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事業構想学部教授会議事録
（３月９日第 11 回定例）
開催場所

出
席
者

欠席者

３階大会議室

開催日時

平成 23 年 3 月 9 日（水）14:30～16:10

３６名／定数３８
（教授）
秋月,井上和，井上誠，大泉，小澤，風見，梶，糟谷，金子孝，茅原，小嶋，坂本，須栗，田邉，
富樫，徳永，永松，日原，藤原，蒔苗，三橋，宮原
（准教授・講師・助教）
伊藤，内田，ウィルソン，金子浩，高力，相模，佐久間，高橋，竹内，中田，鈴木，寺島，土岐，
物部
事務部：小山，諸星，佐藤，関野
（教授）櫻木
（准教授・講師・助教）平岡
（職階５０音順・敬称略）

議

事

内

容

〔審議事項〕
(1) ３月２日学部教授会議事録の確認について
平成 22 年度第 10 回（3 月 2 日）学部臨時教授会の議事録について，資料のとおり承認された。また，
当該議事録署名人については，学部長及び風見教授とすることについて併せて認められた。
(2) 副学部長について
平成 23 年度からの副学部長について，学部長から徳永教授及び蒔苗教授の２名が指名され，挙手による
採決を行った結果，全会一致で認められた。
(3) 学部運営委員の選出について
平成 23 年度からの学部運営委員について，風見教授・小嶋教授・平岡准教授の３名が学部長から指名さ
れ，両副学部長を立会人として，投票による採決を行った結果，出席者の過半数以上の賛成により，学部運
営委員とすることについて認められた。
(4) 教育研究審議会委員の選出について
学部の教育研究審議会委員について，両副学部長を立会人として，単記無記名投票による選出を行った
結果，第１回目の投票において，得票数第 1 位の蒔苗教授及び得票数第 2 位の徳永教授を教育研究審議会委
員に推薦することについて認められた。
(5) 平成 23 年度学部並びに全学委員会案について
資料のとおり承認された。ただし，法人役員の改選等のため全学委員の構成が一部未確定であることか
ら，必要に応じて新年度に再度審議することとされた。
(6) 入試委員会からの審議事項
事業構想学部帰国子女選抜方法について，これまで面接及び小論文による選考とされていたが，「帰国子
女」が必ずしも英語圏滞在者に限らないため，基礎学力考査（英語）を選抜方法に追加することについて
認められた。
(7) 教務委員会からの審議事項
①平成 22 年度進級判定及び後期成績確認について
進級判定について，
「卒業」を認められた学生○○○○及び，本日の教授会で卒業が追加認定された学
生○○○○の 2 名の記載を資料訂正することとし，その他は添付資料のとおり認められた。また，4 年次
の必修科目が履修できない来年度の 4 年次生は，次のとおり。
・事業計画学科：6 名
・デザイン情報学科：13 名（うち情報システムコース 4 名，デザイン情報コース 4 名，空間デザイン
コース 5 名）
平成 22 年度後期の成績については，本日の教授会をもって，各担当教員の成績入力のとおり確定する
こととされた。また，教務委員長から，成績評価の分布状況について，一部科目で成績に偏りがあること
から，適正な評価の確保に向けて今後の見直しが必要である旨の報告があった。特に「秀」については，
履修規程に照らし適正に付加するよう説明があった。
②平成 22 年度後期科目等履修生及び単位互換生の成績について
資料のとおり認められた。
③平成 23 年度非常勤講師の任用について
平成 23 年度非常勤講師の任用状況について資料により確認され，「特別講義Ⅵ」松田達氏の新規任用に
ついて認められた。
④平成 23 年度時間割について
資料のとおり認められた。また今後の時間割変更については，教務委員会一任とすることが認められた。
⑤デザイン情報学科「コース変更」について
平成 23 年１月末までに申請のあったデザイン情報学科「転コース届」３件について資料のとおり認め
られた。また，1 年次のコース選択届出状況について，資料により確認された。
(8) 学生委員会からの審議事項
①学生の身分について
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授業料未納による除籍について，資料のとおり認められた。また，平成 22 年度中の今後の休退学及び
復学等について，学生委員会一任とすることが認められた。
②学部長表彰について
事業構想学部長表彰取扱内規について，学生委員会案のとおり認められた。また，平成 22 年度学部長
