参考資料

公立大学法人宮城大学業務実績報告書（平成２９年度）に係る主な委員意見
第１－１

教育研究の質の向上（教育に関する目標）に関する事項

重点目標
県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図る
ことにより，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。
平成 29 年度の主な実績
(1) 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標
イ 学士課程（No.1～6）
・学群における平成 30 年度入学者選抜試験（編入学
を含む。
）では，結果として合計 1,926 人の出願があ
り，昨年度からは 192 人の増となった。

主な委員の意見
評価項目１
・外国人留学生入学者の一時的減少はそれほど大き
な問題ではない。さまざまな努力により，学部の入
学者が 10％以上増えたことは高く評価すべきであ
る。
（齋藤委員）
・昨年度入試科目の変更等により減少した志願者を，
丁寧な入試広報により増加させたことを評価する。
留学生数については目標・計画の見直しが必要かも
しれない。
（橋本委員）
・受験者を増やす努力はされており，2 倍を切らな
い倍率が全体で保たれているため，学生の質の確保
も十分と考える。
（吉沢委員）

平成 30 年度の計画（関連項目）

・効率的かつ効果的な広報活動に向け，高校訪問，
オープンキャンパス，高校教員向けサテライト説明
会を継続して実施する。

・外国人留学生を増やすため日本語学校等への広報活
動を実施するなどの施策を実施したが，今年度の出願
者数は全学で 36 人と，昨年度から微増，うち入学者
は 6 人であり（昨年度は 8 人），中期計画に示してい
る目標値に対して不十分な値となっている。

・留学生の確保に対する対策は，課題も多いようだ
がが，海外向けの情報発信の強化を含め対策が待た
れると感じる。
（伊勢委員）
・留学生の充足不足があるが，努力の跡は見える。
（中島委員）
・外国人の出願者数が増えたのは評価できるが，入
学者が６人では目標値含め選抜方法も検討すべきで
ある。（伊藤委員）

・大学ウェブサイトの全面リニューアルを行い，海
外向けに発信する情報を整理の上，必要な情報を英
語で掲載するとともに，中国，ベトナム出身者から
の出願者が多いことから，これらの国の出身者に対
しより本学における学びの特徴を発信するため，中
国語版のウェブサイトの充実及びベトナム語版のウ
ェブサイトの立ち上げを検討し，海外向けの情報発
信力の強化を図る。

ロ 大学院課程（No.7～11）
・事業構想学研究科と食産業学研究科では研究内容の
PR 不足や新卒採用マーケット売り手市場による学

評価項目２
・入学者確保が課題とのこと。情報発信のみならず
長期的な対策が必要と感じる。
（伊勢委員）

・平成 32 年度入学者選抜試験に向け，研究科入試に
おける課題を整理する。特に，事業構想学研究科及
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部卒業生の推薦入試の出願数が低調であったことか
ら，結果として両研究科では入学定員を大きく下回
った。
【平成 30 年度入学者選抜結果（研究科）
】
〇看護学研究科
博士前期課程(定員 10) 入学者数 8 超過率 0.80
博士後期課程(定員 3) 入学者数 4 超過率 1.33
〇事業構想学研究科
博士前期課程(定員 20) 入学者数 9 超過率 0.45
博士後期課程(定員 3) 入学者数 1 超過率 0.33
〇食産業学研究科
博士前期課程(定員 13) 入学者数 7 超過率 0.54
博士後期課程(定員 3) 入学者数 0 超過率 0.00
(2) 教育の内容等に関する目標
イ 学士課程（No.12～24）
・アクティブラーニングを取り入れた授業を展開する
ために，平成 29 年度から開講した新カリキュラムで
は，フレッシュマンコアを中心とした授業科目に少人
数制クラスを導入し，1 年生全員にアクティブラーニ
ングを取り入れた授業を行った。

・英語の読解，ライティング，文法，会話，ディスカ
ッション力の向上を図るために，フレッシュマンコア
の 1 年次配当科目として，英語 4 科目を開講した。
また，授業評価等をもとにした改善計画の作成により
検証と改善を行い，平成 30 年度開講 2 科目（2 年次
配当科目）の授業計画を作成した。

