平成２７年度第１３回宮城大学教育研究審議会 議事録（平成２８年３月定例）
開催日時

平成２８年３月１６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・教育推進機構準備担当，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，籏野教務 GL，佐藤(憲)学生支援 GL，佐藤
(尚)教務・学生支援 GL，吉川大学改革室 GL，矢部主査，岸根主事

議事等の
概

１

要

議事録について
（１）前回(H28.2.17)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 13 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，井上(達)食産業学部副学部長を指名
した。

２

審議事項
（１）平成２８年度以降の教学組織再編に係る諸規程の改廃について（議案 1）
河端副理事長から，大学改革における教学組織改編に伴う「公立大学法人宮城大
学基本規則」の一部改正案ほか同基本規則に関連する各種運営規定等の改廃案，お
よび平成 28 年度以降の規程改廃に係る対応案が示され，異議なく承認された。
（２）教育推進機構運営規程（案）等の制定について（議案 2）
教育推進機構準備担当徳永教授から，宮城大学教育推進機構運営規程（案）が示
され，異議なく承認された。
（３）事業構想学部及び食産業学部履修規程の一部改正について（議案 3）
徳永学部長及び齋藤学部長から，コミュニティ・プランナープログラム修了者に
対する称号付与等に関わる各学部履修規程の一部改正案が示され，異議なく承認
された。

（４）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の制定について
（議案 4）
河端副理事長から，公立大学法人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）が示され，異議なく承認された。
（５）平成２８年度客員教員について（議案 5）
徳永学部長，齋藤学部長及び竹内理事から，平成 28 年度客員教員の推薦があり，
異議なく承認された。
（６）平成２８年度年度計画について（議案 6）
河端副理事長から，本学の平成２８年度年度計画（案）が示され，異議なく承認
された。
（７）平成２８年度当初予算について（議案 7）
西城理事から，平成２８年度当初予算編成の基本方針が示され，異議なく承認さ
れた。
（８）学生の学則違反に対する処分について（議案 8）
吉田学部長から，学生の学則違反に対する処分案が示され，異議なく承認され
た。
３

報告事項
（１）各種報告
①教育推進機構及び 3 センター準備室の業務進捗状況について（報告資料 1）
教育推進機構準備担当徳永教授から，教育推進機構内 3 センターの所掌業務
の調整及び運営規定案作成についての検討結果等について報告があった。
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）
熊谷参事兼学務課長から，平成 28 年度入学者選抜試験の実施状況として，一
般選抜（前期）入試合格者の内訳，一般選抜（前期）入試受験者数についての報
告があった。
③平成 28 年度入学式について（報告資料 3）
真覚学生部長から，平成 28 年度入学式のスケジュール，実施内容等について
報告があった。
④平成 28 年度新入生交流会について（報告資料 4）
真覚学生部長から，平成 28 年度新入生交流会のスケジュール，実施内容等に
ついて報告があった。
⑤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 5）
田邉キャリア開発センター長から，卒業，修了予定者の就職内定状況，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。
⑥キャリア開発センター東京事務所の閉所について（報告資料）
田邉キャリア開発センター長から，キャリア開発センター東京事務所を平成
28 年 3 月 31 日で閉鎖することについて報告があった。

