平成２７年度第１１回宮城大学教育研究審議会 議事録（平成２８年１月定例）
開催日時

平成２８年１月２０日（水） １４：３０ ～ １７：００

開催場所

大和キャンパス本部棟３階

出席者

西垣学長，河端副理事長(総務企画担当)，高山理事(教育担当)・共通教育センター長，岩

大会議室

堀理事(研究担当)，高橋理事(人事労務担当)，西城理事(財務担当)，竹内理事(地域連携
担当)・地域連携センター長，長屋副学長，小嶋副学長(特命事項担当)，吉田看護学部長・
研究科長,徳永事業構想学部長・研究科長，齋藤食産業学部長・研究科長，井上(達)食産
業学部副学部長，武田看護学研究科副研究科長，井上(誠)事業構想学研究科副研究科長・
アドミッションセンター準備室長，川村食産業学研究科副研究科長，茅原総合情報センタ
ー長，フェラン国際交流・留学生センター長，小野(秀)リメディアル教育センター長・大
学改革室長補佐，真覚学生部長，桑名看護学部教授，兵藤事務部長，小野(幸)健康支援セ
ンター長，田邉キャリア開発センター長
《教育研究審議会構成員２８名中 ２４名出席》
欠席者

原看護学部副学部長，風見事業構想学部副学部長，富樫(敦)事業構想学部教授，富樫(千)
食産業学部教授

事務部

千葉次長，野村企画財務課長，千葉太白事務室長，籏野教務 GL，寺嶋入試 GL，吉川大学
改革室 L，佐藤教務・学生支援 GL，矢部主査，岸根主事，萩野主事，高木主事

議事等の
概

１

要

議事録について
（１）前回(H27.12.16)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 27 年度第 11 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，齋藤食産業学部長・研究科長を指名し
た。

２

審議事項
（１）平成 28 年度における宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程（案），平成 28
年度における宮城大学授業料の減免等の特例に関する規程（案）及び宮城大学入学
金の減免等の特例に関する規程の一部改正について（議案 1）
真覚学生部長から，東日本大震災及びその余震により被害を受けた世帯の学生
に対する授業料・入学金の免除制度（震災枠）について定める平成 28 年度におけ
る宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程及び平成 28 年度における宮城大学
授業料の減免等の特例に関する規程の制定案並びに宮城大学入学金の減免等の特
例に関する規程の一部改正案が示され，原案のとおり承認された。
（２）新たな教学組織への移行について（議案 2）
小嶋副学長から，大学改革に伴い設置する新たな教学組織の概要，現行の委員
会・センター業務の移行先，業務移行スケジュール，カリキュラムセンター・スチ
ューデントサービスセンター準備室の設置及び教学組織確立の手順について説明

があった。委員からは以下の質問があり確認がなされたが，各部局においてさらに
内容を精査することとなった。
○

健康支援については，スチューデントサービスセンターで学生に特化した

健康支援を担当し，健康支援センターで教学組織から独立した機関として全
体（学生・教職員）の健康管理を担当する。
○

各学部において教務委員会が担っている各種調整事項は，カリキュラムセ

ンターが全学的に調整を行う。
○

平成 27 年度までに決定された計画等は平成 28 年度に新たなセンターにお
いて引き継がれる。

（３）大学改革に係る諸規程の改正について（議案 3）
小嶋副学長から，大学改革に伴う学則の改正（案）に関して説明があった。委員
から，以下の意見が出され要検討とされたほか，各部局においてさらに内容を精査
することとなった。
○ 留学期間を修学期間及び在学期間に参入することができると定めることに
ついて，特に看護師資格の要件との関係で妥当かどうか。
○ 懲戒における停学の期間を「１年以内」と定めることが妥当かどうか。
○ 公休に関する規定を設けてはどうか。
（４）平成 28 年度学年暦について（議案 4）
長屋副学長から，平成 28 年度の学年暦（案）について説明があった。吉田看護
学部長・研究科長から，看護実習全体協議会の日程が調整中である旨申し出があっ
たほか，各部局において内容を確認し，修正がなければ原案のとおり決定すること
とされた。
３

報告事項
（１）各種報告
①大学改革に係る高校生意向調査の集計速報について（報告資料 1）
井上(誠)アドミッションセンター準備室長から，一般財団法人日本開発構想
研究所が行った本学の大学改革に係る高校生向けアンケート及び事業所向けア
ンケートの結果についての分析結果報告があった。
②入学前準備セミナーⅡの実施について（報告資料 2）
井上(誠)アドミッションセンター準備室長から，
平成 28 年度入学特別選抜
（推
薦入試・帰国子女）合格者に対し入学前教育として実施する入学前準備セミナー
の実施概要について説明があった。西垣学長からは，セミナーの概要を教職員に
周知するよう指示があった。
③平成 28 年度入学者選抜試験の実施状況について（報告資料 3）
長屋副学長から，平成 28 年度入学者選抜試験の実施状況について報告があっ
た。特に留学生の受験状況が低調な結果であったところ，留学生の増加に向けた
取り組みとして，宿舎の整備や奨学金の創設等の対策が必要であり，今後検討し