・入学者数が定員に対して，大きく下回っている要
因を明確にすべきである。
（伊藤委員）
・大学院進学率が低いのは地方の大学全般に見られ
る現象である。保護者への説明が効果的かもしれな
い。
（中島委員）
・大学院定員未充足は宮城大学に限った問題ではな
く，抜本策の難しさを感じる。
（橋本委員）
・事業構想および食産業のそれぞれの研究科の充足
率が低いようだ。出口が見える示し方が必要と考え
る。
（吉沢委員）

評価項目３
・共通教育（基盤教育）が組織的に行われ始めたこ
とは高く評価できる。あわせてラーニングコモンズ
の整備をさらに進めることを期待する。（齋藤委員）
・少人数クラスと独自教材による「スタートアップ
セミナー」「アカデミックセミナー」を新規開講し，
「地域フィールドワーク」では地域の課題に目を向
ける貴重な学びの機会を提供したこと，また「宮城
大学の知の体系」では 4 年間の学びを明示したこと
等を評価する。また，これらの科目についての担当
教員等による教授法の共有をはじめ，他の科目も含
めたシラバスの精査，成績評価等において点検・検
証と改善が組織的に行われていることを高く評価す
る。
（橋本委員）
・特に共通科目は素晴らしい。3 群を超えた共通の
学びが今後さらに必要と思う。その意味で評価でき
る取り組みと思う。（吉沢委員）
・グローバル社会に向けてのコミュニケーション能
力の向上をより一層望む。
（伊藤委員）
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び食産業学研究科では，出願者数自体が入学定員に
満たない状況であることから，定員充足に向けた取
組について検討する。

・平成 29 年度の新カリキュラムから開始した導入教
育について，その効果を検証するとともに，必要に
応じて到達目標，授業計画，クラスサイズなどの見
直しを行う。
・導入教育の学びを生成し，主体的な学びを深める
ために，大和キャンパス等再編整備基本計画に基づ
くスチューデントコモンズ，グローバルコモンズ，
ディスカバリーコモンズ及びデータ＆メディアコ
モンズで展開されるリメディアル教育を含めたプ
ログラム・コンテンツの拡充に努める。

・平成 29 年度の新カリキュラムから開始した英語科
目については，新大学入試実施における英語科目の
検討と合わせて，英語 4 技能を含めた教育方法とそ
の評価方法の見直し行うために，高大接続アドバイ
ザーを配置する。
・学生の英語 4 技能の能力向上を図るために，新設
するグローバルコモンズにスピーキングブース，リ

スニングブース等を設置する。
・学生が日本及び世界の国々の歴史や文化を深く理
解するために，スチューデントコモンズ，グローバ
ルコモンズを活用した，正課外での学修機会を提供
する。
ロ 大学院課程（No.25～34）
〔看護学研究科〕
・博士前期課程では，人材養成目的に応じた履修モデ
ルを提示し，学生が自主的に学びを積み上げる支援を
行った。
〔事業構想学研究科〕
・カリキュラム・ディプロマポリシーとの整合や地域
社会のニーズを考慮して，平成 30 年度からのカリキ
ュラム改訂を行った。
〔食産業学研究科〕
・次期改定に向けて演習科目の導入案を作成した。

評価項目４
・公立大学法人としての博士前期課程の特色をもっ
と出したほうが良いと考える。博士後期においても
同様で，博士後期学生の成果，学生の筆頭論文数あ
るいは特別研究員数などを出してみてはどうか。
（吉沢委員）

(3) 教育の実施体制等に関する目標
ロ 教育及び教員の質の向上（No.39～42）
評価項目６
・Web 上での授業評価方式の改善を目的として，新 ・授業評価の回答率が大幅に伸びた事は評価に値す
たな授業評価及び学修状況チェックシステムを導入 る。しかし，半数余りの非回答者の意向がどんなも
に着手するとともに授業評価回答率向上のためのプ のか気になる所。
（伊藤委員）
ロセスについて検討を進めた。また，教員・学生への ・授業評価への回答率は 60％以上となることが望ま
授業評価実施についての周知を徹底し，回答率の向上 れる。（齋藤委員）
を図った。
（平成 28 年度回答率 27.3%→平成 29 年度
回答率 46.3%）。
・平成 29 年度から組織的かつ体系的な教育改善，大
学運営改善を図る FD・SD を実施するために，マク
ロ（大学運営レベル）
，ミドル（学群等部局レベル）
，
ミクロ（科目群等科目レベル）の 3 つのレベルにより
階層化を行った。また，マクロレベルは，平成 29 年
度からの法施行により実施が義務化された，大学運営