⑦保健室・学生相談室の利用状況について（報告資料 7）
小野(幸)健康支援センター長から，2 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。
⑧平成 28 年度教員研究費について（報告資料 8）
岩堀理事から，平成 28 年度教員研究費（一般研究費・指定研究費）の配分方
針案について報告があった。特に，平成 28 年度は学長裁量経費による特別推進
研究が新設される。
（２）教授会審議状況報告
①看護学部（報告資料 9-1, 2）
吉田学部長から，2 月 26 日に第 13 回教授会（臨時）を開催し，後期成績判定
(4 年生)及び卒業判定，看護専門科目担当教員の届出等について審議したこと等
が報告された。併せて，3 月 15 日に第 14 回教授会（定例）を開催し，後期成績
判定及び進級判定，教務に関わる学生の不適切な行動への対応等について審議
したこと等が報告された。
②看護学研究科（報告資料 10-1, 2）
吉田研究科長から，2 月 26 日に第 12 回教授会（臨時）を開催し，博士前期課
程修了予定者の取り扱いについて審議したこと等が報告された。併せて，3 月 15
日に第 13 回教授会（定例）を開催し，学生の身分，休学に伴う長期履修期間の
延長申請等について審議したこと等が報告された。
③事業構想学部（報告資料 11-1, 2）
徳永学部長から，3 月 2 日に第 12 回教授会（臨時）を開催し，平成 27 年度卒
業判定，事業構想学部履修規程の一部改正等について審議したこと等が報告さ
れた。併せて，3 月 9 日に第 13 回教授会（定例）を開催し，平成 27 年度進級判
定及び後期成績確認，平成 27 年度後期科目等履修生・単位互換学生の成績等に
ついて審議したこと等が報告された。
④事業構想学研究科（報告資料 12-1, 2）
徳永研究科長から，3 月 2 日に第 11 回教授会（臨時）を開催し，平成 27 年度
学位（博士）論文審査結果及び最終試験結果，平成 27 年度学位（修士）論文審
査結果及び最終試験結果等について審議したこと等が報告された。併せて，3 月
9 日に第 12 回教授会（定例）を開催し，平成 28 年度非常勤教員任用計画，平成
27 年度後期成績判定等について審議したこと等が報告された。
⑤食産業学部（報告資料 13-1, 2）
齋藤学部長から，2 月 26 日に第 15 回教授会（臨時）を開催し，他学部・他学
科修得単位の卒業要件単位算入の認定，平成 27 年卒業判定等について審議した
こと等が報告された。併せて，3 月 9 日に第 16 回教授会（定例）を開催し，平
成 27 年後期成績，平成 28 年度卒業研究履修・進級判定等について審議したこ
と等が報告された。
⑥食産業学研究科（報告資料 14-1, 2）
齋藤研究科長から，2 月 26 日に第 13 回教授会（臨時）を開催し，平成 27 年
度学位（修士）論文審査結果及び最終試験結果，平成 27 年度博士前期課程修了
判定等について審議したこと等が報告された。併せて，3 月 9 日に第 14 回教授

会（定例）を開催し，平成 27 年度学位（博士）論文審査結果及び最終試験結果
等について審議したこと等が報告された。
（３）学内委員会等報告
①評価委員会（報告資料 15）
河端副理事長から，3 月 16 日に第 8 回委員会を開催し，平成 28 年度公立大学
法人宮城大学年度計画，平成 28 年度教員研究費における教員評価の活用につい
て審議したことが報告された。
②学務入試委員会（報告資料 16）
長屋副学長から，3 月 2 日に第 11 回委員会を開催し，宮城大学事業構想学部
履修規程及び食産業学部履修規程の一部改正について審議したこと等が報告さ
れた。
③学生生活委員会（報告資料 17）
真覚学生部長から，3 月 16 日に第 7 回委員会を開催し，平成 27 年度卒業式・
学生表彰，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報告・
確認を行ったことが報告された。
④研究委員会（報告資料 18）
岩堀理事から，2 月 24 日に第 11 回委員会を開催し，国際学会等発表旅費の審
査，共同研究の受入，平成 28 年度教員研究費等について審議したこと等が報告
された。
⑤広報委員会（報告資料 19）
河端副理事長から，3 月 15 日に第 10 回委員会を開催し，平成 28 年度広報計
画（案）について審議したこと等が報告された。
⑥共通教育運営委員会（報告資料 20）
高山理事から，3 月 9 日に第 11 回委員会を開催し，平成 28 年度新規非常勤講
師任用，平成 28 年度プレースメントテスト実施概要（案）等について審議した
こと等が報告された。
⑦総合情報センター運営委員会（報告資料 21）
茅原センター長から，3 月 16 日に第 11 回委員会を開催し，総合情報センター
所管の規程等の改訂，情報ネットワークシステム利用者向け操作マニュアルに
ついて審議したこと等が報告された。
⑧国際交流・留学生センター運営委員会（報告資料 22）
フェラン・センター長から，2 月 17 日に第 10 回委員会を開催し，平成 27 年
度予算執行，UAFS（アーカンソー州立大学フォートスミス校）訪問について審議
したこと等が報告された。

⑨地域連携センター運営委員会（報告資料 23）
竹内理事から，3 月 4 日に第 12 回委員会を開催し，客員教授の推薦，平成 28
年度まちづくりアイデアコンテストについて審議したこと等が報告された。
この議事録は，平成２７年度第１３宮城大学教育研究審議会議事録である。

平成２８年４月２０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

井 上 達 志 印

