教育研究審議会議事録
平成２５年度第８回公立大学法人宮城大学教育研究審議会
開催日時

平成２５年１２月１８日（水）１４：３０～１７：３０

開催場所

大和キャンパス本部棟３階 大会議室
西垣、河端、高山、津志田、大庭、大和田、園部、吉田、蒔苗、齋藤、笹井、森山、

出 席 者

小嶋、徳永、山田、フェラン、小野(秀)、千葉、武田、風見、富樫、小野(幸)、
井上、西川、桑名、坂本、石田、真覚、田邉

欠 席 者
事 務 部

伊藤、成田、鹿野、蜂谷、狩野、首藤、佐藤

議事概要

１

教育研究審議会会議録について

（１）平成２５年度第７回審議会議事録について
原案どおり全会一致で承認された。
（２）平成２５年度第８回審議会議事録署名人の指名について
議事録署名人に蒔苗委員が指名された。
２

報告事項１

（１）宮城大学の経済波及効果推計調査報告書について
株式会社七十七銀行地域振興部において推計した本学の経済波及効果につい
て、同行大川口部長から調査結果が説明された。調査では、「大学の物的経費の
支出額」
「大学教職員の消費支出額」
「学生の消費支出額」
「その他の消費支出額」
の直接効果（直接的な需要の増加）と、その直接効果から誘発される波及効果の
合計から推計した総合効果は約 70 億円であり、本学の存在は広範な産業分野へ
経済効果が波及しているとの説明があった。
３

審議事項

（１）平成 26 年度学年暦（案）について

資料１

笹井副学長から、平成 26 年度もセメスター制とクォーター制を併用すること、
及び前期・後期の授業期間、祝日等による授業回数不足と振替の内容等について
説明され、原案どおり承認された。
４

報告事項２

（１） 各種報告
①共通教育センター改組にかかる中間報告（理念・人材育成目標）について
徳永共通教育副委員長から、共通教育センター改組に向けて、教養・基盤教育
にかかる理念・人材育成目標について検討した結果が説明された。
②平成 26 年度リメディアル教育センター所管事業について
小野センター長から、平成 26 年度に実施を計画している「教養教育シンポジ
ウム」
・
「教養教育セミナー」
・
「学習支援センター」の概要等について報告された。
また、12 月 17 日から大和キャンパス図書館内で、学修相談窓口を開設したこと
が報告された。
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③平成 26 年度入学選抜試験の実施状況について
笹井副学長から、今年度の入学選抜試験の実施状況等が報告された。
また、年末から年明けにかけて大学入試センター試験の従事者説明会を実施す
るので、従事者は必ず参加願いたいことの要請がなされた。
④就職内定状況について
田邉キャリア開発センター長から、12 月 2 日現在の内定率が報告された。
事業構想学部で未内定者が多く全体として昨年同期を下回っていること、未内
定者についてはキャリア開発室と連携をとっていない者もいるが、教員が関わっ
ており状況把握はできていることなどが報告された。
⑤ウェブサイト教員紹介ページについて
河端副理事長から、教員には日常的に本学の広報をしてもらいたいが、現行の
教員紹介ホームページは非常に分かりにくいものとなっているため、資料案のと
おり１教員を１ページで紹介するなど見やすいページの入力テンプレートを作
成していること、４月からホームページにアップする予定であり、1 月から各教
員が入力できるように準備を進めていることなどが報告された。
⑥テンプル大学ジャパンキャンパスとの協定締結について
フェラン国際交流・留学生センター長から、教職員の交流、学生の交流、学術
的な共同研究等を目的に、12 月 15 日大和キャンパスにおいて協定書の調印式が
行われたことが報告された。今後具体的な取組について協議していくに当たり、
各学部と連携を図っていきたいことなどの説明がなされた。
⑦平成 25 年度出前授業、公開講座等の実績について
園部理事から、11 月以降の出前授業の実施結果及び今後の予定について報告
された。また、高校生等出前授業の受講者数は、12 月時点（1,917 人）ですでに
昨年度の受講者数（1,523 人）を上回っているなど出前授業が大きく増加してい
ることが説明された。
⑧その他
・坪沼農場産りんごを原料とするジュースの販売について
齋藤食産業学部長から、後期授業科目「食品マーケティング戦略演習Ⅰ」に
おいて坪沼農場産りんごを使ったジュースを製造（山元町業者委託）し、販売
する予定であることが報告された。製品開発から販売までを学生自らがマーケ
ティング計画を立て実践することで、マーケティング理論を効果的に学ばせる
目的であることなどが説明された。
（２）教授会審議状況報告
①看護学部（吉田学部長）
12 月４日に第９回教授会を開催し、平成 26 年度学生募集要項（地域推薦）
、
総合実習（国内編、海外編）基準、平成 26 年度総合実習シラバス等について
審議したことなどが報告された。

