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事業構想学研究科教授会議事録
（３月 9 日定例）
開催場所

出席者

欠席者

本部棟３階 大会議室

開催日時

平成 23 年 3 月 9 日（水）16：20～17：55

３１名／定数３３
（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，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，佐久間，高橋，竹内，中田
事務部：小山，諸星，佐藤，関野
（教 授）櫻木
（准教授・講師）
（平岡）
（職階５０音順・敬称略）

議

事

内

容

１ 開会
２ 議事
【審議事項】
１）3
１）3 月 2 日研究科臨時教授会議事録の確認について
平成 23 年 3 月 2 日（水）に開催された研究科臨時教授会の議事録について，資料のとおり承
認された。また，当該議事録の署名人が，金子研究科長及び坂本教授であることが確認された。
２）副研究科長の選出について
研究科長から小澤教授が副研究科長に指名され，挙手による採決を行った結果，全会一致
で平成 23 年 4 月 1 日から小澤教授を副研究科長とすることが承認された。
３）研究科運営委員の選出について
３）研究科運営委員の選出について
研究科長から研究科運営会議委員として坂本教授及び井上誠教授が推薦され，徳永教授及び蒔
苗教授を立会人として，投票による採決を行った結果，総投総数 30 票中，賛成 28 票，反対 2 票
で過半数の賛成を得たことにより，平成 23 年 4 月 1 日から坂本教授及び井上誠教授を研究科運
営会議委員とすることが承認された。
４）平成 23 年度研究科並びに全学委員会案について
研究科委員会及び全学委員会の構成案が研究科長より提示された。法人役員の改選等のため全
学委員の構成が一部未確定であることから，今回は案として承認し，新年度に再度審議すること
とされた。
５）教務委員会からの審議事項
５）教務委員会からの審議事項
①平成 22 年度後期成績判定について
博士前期課程及び博士後期課程在学生の平成 22 年度後期成績について，資料のとおり承
認された。
②平成 23 年度領域毎の特別講義及び非常勤講師任用について
平成 23 年度に学外施設で開講するの「ビジネスマネジメント特別講義」及び「ビジネスプラ
ンニング特別講義」の実施予定について確認された。また，
「空間デザイン特別講義」に係る非
常勤講師の任用について，次のとおり承認された。
「空間デザイン特別講義」非常勤講師
田村 正（宮城大学名誉教授） 継続任用
千葉政継（宮城大学名誉教授） 継続任用
なお，未定となっている「空間デザイン特別講義」の講義日程，「情報デザイン特別講義」
の講義日程及び非常勤講師については，後期開講であることから，引き続き調整することとさ
れた。
③平成 23 年度時間割について
平成 23 年度時間割について，資料のとおり承認された。なお，今後，変更があった場合の
対応は研究科教務委員会に一任することとされた。
④平成 23 年度入学生の指導教員について
平成 23 年度博士前期課程及び博士後期課程入学予定者の指導教員について，資料のとおり
承認された。
⑤学則及び研究科履修規程の改正について
博士前期課程のカリキュラム変更のため，授業科目の新設・配置変更，領域名の変更，分野
の廃止等を行う「宮城大学学則」別表第二，「事業構想学研究科履修規程」別表の改正につい
て，資料のとおり承認された。
⑥博士後期課程単位取得退学者への対応方針について
⑥博士後期課程単位取得退学者への対応方針について
博士後期課程の修了に必要な単位を取得したが，学位論文を提出せず，最終試験に合格しな
いまま退学する学生について，一定の期間，博士後期課程在籍者と同様の手続により学位論文
の申請等ができるよう，今後，内規を定めることとされた。併せて，審査手数料の取扱い，休
学者に係る審査手続，論文博士に係る手続等についても検討することとされた。
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６）学生委員会からの審議事項
・学生の身分について
授業料が未納となっている次の学生 2 名について，3 月 25 日までに納入が確認されない場
合は，除籍とすることが承認された。
博士前期課程 1 年 学籍番号 ○○○○
博士後期課程 2 年 学籍番号 ○○○○
７）その他
なし
【報告事項】
１）平成
１）平成 22 年度・年度計画業務実績報告について
学部教授会で併せて報告され，研究科教授会での報告は割愛とされた。
２）平成 23 年度研究科予算について
平成 23 年度研究科予算について，要求どおり 3,968 千円の内示があったことが研究科長から
報告された。
３）平成 23 年度研究科教授会日程について
学部教授会で併せて報告され，研究科教授会での報告は割愛とされた。なお，4・5 月の教務関
係日スケジュールについて，資料に基づき確認を行った。
４）教
４）教育研究審議会報告
学部教授会で併せて報告され，研究科教授会での報告は割愛とされた。
５）運営会議報告
平成 22 年度研究科運営会議について平成 23 年 2 月 16 日第 15 回運営会議から平成 23 年 3 月
1 日第 17 回運営会議までの審議・報告事項について，資料のとおり報告された。
６）各委員会報告
入試委員会
①平成 24 年度事業構想学研究科(
年度事業構想学研究科(博士前期課程)
博士前期課程)特別選抜<
特別選抜<推薦入学>
推薦入学>学生募集要項について
平成 24 年度研究科推薦入学の募集要項について，入試委員長から報告があった。特に，
出願期間等，昨年度からの変更点が説明された。
教務委員会
教務委員会
①平成 23 年度科目等履修生について
平成 23 年度前期科目等履修生に 2 名・4 科目の出願があり合格とされたこと，このうち
1 科目について時間割の変更に伴い辞退があったことが報告された。
○○○○ 「情報ネットワーク」
，
「地域交流ビジネス」
○○○○ 「マネジメント」
，
「ファイナンス」
（辞退）
②平成 23 年度前期研究生について
平成 23 年度前期の研究生に 1 名の出願があり，合格とされたことが報告された。
○○○○ 指導教員 風見教授
③平成 22 年度後期授業評価アンケートについて
学部教授会で併せて報告され，研究科教授会での報告は割愛とされた。
④博士論文審査結果要旨及び論文要旨公表用様式について
学位規程により，学位授与後 1 月に以内に公表することとなっている博士論文審査結果
要旨及び論文様式について，ホームページで公表することとしており，その様式を資料の
とおり定めたことが報告された。
学生委員会
学生委員会
①平成 22 年度学生表彰の結果について
学部教授会で併せて報告され，研究科教授会での報告は割愛とされた。
②平成 23 年度オリエンテーションについて
学部教授会で併せて報告され，研究科教授会での報告は割愛とされた。
③平成 22 年度進路内定状況について
平成 22 年度修了者に係る内定状況が資料により報告された。また，未内定者のうち，
１名は就職が内定したこと，1 名は資格試験等受験のため就職を希望しないことが各指導
教員から報告された。
④平成 22 年度奨学金返還免除候補者について
平成 22 年度奨学金免除候補者の選考について，候補者の評価基準，関係教員による選
考委員会の経過等について報告された。
７）その他
・博士論文中間発表について
平成 22 年博士論文中間発表（D2）が次のとおり実施されることについて，研究科長から連
絡があった。
博士論文中間発表
開催日時 平成 23 年 3 月 17 日（木）9:00～
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開催場所 本部棟 411 会議室
発表者
○○○○（三橋研究室） 以上 1 名

次回日程について，定例教授会を 4 月 13 日(木)学部教授会に引き続き，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

金

子

氏名

小

澤

孝

宮城大学（Miyagi
University））
宮城大学（
Miyagi University
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