平成３０年度第６回宮城大学教育研究審議会 議事録（平成３０年９月定例）
開催日時

平成３０年９月１９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，西川食産業学群
長兼研究科長，高橋看護学群副学群長，平岡事業構想学群副学群長，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)，川村基盤教育群長，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 ２７名出席》

欠席者
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，
庄司太白事務室長，進藤ＧＬ，髙橋ＧＬ，吉川ＧＬ，吉田ＧＬ，佐藤(尚)ＧＬ，若居ＧＬ，
藤本ＧＬ，中川主任主査，高橋主事

議事等の
概

１

要

議事録について
（１）前回(H30.8.21)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６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，三石食産業学研究科副研究科長を指
名した。

２

議事
（１）公立大学法人宮城大学業務アシスタント取扱規程の一部改正について（議案 1）
徳永副学長より議案１に基づき説明があり，案のとおり承認された。
（２）平成３０年度非常勤教員任用計画の一部変更（案）について（議案２）
風見事業構想学群長より議案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
①教員の勤務状況等報告書の改正等について（報告資料 1）
高橋理事から，教員の勤務状況等報告書の改正等について報告され，運用につ
いて引き続き検討することとされた。
②教員評価制度の見直し（中間案）について（報告資料 2）
高橋理事から，教員評価制度の見直し（中間案）について報告がされた。
③2021 年度宮城大学入学者選抜（2020 年度実施）の制度検討案について
＜経過報告＞（報告資料 3）
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）の制度検討案について報告がされた。
④平成 30 年度前期授業料減免（新入生・２次審査）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，
平成 30 年度前期授業料減免（新
入生・２次審査）について報告がされた。
⑤留学の際の授業料の減免措置について（報告資料 5）
三石国際交流・留学生センター長及び真覚スチューデントサービスセンター
長から，留学の際の授業料の減免措置に関する今後の規程改正について報告が
された。
⑥大和キャンパス視聴覚設備更新の基本的考え方について（報告資料 6）
金子理事から，大和キャンパス視聴覚設備更新の整備方針について報告がさ
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）
金子コモンズ等整備検討委員会委員長から，データ＆メディアコモンズ，ディ
スカバリーコモンズ，太白ラーニングコモンズの整備状況について報告され，デ
ータ＆メディアコモンズの一部施設の正式名称を変更することとした。また，デ
ィスカバリーコモンズと図書館の位置づけを確認した。
⑧交流棟公開イベントの開催について（報告資料 8）
富樫地域連携センター長から，交流棟公開イベントの開催概要について報告
がされた。
⑨宮城大学シーズ集の発行について（報告資料 9）
富樫地域連携センター長から，宮城大学シーズ集の発行について報告がされ
た。
⑩後期公開講座の開催について（報告資料 10）
富樫地域連携センター長から，後期公開講座の開催予定について報告がされ
た。
⑪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 11）
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
プセンターの活動について報告がされた。また，トヨタ自動車にご協力いただく
「産学連携講座Ⅰ」が平成 31 年 1 月 14 日及び 18 日に開講することが報告され
た。
⑫保健室・学生相談室利用状況について（報告資料 12）
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に

ついて報告がされた。
⑬その他
真覚スチューデントサービスセンター長から，本日，5 名の卒業式・学位記授与
式が行われたこと，明日，コンボケーションデイ（秋）が行われることについて
報告がされた。
（２）教授会審議状況報告
①看護学群（報告資料 13）
原看護学群長から，9 月 5 日に第 4 回教授会を開催し，平成 30 年度前期科目単
位認定，科目開講時期変更について審議したことが報告された。
②看護学研究科（報告資料 14）
原看護学研究科長から，9 月 5 日に第 6 回教授会を開催し，平成 30 年度前期
成績判定，研究計画書の審議，博士後期課程論文発表会について審議したこと等
が報告された。
③事業構想学群（報告資料 15）
風見事業構想学群長から，9 月 12 日に第 6 回教授会を開催し，平成 30 年度前
期成績確認，平成 30 年度前期卒業判定，平成 30 年度非常勤講師の任用，履修コ
ースの決定，教授会の役割の明確化について，学系の再構築，平成 31 年度科目
担当教員について審議したこと等が報告された。
④事業構想学研究科（報告資料 16）
風見事業構想学研究科長から，9 月 12 日に第 5 回教授会を開催し，平成 30 年
度事業構想学研究科修士論文（又は特定の研究課題）最終試験結果，平成 30 年
度前期修了判定，平成 30 年度前期成績判定，学生の身分，教育・研究上の目的
について審議したこと等が報告された。
⑤食産業学群（報告資料 17）
西川食産業学群長から，9 月 12 日に第 5 回教授会を開催し，平成 30 年度学群
（学部）学生の前期成績，平成 30 年度後期科目等履修生出願状況，2021 年度入
学者選抜制度検討，教員人事，平成 31 年度大学改革関連予算（教育関係設備・
備品等）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 17）
西川食産業学研究科長から，9 月 12 日に第 4 回教授会を開催し，平成 30 年度
博士前期課程学生の前期成績，平成 30 年度博士後期課程学生の前期成績，学生
の身分，学位申請論文（博士論文）要旨について審議したこと等が報告された。
⑦基盤教育群（報告資料 18）
川村基盤教育群長から，9 月 11 日に第 1 回拡大教授会を開催し，平成 30 年度
前期成績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 19）
犬飼副理事長から，9 月 5 日に第 4 回委員会を開催し，2018 年度公立大学法
人宮城大学自己点検・評価報告書（ひな形）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 20）

岩堀副学長（研究担当）から 8 月 29 日に第 5 回委員会を開催し，研究に関す
る方針，教員研究費の配分見直し（案），受託研究の受入れ，共同研究の受入れ，
研究倫理教育 e-Learning 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 21）
茅原学術情報センター長から，9 月 12 日に第 8 回委員会を開催し，ディスカ
バリーコモンズ利用案内，図書館ポータルサイトの改修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 22）
蒔苗情報システムセンター長から，9 月 13 日に第 7 回委員会を開催し，Adobe
社ソフトフェアの配布方法，自己点検評価におけるセンター所管分，印刷ポイン
ト制度の見直しについて審議したこと等が報告された。
⑤地域連携センター運営委員会（報告資料 23）
富樫地域連携センター長から，8 月 21 日に第 5 回委員会を開催し，交流棟公
開イベントの開催，産学官金連携フェア 2019 みやぎへの出展について審議され
たこと等が報告された。
４

その他
三石国際交流・留学生センター長から，リアル・オーストラリアが終了し参加学生が
全員無事に帰国したことが報告された。

この議事録は，平成３０年度第６回宮城大学教育研究審議会議事録である。

平成３０年１０月２４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

上 伸 昭 印

三 石 誠 司 印