・FD・SD をマクロ，ミドル，ミクロの 3 階層に分
け，組織的かつ体系的な教育改善・大学運営改善を
図ったこと，また教職員合同の全学 SD 研修に 9 割
を超える参加があったことを評価する。（橋本委員）
・教育に関する FD が，それぞれレベルに応じて実
施されている。
（吉沢委員）
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・学士課程の平成 29 年度改訂カリキュラム履修者が
進学する平成 33 年度に向け，研究科のディプロマポ
リシーにおいて修得すべき学修成果をより具体的に
する。
・学士課程の平成 29 年度改訂カリキュラム履修者が
進学する平成 33 年度に向け，学士課程改革や地域社
会のニーズに対応した高度専門職業人養成及び研究
者養成のためのカリキュラムポリシーについて検討
する。
・研究計画発表会，中間発表会の機会を活用し，複
数指導体制の下で問題設定能力，調査分析能力及び
問題解決能力の向上に向けた研究指導を行うととも
に，学会発表等を促し，自立的研究能力を高める。
・専門分野において新規性のある知見を体系化する
能力を養えるよう，講義科目及び演習科目の内容に
ついて充実化を図る。

・Web 上での授業評価方式の改善を目的とした新た
な授業評価及び学修状況チェックシステムの稼働
準備を継続し，情報システム高度化推進基本計画に
基づき，平成 30 年度後期から試験運用を開始する。
また，授業評価回答率を改善させるためのプロセ
ス，授業評価に関する学生ヒアリングの検討を進
め，システム導入に合わせてその実施を行う。
・平成 29 年度に引続き，マクロ（大学運営レベル），
ミドル（学群等部局レベル），ミクロ（科目群等科
目レベル）の３つのレベルでのＦＤ・ＳＤ実施を定
着させ，教職員の戦略的な外部ＦＤ・ＳＤ派遣を含
めた年間計画を策定し実施する。

に係る全学 SD として位置づけ，「宮城大学の質の可
視化」と題し，内部質保証システムの確立に向け，8
月 10 日に全教職員を対象として実施した。
（教職員
204 人中 190 人参加，参加率は，93.1％）
ハ 教育環境の整備（No.43～45）
・学生満足度調査等や学生生活実態調査の分析に基づ
いて，学生が授業以外でも学内を活用して，自発的に
自己学修に取り組めるよう，全学を挙げて，大和キャ
ンパスの新たな再編整備基本計画案や「スチューデン
トコモンズ」「グローバルコモンズ」「ディスカバリー
コモンズ」
「データ＆メディアコモンズ」の各基本計画
案を策定した。特に，「スチューデントコモンズ」「グ
ローバルコモンズ」は，平成 30 年 4 月からの稼働に
向けて，整備を進めた。これらの計画は大和キャンパ
スが先行した取り組みとなるが，太白キャンパスにつ
いても引き続き学修環境の整備の検討を進めていく
こととした。

評価項目７
・学生のニーズの把握に努め，各コモンズの整備等
により，学修環境整備が進んだことを評価する。
（橋
本委員）

(4) 学生への支援に関する目標
イ 学修支援（No.46～49）
評価項目８
・学修成果の点検・自己評価の仕組みとして今年度よ ・
「学修ポートフォリオ」をどう活用するかについて
り導入された学務管理システムの「学修ポートフォリ のさらなる検討が望まれる。（齋藤委員）
オ」は，学生の主体的な活用までは至っていないが，
1 年生の学類配属プロセスにおける学生本人への
GPA 通知や学群 GPA 分布の公開などを通して，学生
が相対的に成績を確認できる仕組みを実施した。
・平成 29 年度の休学者（休学率）は 3 学群・学部で ・関連する各センターの教職員やクラス担任等の連
35 人（2.1％），留学・海外インターンシップ等を除 携システムを構築し，休学率・退学率が抑えられた
くと 27 人（1.6％），退学者（退学率）は 313 人（0.8％） ことを評価する。
（橋本委員）
である。スチューデントサービスセンター，健康支援
センター，各学群のワーキング・グループの連携によ
り，休学率，退学率ともに目標値を達成することがで
きた。
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・学生が授業以外でも学内を活用して，自発的に自
己学修に取り組める教育環境の整備に向けて，「ス
チューデントコモンズ」「グローバルコモンズ」を
稼働し，各センターが連携して学生の利用状況を把
握し，活用促進の取組を検討していく。また，大和
キャンパス等再編整備基本計画や「ディスカバリー
コモンズ」「データ＆メディアコモンズ」の各基本
計画案に沿って，着実に教育環境の整備を進めてい
く。