表彰対象者について，次の 7 件が認められた。
№3 三橋ゼミナール有志 ○○○○ 他 10 名
№4 ○○○○，№9 ○○○○，№11 ○○○○
№12 サークル ART STANDARD ○○○○ 他 51 名
№13 デザインウィーク in せんだい 学生プロジェクト○○○○ 他 22 名
№14 仙台建築都市学生会議 ○○○○ 他 19 名
なお，学部長賞について，卒業生へは学位記授与式後に，在校生には 4 月のオリエンテーションの際に，
表彰状を交付することについて，併せて認められた。
(9) その他
・3 月 2 日学部臨時教授会で 2 科目の追加履修登録が認められた下記学生について，担当教員から成績
追加願いが提出され，認められた。また，これにより卒業判定について再審議され，不足していた卒
業要件が満たされたため，追加での卒業が認められた。
学籍番号○○○○ 「ビジネス法」60 点（可），
「社会システム論」60 点（可）
・平成 23 年度一般選抜（前期日程）の数学の試験について意見交換がなされた。
〔報告事項〕
(1) 平成 22 年度「年度計画」実績報告について
資料のとおり報告があった。
(2) 平成 23 年度学部教育費について
平成 23 年度学部教育費について，学部長から次のとおり報告があり，4 月までに執行ナンバーを付与
する旨の説明があった。
事業構想学部教育費 19,587 千円（コピー費含む）
事業構想学部実験実習費 3,264 千円
(3) 平成 23 年度教授会日程について
資料のとおり，平成 23 年度教授会開催予定等が確認された。
(4) 教育研究審議会報告
下記のとおり報告があった。
・第 21 回(1/19)，
・第 22 回(2/16)
(5) 運営会議等報告
下記のとおり報告があった。
・第 8 回（1/12）臨時教授会議事録，第 9 回(2/9)臨時教授会議事録
・第 14 回（1/26），第 15 回（2/16），第 16 回（3/1）運営会議議事録
(6) 各委員会報告等について
2 月分の委員会報告があった。
①平成 23 年度一般選抜（前期日程）合格者について（入試）
資料のとおり報告があった。
②平成 23 年度前期科目等履修生について（教務）
次の１名１科目の受講について報告があった。
○○○○ 「デザイン情報概論」
（蒔苗教授）
③平成 23 年度前期研究生について（教務）
次の３名の受け入れについて報告があった。
○○○○ H23.4.1～H23.9.30（新規） 宮原ゼミ
○○○○
H23.4.1～H23.9.30（新規） 風見ゼミ
○○○○ H23.4.1～H23.9.30（新規） 佐久間ゼミ
④平成 23 年度授業評価アンケートの結果について（教務）
平成 22 年度後期授業評価アンケート結果に対する各教員のコメントについて，次のとおり依頼予定で
あることが報告された。
3/10（木） 各教員へコメント依頼通知
3/31（木） コメント提出期限
⑤学生の身分につい（学生）
以下のとおり休学 2 名，退学 1 名，復学 2 名について報告があった。
［休学］○○○○，○○○○
［退学］○○○○
［復学］○○○○，○○○○
⑥平成 22 年度学生表彰の結果について（学生）
平成 22 年度学生表彰について，事業構想学部推薦者の内，学長賞 3 名，学長奨励賞 4 名の受賞が決
定されたことが報告された。
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⑦平成 23 年度オリエンテーションについて（学生）
平成 23 年度オリエンテーションについて，開催日程が確認された。また，最新の日程表について，各
教員にメール配布することとされた。
⑧平成 23 年度保護者の集いについて（学生）
事業構想学部「保護者の集い」について 6 月 11 日の開催が報告された。
⑨平成 22 年度就職内定状況について（キャリア）
資料のとおり報告があった。
(7) その他
・予算施設委員会から，新任教員の研究室利用について次のとおり報告があった。
坂巻先生 401 研究室（現：梶研究室）
福永先生 410 研究室（現：井上（和）研究室）
板 先生 404 講師室（旧：物部助教研究室）
・3 月 12 日実施予定の平成 23 年度一般選抜（後期日程）について，各教員に協力依頼があった。

次回日程について，4 月 13 日(水)15 時から，定例教授会を本部棟 3 階大会議室にて開催することとした。

議事録（原本）署名人
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