ていくことが確認された。
④平成 27 年度卒業，修了予定者の進路状況について（報告資料 4）
田邉キャリア開発センター長から，4 年生の就職内定状況，3 年生の企業の採
用スケジュールについて報告があった。
⑤保健室・学生相談室の利用状況について（報告資料 5）
小野(幸)健康支援センター長から，12 月までの保健室及び学生相談室の利用
状況について報告があった。
（２）教授会審議状況報告
①看護学部（報告資料 6-1, 6-2）
吉田学部長から，1 月 6 日に第 10 回教授会を開催し，看護学研究科長を兼務
する看護学部長候補者の選出を行った後，引き続き第 11 回教授会を開催し，平
成 28 年度総合実習・卒業研究シラバス，平成 28 年度非常勤講師の任用等につ
いて審議したことなどの報告があった。
②看護学研究科（報告資料 7）
吉田研究科長から，1 月 13 日に第 10 回教授会を開催し，平成 28 年度非常勤
講師任用計画，長期履修期間変更申請等について審議したことなどの報告があ
った。
③事業構想学部（報告資料 8-1, 8-2）
徳永学部長から，1 月 13 日に第 9 回教授会を開催し，事業構想学研究科長を
兼務する事業構想学部長候補者の選出を行った後，引き続き第 10 回教授会を開
催し，平成 28 年度年度計画及び平成 27 年度実績報告，平成 28 年度予算要求等
について審議したことなどの報告があった。
④事業構想学研究科（報告資料 9）
徳永研究科長から，1 月 13 日に第 9 回教授会を開催し，平成 27 年度学位（修
士）論文審査委員会の設置，平成 27 年度修士論文（又は特定の課題研究成果）
最終試験等について審議したことなどの報告があった。
⑤食産業学部（報告資料 10-1, 10-2）
齋藤学部長から，1 月 13 日に第 12 回教授会を開催し，食産業学研究科長を兼
務する食産業学部長候補者の選出を行った後，引き続き第 13 回教授会を開催し，
予算等について審議したことなどの報告があった。
⑥食産業学研究科（報告資料 11）
齋藤研究科長から，1 月 13 日に第 11 回研究科教授会を開催し，予算，平成 27
年度学位（博士）論文審査委員会委員について審議したことなどの報告があっ
た。
（３）学内委員会等報告
①学務入試委員会（報告資料 12）
長屋副学長から，1 月 6 日に第 9 回委員会を開催し，平成 28 年度計画案及び
平成 27 年度計画実績（暫定評価）
，平成 28 年度オープンキャンパス等について
審議したことなどの報告があった。

②研究委員会（報告資料 13）
岩堀理事から，12 月 24 日に第 9 回委員会を開催し，平成 27 年度内部監査（研
究費の経理状況・普通監査）の結果，平成 27 年度内部監査（研究費の管理体制）
実施計画（案）等について審議したことなどの報告があった。
③広報委員会（報告資料 14）
河端副理事長から，12 月 21 日に第 8 回委員会を開催し，大学案内パンフレッ
ト 2016 及びウェブサイトの改編等について審議したことなどの報告があった。
④共通教育運営委員会（報告資料 15）
高山理事から，1 月 13 日に第 9 回委員会を開催し，
「基礎ゼミ」及び「特別講
義Ⅱ」の開講，平成 28 年度特任教員任用等について審議したことなどの報告が
あった。
⑤総合情報センター運営委員会（報告資料 16）
茅原センター長から，1 月 20 日に第 9 回委員会を開催し，学術機関リポジト
リ登録申請マニュアルについて審議したことなどの報告があった。
⑥国際交流・留学生センター運営委員会（報告資料 17）
フェラン センター長から，12 月 16 日に第 8 回委員会を開催し，平成 27 年度
計画暫定評価，平成 28 年度計画・予算等について審議したことなどの報告があ
った。
⑦地域連携センター運営委員会（報告資料 18）
竹内理事から，1 月 8 日に第 10 回委員会を開催し，平成 28 年度当初予算要
求，平成 28 年度計画の策定及び平成 27 年度計画の実績等について審議したこ
となどの報告があった。
この議事録は，平成２７年度第１１回宮城大学教育研究審議会議事録である。

平成２８年２月１７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

西 垣

克 印

齋 藤 満 保 印