・カリキュラムセンターとも連携しながら，現行の
学務管理システムの「学修ポートフォリオ」を活用
し，学生の主体的な学修成果の点検・自己評価の仕
組みを機能させ，学生の学修状況の把握・学生支援
の充実を図っていく。
・初めての学類配属や新旧カリキュラムの進行を見
据え，スチューデントサービスセンターと健康支援
室（保健室，学生相談室）・学生支援担当職員，キ
ャリア開発室と教務担当職員の情報共有・連携をよ
り強化し，不登校・学修意欲の低下に悩む学生の早
期発見と支援に努める。授業を担当する教員を交え
て対策を考える場を持てるよう，組織の風通しの良
さを維持しつつ，ケースバイケースでタスク・フォ
ース態勢を整え，学生指導・学生支援に当たる。
★休学率（年人数／収容定員）2％以下
★退学率（年人数／収容定員）1％以下

ロ 生活支援（No.50～52）
・学生健康支援基本計画及び健康支援室運営方針を
策定し，スチューデントサービスセンター，健康支
援センター，各学群のワーキング・グループが密接
に連携して，学生一人ひとりの実情に応じた学生支
援を行う体制を整備した。

評価項目９
・各センター等の密接な連携により，学生一人ひと
りの実情に応じた学生支援を行う体制が整備された
ことを評価する。
（橋本委員）

・両キャンパスにおいて，１年生全員に対する禁煙 ・１年生に対しての禁煙セミナーやキャンパス全面
教育として学校医，または外部講師による「禁煙セ 禁煙の計画は推進すべきである。（伊藤委員）
ミナー」を実施した。新入生が成年に達した後も
喫煙習慣を持たないよう，新たな啓発活動の第一歩と
した。
・喫煙を把握している学生に対して，個々に呼び出し
て保健室での禁煙指導を行った。
・キャンパス内全面禁煙の目標時期の見直しを行い，
平成 31 年度中（平成 32 年 3 月末）にキャンパス内
全面禁煙とし，それに対応した（さらなる前倒し
も視野に入れた）計画を策定した。平成 30 年度新入
生オリエンテーションでの「禁煙セミナー」
（法学的
な視点を追加）
，喫煙ハウス設置・運営方法の具体化
等，禁煙教育・卒煙指導の充実とキャンパス内全面禁
煙を着実に実施するための準備を進展させた。
ハ 就職支援（No.53～57）
・進路指導員や指導教員による学生ごとの丁寧な就職
支援に加え，新たな就職先候補となる企業の開拓や
『卒業生の就労状況調査』の学内フィードバック，例
年より早い未内定学生との相談・指導などの施策を通
じて，開学以来初めて，全学部において就職率 100％
を達成した。
★看護師国家試験新卒合格率 98.9％
★保健師国家試験新卒合格率 92.9％
★就職率(文部科学省基準，各 4 月 1 日)
・看護学部
100.0％（H30.4.1 現在）
・事業構想学部 100.0％（H30.4.1 現在）
・食産業学部
100.0％（H30.4.1 現在）

評価項目１０
・手厚い支援を継続していることは評価できると感
じる。（伊勢委員）
・きめ細かい対応により就職率 100％が達成された
ことは高く評価される。
（齋藤委員）
・丁寧な就職支援により従来から高い就職率を誇っ
ていたが，開学以来となる就職率 100％を達成した
ことを評価する。
（橋本委員）
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・「学生健康支援基本方針及び健康支援室運営方針」
に基づき，学生支援に関わる情報を収集し，その電
子化に努め，支援の必要な学生の状況を，予兆アラ
ートとして関係部局で共有できるようにする。
・各階層の教職員と健康支援室とが協働して，支援
を要する学生の早期発見やフォローに取り組めるよ
う，情報共有や健康支援に関する勉強会などを進め
ていく。
・現行の喫煙場所を廃止し，喫煙ハウスを設置して
受動喫煙を防止する。成年の喫煙学生に禁煙教育を
実施し，卒煙を促す。未成年の学生には新たに喫煙
者とならないよう指導を徹底する。
・全面禁煙後に近隣への影響を及ぼさないための対
策を検討する。

