村教授から共通教育運営員会に
おける検討の結果，リメディアル教育センターで夏季休業中に統計学習の支援を行う予定
であることが追加で説明された。
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●実験安全・管理委員会
岩井委員長より新年度になり開始される学生実験について，再度該当する全教員あてに
「実験安全の手引き」を配信することと，学生の安全確保のための指導の徹底が依頼され
た。
●キャリア開発部会
須田委員より平成 26 年度卒業・修了学生の就職内定状況が説明され，食産業学部は内
定率が 100％となったことが報告された。また，平成 27 年度キャリア開発センター担当
職員の紹介及び平成 27 年度のインターンシップ先の再確認および面談等への協力依頼が
なされた。
●遺伝子組換え管理実験安全管理専門委員会
小林委員長より新年度にあたり，遺伝子組換え実験を新たに行う学生への講習会実施に
ついて説明され，該当する学生がいる場合は委員長もしくは笠原教授まで連絡するよう依
頼がなされた。

議事録署名人
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齋藤 満保

印

菊地 郁

印

