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事業構想学部教授会議事録
（１２月８日第７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 22 年 12 月 8 日（水）14:30～16:10

３７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，
櫻木，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）
（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)学部長選考について
次期事業構想学部長候補者選出のため，宮城大学学部長選考規程により投票を実施した。
その結果，第１回目の投票において，現学部長である事業計画学科・大泉一貫教授が，投票総数 37 票（う
ち不在者投票 0 票）
，有効投票数 36 票のうち過半数となる 27 票を得たことから，次期事業構想学部長候補
者に選出された。
（投開票立会人：金子(孝)教授，徳永教授，蒔苗教授）
(2)教務委員会からの審議事項について
①平成 22 年度前期成績について
10 月 27 日学部運営会議において，平成 22 年度前期「ユーザビリティ」への履修登録特別措置が認めら
れた学生１名の成績について，担当教員から「成績追加願」があり，次のとおり認められた。
学籍番号○○○○
75 点（良）
②平成 22 年度後期履修登録に関する特別措置について
平成 22 年度後期履修登録に誤りがあった学生 2 名から顛末書の提出があり，履修登録の修正について認
められた。ただし，学籍番号○○○○については，
「顛末書」内容に不適切な部分があったことから，指導
教員から当該学生に指導することとした。
学籍番号○○○○
誤：食農関連事業
正：ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾘｻｰﾁ
学籍番号○○○○
誤：特別講義Ⅳ(ﾃﾞｻﾞｲﾝ情報系) 正：特別講義Ⅲ(事業計画系)
③ディズニー国際インターンシップの単位認定について
ディズニー国際インターンシップによる留学で単位を修得した学生１名について，振替希望申請のとお
り本学の開講科目に振り替えること，及び卒業要件単位に算入することについて，教務委員会案のとおり
認められた。
学籍番号○○○○
「Human Resource Management」→当学「人的資源管理」2 単位
「Disney Exploration Series Marketing」→当学「マーケティング論」2 単位
④平成 23 年度非常勤講師確保の進捗状況について
平成 23 年度開講科目について，下記の非常勤講師を任用することについて了承された。なお，新規任用
講師は，次回教務委員会で経歴等を確認の上，運営会議に諮ることとした。また，３月まで教授会の開催予
定がないことから，それまでの非常勤講師の任用については，運営会議に一任することとした。
「ホスピタリティビジネス」
：油川洋（継続） 「国先取引」
：佐々木誠之助（継続）
「宿泊事業」
：紺野純一（継続）
」
「特別講義Ⅱ（デザイン情報系）
」
：武山倫（継続）
「建築一般構造」
：大沼正寛（継続）
「構造デザイン」
：松本年史（継続）
「映像デザイン」
：小川直人（継続）
「設備設計」
：清田久光（継続）
「施工技術」
：大塚幸蔵（継続）
「建築コスト」
：増田豊文（継続）
⑤平成 22 年度後期授業評価アンケートについて
資料のとおり実施することについて認められた。また，回答率向上のため，各教員へ学部長から協力依頼
があった。
(3)研究員の受け入れについて
須栗教授を介して申請のあったパキスタンからの研究員１名について，受け入れが認められた。
研究員氏名 Muhammad Bilal
受入期間 平成 23 年 2 月 21 日から 3 月 31 日まで
(4)その他
・学生の身分について
平成 22 年 12 月末日の退学を希望し退学許可申請書の提出があった下記学生について，12 月 22 日開催
予定の学生委員会の審議に一任することとした。
退学 学籍番号○○○○ （就職により，1 月から勤務のため）
・平成 23 年度予算及び平成 23 年度年度計画について
「平成 23 年度予算」及び「平成 23 年度計画」について，運営会議一任とし，必要があれば，1 月 12