【数値目標】
★看護師国家試験新卒合格率 100%
★保健師国家試験新卒合格率 100%
★就職率（文部科学省基準，各 4 月 1 日）
・看護学部 100%
・事業構想学部 100%
・食産業学部 100%

ニ 社会人・留学生への支援（No.58～59）
〔看護学研究科〕
・社会人学生と調整を図り，夜間開講(博士前期課程
では 4 科目，博士後期課程では 5 科目） ，土曜日開
講(博士前期課程で 6 科目）を実施した。また，非
常勤講師の所属する他大学研究科での合同授業(がん
看護学特論）の受講，サテライトキャンパスを活用し
た授業(博士前期課程で 3 科目，博士後期課程で 3 科
目）を実施した。
〔食産業学研究科〕
・社会人学生の利便性を考慮し，仙台駅近く，例えば
サテライトキャンパス等での開講を検討する必要が
ある。

評価項目１１
・サテライトを駅前に設置する必要性は充分ある。
（伊藤委員）
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・引き続き，社会人学生と調整を図りながら，夜間
開講，土・日曜日開講を実施する。また，社会人学
生に対してサテライトキャンパスを活用した授業・
研究指導などを実施する。

第１－２

教育研究の質の向上（研究に関する目標）に関する事項

重点目標
地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し，被災地を含めた地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行い，その成果を教
育に反映させるとともに地域社会に還元する。
平成 29 年度の主な実績
(1) 研究水準及び研究成果に関する目標
イ 研究の方向性（No.60～63）
★指定研究費 39 件（24,636 千円）
（応募数 49 件）
★震災復興特別研究 9 件（5,796 千円）
（応募数 10
件）
・IPPO IPPO NIPPON の寄附金を活用して，被災
地の産業振興に資する研究 1 件に研究費 1,000 千円
を配分した。
★特別推進研究 7 件（19,790 千円）
（応募数 10 件）
★共同研究・受託研究・奨学寄附金数 41 件

主な委員の意見
評価項目１２
・地域課題やニーズに対応する研究応募が大幅に伸
びた事を評価する。一方で企業，自治体との連携目
標値に達しなかったのは残念。高度な実学によるさ
らなる地域貢献を願う。
（伊藤委員）
・学内限定の研究費の設定は，競争的資金獲得研究
としては限度がある。採択率も高いので，質の高い
成果につながらないのではないか。
（吉沢委員）

ロ 研究水準の向上（No.64～65）
★国際ジャーナル論文掲載数
(看)7
(事)5
(食)21
★論文誌（全国）論文掲載数
(看)15 (事)18
(食)30 （基）2
★学術専門図書刊行数
(看)12
(事)9
(食) 20 （基）2
★受賞作品数 (事)6
(食)5
★取得特許数 (事)0
(食)0

評価項目１３
・論文設定数が低いのではないか。特に看護は教員
数からみて設定，到達が 0.2-0.3 本/人は少ないと思
われる。
（吉沢委員）

ハ 研究成果の地域への還元（No.66～68）
・教員と自治体・企業・団体等とのコーディネート
やマッチングにより，大和町の新たな PR 施設の提
案や，大崎市民ギャラリーでの「ひととき展」の開
催，七ヶ宿町のブランド化支援，自動車製造販売会

評価項目１４
・地域連携センターでのコーディネーターの設置で
より一層の地域貢献につなげてほしい。
（伊藤委員）
・地元との絆を有効に利用している。
（中島委員）
・公開講座を積極的に実施し，大学の知見を地域に
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平成 30 年度の計画（関連項目）

★指定研究費 40 件（24,000 千円）
★震災復興特別研究 10 件（5,000 千円）
★特別推進研究 3 件（20,000 千円）
★共同研究・奨学寄附金・受託研究数 65 件