教育研究審議会議事録
②事業構想学部（蒔苗学部長）
12 月 11 日に第８回教授会を開催し、教員人事に関する学部内プロセス、平
成 26 年度特別選抜試験（地域推薦）要領、既修得単位の認定、平成 26 年度非
常勤講師の任用等について審議したことなどが報告された。
③食産業学部（齋藤学部長）
12 月 11 日に第 10 回教授会を開催し、リアル･アジアの単位認定、平成 26
年度特別選抜試験（地域推薦）の募集要領を審議したことなどが報告された。
④看護学研究科（吉田研究科長）
12 月４日に第９回教授会を開催し、長期履修許可申請、学位論文指導体制、
平成 26 年度開講科目の担当教員、シラバスについて審議したことなどが報告
された。
⑤事業構想学研究科（蒔苗研究科長）
12 月 11 日に第８回教授会を開催し、平成 25 年度博士論文予備審査委員会
審査結果、単位取得退学（満期退学）の取扱い等について審議したことが報告
された。
⑥食産業学研究科（齋藤研究科長）
12 月 11 日に第９回教授会を開催し、平成 25 年度修士論文の審査プロセス
等について審議したことが報告された。
（３）学内委員会等報告
①評価委員会（河端委員長）
12 月 18 日に第４回委員会を開催し、看護学研究科の教員資格審査（申請１
件を承認）
、平成 26 年度教員評価に係る専門委員会委員の選出、平成 26 年度
宮城大学年度計画の策定等について審議したことが報告された。
②学務入試委員会（笹井委員長）
12 月４日に第８回委員会を開催し、平成 26 年度学年暦、大学評価(認証評
価)への対応、年度計画の対応方針について協議したことなどが報告された。
また、平成 26 年度センター試験の従事体制について報告したほか、意見交換
として「授業評価」
・
「シラバス」
・
「入試広報」について協議したことが報告さ
れた。
③学生生活委員会（徳永学生部長）
12 月 18 日に第５回委員会を開催し、平成 26 年度授業料の減免（震災枠の
継続）
、平成 26 年度入学式の会場、平成 26 年度新入生交流会、
「学生便覧（冊
子）
」の見直し、平成 26 年度予算等について審議したことが報告された。
④研究委員会（津志田委員長）
11 月 27 日に第６回委員会を開催し、国際学会旅費の審査、受託研究受入、
奨学寄付受入を審議しそれぞれ承認したことなどが報告された。

教育研究審議会議事録
⑤広報委員会（河端委員長）
12 月９日に第７回委員会を開催し、ウェブサイト教員紹介ページ、３月の広
報計画について審議したほか、校章等に関する規程の改正に係るプロジェクト
チームの結成、平成 26 年度大学パンフレット作成について協議したことが報
告された。
⑥共通教育運営委員会（高山委員長）
12 月 11 日に第７回運営委員会を開催し、教員人事、理念・人材育成目標に
関する検討チームの結果、平成 26 年度当初予算などについて審議したことが
報告された。また、12 月 15 日に開催したテンプル大学ジャパンキャンパス協
定締結記念教養教育シンポジウムの実施状況について報告された。
⑦総合情報センター運営委員会（山田委員長）
12 月 18 日に第８回運営委員会を開催し、平成 26 年度当初予算要求、年度
目標について審議したことが報告された。
また、来年３月を目途に全学の共有ファイルサーバーの稼働を予定してお
り、学生・教職員が会議資料等を共有することで更なるペーパーレス化を進め
ていくことが報告された。
⑧国際交流・留学生センター運営委員会（フェランセンター長）
12 月 11 日に第８回運営委員会を開催し、教員人事計画、平成 26 年度当初
予算、クリスマスイベント等について協議したことが報告された。また、平成
26 年 2 月 26 日から 3 月 11 日までで実施するリアル･アジア（ベトナム研修）
に 16 名の応募があったことが報告された。
⑨地域連携センター運営委員会（園部委員長）
12 月 17 日に第６回運営委員会を開催し、年度計画実施状況、予算の執行状
況、事業構想学部シンポジウム、看護学部公開講座について審議したほか、公
開講座、出前授業の実施状況、地域振興事業部の活動状況報告などを行ったこ
とが報告された。
この議事録は、平成２５年度第８回公立大学法人宮城大学教育研究審議会議事録
である。
平成２６年１月２２日
公立大学法人宮城大学教育研究審議会 議
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