平成２７年度第１２回宮城大学教育研究審議会 議事録（平成２８年２月定例）
開催日時

平成２８年２月１７日（水） １４：３０ ～ １７：３０

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，風見事業構想
学部副学部長，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，富樫(敦)
事業構想学部教授，富樫(千)食産業学部教授，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 ２７名出席》
欠席者

原看護学部副学部長

事務部

千葉次長，野村企画財務課長，熊谷学務課長，千葉太白事務室長，籏野教務 GL，寺嶋入
試 GL，佐藤教務・学生支援 GL，阿部主幹，矢部主査，萩野主事

議事等の
概

１

要

議事録について
（１）前回(H28.1.20)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 12 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，風見事業構想学部副学部長を指名し
た。

２

審議事項
（１）大学改革に係る諸規程の改正について（議案 1）
小嶋副学長から，学則及び教授会通則の改正に関して，各会議で出された原案に
対する意見への対応を反映した改正案が提案されたところ，高山理事から，教授会
の設置数と教授会を構成する教員について質問があり，前者については検討中で
あるが早急に対応することとし，後者については表現を整理するとともに，再度意
見の取りまとめを行い，学長の確認を経て理事会に諮ることとなった。

（２）宮城大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（案）につ
いて（議案 2）
小野(幸)健康支援センター長から，障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律が 4 月から施行されるにあたり，本学としての教職員対応要領（案）が提案
された。詳細を詰める必要があるとの意見が出され，内容を再確認しあらためて諮
ることとなった。
西垣学長から，入試相談，入試実施，図書館利用，授業，学外演習，海外研修等
における対応策として，学生ボランティアの組織化，点字ディスプレイの設置，

車いす対応公用車の導入等を，各担当部局等で検討するよう指示があった。
（３）平成 27 年度学生表彰について（議案 3）
真覚学生部長から，平成 27 年度学生表彰に係る学生生活委員会での選考結果が
示され，異議なく承認された。
（４）平成 28 年度客員教員について（議案 4）
吉田看護学部長から，平成 28 年度客員教員の推薦があり，異議なく承認された。
齋藤食産業学部長から，客員教員と本学との関係について質問があり，吉田看護
学部長から，当該客員教員は，非常勤講師としての役割にとどまらず本学の看護学
教育の発展に尽力されているとの説明があった。
（５）平成 28 年度臨床教授等について（議案 5）
吉田看護学部長から，平成 28 年度臨床教授等の推薦があり，異議なく承認され
た。
（６）宮城大学サテライトキャンパスの今後について（議案 6）
竹内理事から，文部科学省の補助金により運営している宮城大学サテライトキ
ャンパスについて，当該補助金が今年度で終了することから，来年度以降の運営方
法について提案があり，異議なく承認された。
３

報告事項
（１）各種報告
①研究科長を兼務する学部長選考結果について（報告資料 1）
千葉次長から，研究科長を兼務する学部長選考の経過報告があった後，西垣学
長から，学部長兼研究科長，副学部長及び副研究科長の選考結果について，選考
理由とともに報告された。
②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 2）
長屋副学長から，平成 28 年度入学者選抜試験の今後の実施予定及び一般選抜
（前期・後期）入試出願状況について，教育関連業者による分析結果報告があっ
た。
③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 3）
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 年生に対する企
業の採用活動状況について報告があった。
西垣学長から，卒業予定者の単位取得状況について各学部で再点検するよう
指示があった。
④平成 28 年度宮城大学学校保健計画について（報告資料 4）
小野(幸)健康支援センター長から，平成 28 年度宮城大学学校保健計画につい
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，1 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。

⑥大学改革に係る教員配置について（報告資料 6）
西垣学長から，大学改革後の組織及びアドミッションセンター・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体制について説明があっ
た。
⑦その他
井上(誠)アドミッションセンター準備室長から，推薦入試合格者を対象に実
施した入学準備セミナーの報告があった。
（２）教授会審議状況報告
①看護学部（報告資料 7）
吉田学部長から，2 月 3 日に第 12 回教授会を開催し，宮城大学学則の改正及
び教授会通則等の改正，4 年生の留学に伴う卒業研究履修への対応，平成 28 年
度基礎ゼミのシラバス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 8）
吉田研究科長から，2 月 17 日に第 11 回教授会を開催し，平成 27 年度論文指
導体制，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 9）
徳永学部長から，2 月 10 日に第 11 回教授会を開催し，宮城大学学則の改正及
び教授会通則等の改正，特任教授の継続任用，平成 27 年度後期履修登録に係る
特別措置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 10）
徳永研究科長から，2 月 10 日に第 10 回教授会を開催し，平成 28 年度非常勤
教員任用計画，平成 28 年度学位論文審査スケジュール，平成 27 年度学生表彰
推薦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 11）
齋藤学部長から，2 月 10 日に第 14 回教授会を開催し，平成 28 年度特任教員，
平成 27 年度学生表彰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 12）
齋藤研究科長から，2 月 10 日に第 12 回研究科教授会を開催し，学位（博士）
授与の手続きに関する申合せ（案）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評価委員会（報告資料 13）
河端副理事長から，2 月 17 日に第 7 回委員会を開催し，平成 27 年度計画の評
価，平成 28 年度計画等について審議したことの報告があった。
②学務入試委員会（報告資料 14）
長屋副学長から，2 月 3 日に第 10 回委員会を開催し，宮城大学学則の改正，
平成 28 年度入試広報，平成 28 年度オープンキャンパスについて審議したこと
などの報告があった。
③学生生活委員会（報告資料 15）
真覚学生部長から，2 月 17 日に第 6 回委員会を開催し，平成 27 年度学生表
彰，宮城大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領(案)，

平成 28 年度入学式，学生生活オリエンテーション等について審議したことなど
の報告があった。
④研究委員会（報告資料 16）
岩堀理事から，1 月 27 日に第 10 回委員会を開催し，受託研究の受入，奨学寄
附金の受入，研究委員会所管事項に係る平成 28 年度計画の策定及び平成 27 年
度計画の進捗状況等について審議したことなどの報告があった。
⑤広報委員会（報告資料 17）
河端副理事長から，2 月 15 日に第 9 回委員会を開催し，大学案内パンフレッ
ト 2017，仙台放送ニュースアプリにおける「研究紹介」の発信等について審議
したことなどの報告があった。
⑥共通教育運営委員会（報告資料 18）
高山理事から，2 月 10 日に第 10 回委員会を開催し，大学改革に係る学則等の
改正，平成 28 年度プレースメントテスト実施概要（案）
，平成 28 年度共通教育
科目担当教員及び時間割（案）等について審議したことなどの報告があった。
⑦総合情報センター運営委員会（報告資料 19）
茅原センター長から，2 月 17 日に第 10 回委員会を開催し，シリーズイベント
「六限の図書館」の平成２８年度実施スケジュール及び Vol.7 の実施について
審議したことなどの報告があった。
⑧国際交流・留学生センター運営委員会（報告資料 20）
フェラン センター長から，1 月 21 日に第 9 回委員会を開催し，平成 28 年度
予算，グローバル・インターンシップについて審議したことなどの報告があっ
た。
⑨地域連携センター運営委員会（報告資料 21）
竹内理事から，2 月 12 日に第 11 回委員会を開催し，シンポジウム・公開講座
の開催，宮城大学サテライトキャンパスの今後，学都仙台コンソーシアムサテラ
イトキャンパス公開講座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１２回宮城大学教育研究審議会議事録である。

平成２８年３月１６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

風 見 正 三 印