・本学の研究活動に対する評価を高められるよう，
以下を目標として，研究委員会を通じて国際ジャー
ナルや論文誌等への論文掲載数増加を推奨するほ
か，宮城大学学術機関リポジトリを活用した学術論
文のオープン化を進め，研究成果の学内共有，学外
公表を促進する。
★国際ジャーナル論文掲載数(看)5 (事)5 (食)25
★論文誌（全国）論文掲載数(看)15 (事)15 (食)35
★学術専門図書刊行数(看)5 (事)5
(食) 10
★受賞作品数(事)1
(食)1
★取得特許数(事)1
(食)1
・本学教員の研究等の情報を整理・把握し，さらに，
自治体や企業のニーズを的確にとらえ，コーディネ
ーターによる教員と自治体や企業等とのシーズ・ニ
ーズのマッチングをこれまで以上に積極的に行うこ

社の新製品のデザイン支援等の成果を得た。

(2) 研究の実施体制等に関する目標
イ 研究の実施体制（No.69～71）
・宮城県食産業協議会との包括連携協定により，大学
と食産業界とのネットワークを強化し，大学と産業界
との交流・連携を促進した。

還元し教員の研究を PR したこと，また教員と自治
体・企業・団体とのマッチングにより成果が挙がっ
たことを評価する。（橋本委員）
・イの研究成果がハの評価になると思われるが，そ
こが見えていない。しかし地域貢献そのものは成果
を上げていると評価できる。（吉沢委員）
評価項目１５
・自治体や食産業協議会との包括連携協定で関連企
業がより気軽に課題を共有できる事を評価する。
（伊
藤委員）

・教職員を対象として，研究不正及び研究費の不正使
用をテーマに研究倫理研修会を開催し，全教員及び関
係職員が受講した。
★教職員等に対する研修の実施
開催時期・・・9 月 29 日
開催回数・・・年 1 回（欠席者向けビデオ上映に
よる追加開催 3 回）

・ビデオ上映で出席の確認は必須で，努力されてい
ると思う。
（吉沢委員）

ロ 研究費の配分（No.72～76）
・海外研究費及び指定研究費については，若手教員へ
の配慮などを盛り込んだ基本方針のもとで，研究費審
査会において審査・評価を行ない，申請 76 件のうち
61 件を採択，研究費 55,500 千円を配分した。
（申請，
採択，配分額とも過去最多）
★平成 29 年度審査件数
海外研究 2 件（うち採択 2 件）

評価項目１６
・とても良い研究ばかりであるということかもしれ
ないが，採択率が高すぎると思う。外部の審査員を
入れてみるのもいかがか。
（吉沢委員）
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とで，共同研究等を推進する。

・研究成果の発表の場である研究交流フォーラムの
内容充実を図り，企業や研究機関等と連携した研究
や外部資金の獲得を促進するため，本学における研
究の内容や成果を学内外に周知する。
・地域連携センターにおいてコーディネーターによ
る外部資金情報を把握し，それらの情報を教員にフ
ィードバックし，教員の外部資金獲得の支援を行い，
研究業務の支援機能の向上を行う。
・
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイ
ドライン」や「研究活動における不正行為への対応
等に関するガイドライン」に則した学内規程に基づ
き，適切な研究実施体制や，内部監査を含めた組織
的なチェック機能を充実させるとともに，教職員等
に対してコンプライアンス教育を実施し，不正の未
然防止を図る。
★教職員等に対する研修の実施
開催予定時期・・・9 月
開催予定回数・・・年 1 回
・教職員及び学生・院生に対するコンプライアンス
教育を強化するため，e ラーニングによる研究倫理
教育プログラムの導入について検討する。
・海外研究費及び指定研究費の配分に当たっては，
申請のあった研究課題を研究費審査会の審査に付
し，研究内容や研究実績等の評価に加え，外部資金
獲得の可能性や若手研究者の育成の観点なども踏
まえた審査を行い，採否及び配分額を決定する。

指定研究 49 件（うち採択 39 件）
産業化プロジェクト 5 件（うち採択 4 件）
震災復興特別研究 10 件（うち採択 9 件）
特別推進研究 10 件（うち採択 7 件）
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第２