日開催予定の教授会懇談会を臨時教授会に変更して審議することとされた。
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〔報告事項〕
(1)教育研究審議会報告について
第 19 回(11/17)教育研究審議会について報告があった。特に，11 月 24 日開催の理事会で決定された「ア
ドミッションポリシー」「カリキュラムポリシー」「ディプロマポリシー」について，学部長から説明等があ
った。
(2)運営会議等報告について
下記の通り報告があった。
・平成 22 年度第 5 回(9/8)定例教授会，第 6 回(11/10)臨時教授会
・平成 22 年度第 9 回(10/6)，第 10 回(10/27)，第 11 回(11/24)運営会議
(3)各委員会報告について
11 月の各委員会等について報告があった。
①平成 23 年度シラバス担当教員の確認について（教務）
平成 23 年度シラバス担当教員について，資料により確認された。また，資料内容に変更がある場合には
報告期限の本日 17 時までに事務部に報告するよう学部長から指示があった。
②平成 22 年度教務関連スケジュールについて（教務）
平成 23 年 1 月から 3 月までにかかる教務関連スケジュールについて，資料に基づき教務委員長から説明
があった。また，成績入力等各期限について厳守するよう，教務委員長から各教員へ協力依頼があった。
③平成 23 年度前期研究生の募集について（教務）
平成 23 年度前期研究生の募集について，国外からの出願期間が終了したこと，及び，中国人 2 名から出
願があり，次回教務委員会で審議の上，運営会議に諮ることについて報告があった。また，国内からの出願
期間について，教務委員長から説明があった。
国内の出願期間：平成 23 年 2 月 1 日(火)～15 日(火)
④平成 23 年度パソコン購入の手引きについて（教務）
平成 23 年度新入生に配付する「平成 23 年度パソコン購入の手引き」について，資料のとおり確認された。
⑤平成 21 度後余剰金について（予算施設）
平成 21 年度余剰金の執行状況について鈴木助教から説明があり，次のとおり執行に係る担当者が確認さ
れた。
１「助教研究室上部仕切り設置工事」(鈴木助教：進行中)
２「共同ラボ整備用什器」
（富樫教授，小澤教授，井上(誠)教授）
３「情報通信環境整備費」
（富樫教授）
４「空間系試作作品管理・保管庫」
（富樫教授）
５「実験機器の移設」
（茅原教授：進行中）
６「バーチャルリアリティソフト」
（徳永教授，物部助教）
７「Ａ３スキャナ」
（佐久間准教授，物部助教）
８「統計データベース」
（徳永教授）
⑥就職内定状況について（キャリア）
学生の就職内定状況について資料により内容が確認された。また，日原教授から教員とキャリア開発室と
の連携が必要な旨の説明があり，内定の決まっていない学生をキャリア開発室へ教員が誘導するよう依頼が
あった。なお，公務員希望者のうち,来年度受験を希望している学生については，今年度就職の希望がない
ものとして「就職希望者」から除外することが確認された。
※この他，11 月 25 日に実施された平成 23 年度業構想学部特別選抜試験（推薦入学・帰国子女）への各教員
の協力に対し，入試委員長から御礼があった。また実施状況について，次のとおり報告があった。
・推薦入学 募集人員：事業計画学科３５名，デザイン情報学科３５名
出願者数：事業計画学科５１名，デザイン情報学科４３名
合格者数：事業計画学科３５名，デザイン情報学科３５名
・帰国子女 出願者１名，試験当日欠席により合格者なし。
(4)教員のテニュア審査について
進捗状況について，一次審査が終了し，12 月中に二次審査が行われることについて報告があった。
(5)その他
・
「大学・大学院企業家推進ネットワーク全国フォーラム」について，出席した藤原教授から報告があった。
・会計監査の結果について，糟谷教授から報告があり，注意事項について説明があった。また，国際学会
予算に若干の残額があるため，該当者があれば連絡するよう依頼があった。
次回日程について，3 月 2 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
氏 名
大 泉 一 貫
㊞
氏 名

徳

永

幸

之
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