地域貢献等に関する事項

重点目標
地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し，被災地を含めた地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行い，その成果を教
育に反映させるとともに地域社会に還元する。
平成 29 年度の主な実績
主な委員の意見
１ 地域貢献に関する目標
(1) 地域社会への貢献（No.78～83）
評価項目１８
・県内高校の訪問において，昨年度に実施した本学 ・高校教員のとの意見交換は，入学者数，質に大き
の入試制度について意見を聴取した。
く影響する。努力されていると思う。（吉沢委員）
・推薦入試については，高等学校からの意見聴取内
容も踏まえ，出願時期を前倒しするなど一部制度変
更を行った。その結果，志願者数が 184 人（うち
県内高校 117 人）→227 人（うち県内高校 144 人）
へと増加した。
・高大連携調整会議（6 月開催，2 月開催）や高大連
携希望調査（県内，隣県 3 県の高等学校対象）を実
施し，高等学校との意見交換・課題共有，ニーズ
の確認を行った。それらを踏まえて本学教員が開発
した宮城大学オリジナル・課題探究型学習プログラ
ムを 4 校（宮城県 3 校，福島県１校）が導入し，本
学教員が指導を行った（受講者合計 917 人）
。また，
高等学校が個別に取組んでいる SGH をはじめとす
る課題探究学習への指導協力も平成 28 年度から継続
して行った。（実施校：4 校）
１ 地域貢献に関する目標
(2) 産学官の連携（No.84～86）
・新たに宮城県食品産業協議会及び蔵王町と包括連携
協定を締結し，特に宮城県食品産業協議会との連携協
定においては，加盟している地元企業と連携し，産業
創出など地域に還元できるような体制づくりを進め
た。
・自治体や団体・企業等が持つニーズと本学の持つシ
ーズとのマッチングにより，大和町や大崎市民ギャラ

評価項目１９
・連携数の計画以上に達成している。（伊藤委員）
・市町村等との連携は，県立大学の存在意義を高め
るためにも重要であり，今後さらに進めるよう期待
する。（齋藤委員）
・看護学群以外の 2 群は，産学連携の取り組みがよ
く見えるが，看護学群の産学連携も積極的に見える
化してはいかがか。（吉沢委員）
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平成 30 年度の計画（関連項目）

・高校訪問については，東北 6 県での高校教員向け
サテライト説明会の継続開催に伴い，当該説明会に
参加しない高校や，栃木県，茨城県，新潟県等の東
北 6 県以外の高校を中心に，例年より訪問校数の目
標を 20 校減らした 80 校程度に対して実施する。夏
のオープンキャンパスについては，受験生だけでな
く高校 1 年・2 年生もターゲットとし，魅力あるコ
ンテンツを企画する。
・高大連携方策の１つとして実施するアカデミッ
ク・インターンシップについて，より目的に即した
ものとなるよう内容及び進め方を検討する。

・連携自治体・団体・企業等とのネットワークを強
化するため，調整会議等を開催し，個別のニーズ案
件に対応・協力することで，大学の持つ教育研究資
源を地域に還元できるような体制づくりを推進す
る。
・商工団体や業種団体などの産業界との協定を生か
し，企業等の個別具体的なニーズの掘起しをおこな

リー，自動車製造販売会社との事例などの実績が得ら
れ，それにより信頼関係が深化され，自治体・民間企
業との連携が強化された。
★市町村等との連携協定数・・・27 件
★地域振興事業部調査研究の受託件数…5 件（学術指
導及びその他受託事業を合わせた件数…10 件）
(3) 大学間及び高等学校との連携（No.87～89）
・宮城大学と兵庫県立大学が共同して新たな人材育成
の教育課程構築を目指し，文部科学省より「大学間連
携共同教育推進事業（事業期間：平成 24 年度～平成
28 年度）」として採択された「コミュニティ・プラン
ナー育成のための実践的教育課程の構築」（＝コミュ
ニティ・プランナー（CP）プログラム）に対し，日
本学術振興会による事後評価が行われ，「計画どおり
の取組が行われ，成果が得られていることから，本事
業の目的を達成できたと評価できる。」として「A」
評価（S，A，B，C の 4 段階評価）を得た。また，
補助事業終了後も継続して体系化を進め，本プログラ
ムの実施体制を整え，引き続き，宮城大学の教育改革
が目標とする，地域社会への発展に主体的に貢献でき
る資質と能力を持つ人材の育成および将来にわたっ
て地域社会の進歩に柔軟に対応できる教育体制の構
築に向けて，また，平成 29 年度からは東日本大震災
からの復興を担う人材の育成プログラムとして CP
プログラムを位置付け，CP 科目と地域フィールドワ
ークに取り組んだ。

い，それらへの対応を通じて，さらに産業界との連
携を強化し，産業創出など地域に還元できるような
体制づくりを進めていく。

評価項目２０
・他大学との連携が結果を出していて評価できる。
（伊勢委員）
・兵庫県立大学との教育連携は高く評価できる。同
様の公立大学との連携をさらに進めることも期待さ
れる。（齋藤委員）
・文科省の補助事業として実施された兵庫県立大学
との連携による CP プログラムが高く評価され，プ
ログラム終了後も，地域に貢献できる人材育成カリ
キュラムとして発展定着しつつあることを評価す
る。また県内高校との丁寧な意見交換を行い，入試
制度の一部変更，学習プログラムの提案，アカデミ
ック・インターンシップの実施等に結び付け成果を
挙げたことを評価する。
（橋本委員）
・兵庫県立との連携は素晴らしいと思う。公立大学
ならではの取り組みがさらに発展し，それが全国に
発信できるとよいと思う。
（吉沢委員）

２ 国際交流等に関する目標
(2) 海外大学等との連携（No.92～93）
評価項目２１
・本学では現在，「多文化共生時代における多様な環 ・学部レベルの国際的取り組みが積極的に進められ，
境に対応できる人材育成およびグローバルコモンズ 海外との大学の MOU から協定につながる努力が行
の整備に関する基本計画」で俯瞰的複眼的異文化教育 われている。研究者レベル，大学院学生レベルでも
を実践するとしている。しかし，短期研修や長期研修 さらに積極的に進められることを望む。（吉沢委員）
の相手先を考える場合，この教育のために使える協定
校等の数が少ないのが現状である。今後は，大学の組
織レベル（大学全体，学群レベル）と分野別の特徴を
踏まえた上で， 交流合意書（ MOU ） からスター
トし， 全学レベルの協定（Agreement）に昇格でき
るかどうかが MOU 締結期間の交流実績を踏まえた
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・基盤教育科目の地域フィールドワークでは，受け
入れ自治体を増やし，内容の改善を進めることによ
り，コミュニティプランナー育成プログラムとの科
目連動を強化し，地域連携型実践教育の宮城大学モ
デルの構築を進める。
・兵庫県立大学,奈良県立大学との連携教育を継続し
て実施する。

・公の国際教育団体である NAFSA（米国）及びそ
の日本版である JAFSA などを通してこれまで連携
の無い国を中心に，派遣先を確立する。
・これまで連携の無い国を中心に，その他公の教育
機関を通した派遣先の確立，また海外高等教育機関
等から本学へのアプローチを介した派遣先の確立を
積極的に行う。

上での判断に基づく形に整理することとする。さら
に，各学群の特徴を活かした形で，1～2 校の長期的
に交流可能性がある相手先を重点的に開拓する方向
を基本とする形とすべきである。
３

東日本大震災からの復旧・復興支援に関する目
標（No.97～100）
〔看護学群（学部）〕
・平成 29 年度から，ポートフォリオを導入し，
「災
害看護プログラム」の初年次に個々の学生の学修目的
を明記することで，各自が目指す将来像をイメージし
て取り組めるようにした。災害看護プログラム構成科
目の担当教員が定期的に確認し，フィードバックする
ことで学生の学修意欲を支援する体制とした。

評価項目２２
・兵庫県立大学との連携を今後も深めて頂き，復興
に向けてのイノベイティブなプランナー育成をさら
に願う。
（伊藤委員）
・災害看護をカリキュラムの軸にもってきているこ
とを災害県の使命として取り組んでいることを評価
する。（吉沢委員）
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〔看護学群（学部）〕
・
「災害看護プログラム」におけるポートフォリオの
活用の定着化が図れるよう，プログラムの展開方法
を整備する。
・
「災害看護プログラム」の充実をはかるために，東
日本大震災に伴う本学の教育や社会貢献などの経過
を振り返り，課題を明らかにしていく作業に着手す
る。

第３

業務運営の改善及び効率化に関する事項

第４

財務内容の改善に関する事項

第５

教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項

第６

その他業務運営に関する事項

重点目標
第３ 時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できるよう，必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに，引き続き業務運営の改善
及び効率化を図る。
第４ 経費の縮減，人件費の抑制，外部資金の積極的な獲得などにより，財務内容の改善を図る。
平成 29 年度の主な実績
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
(1) 理事長を中心とする運営体制の構築（No.101～
105）
・大学改革のより一層の推進を図るため，各学群から
理事兼副学長を登用したほか，大学改革担当の副学長
を任命し，理事長・学長の全学的なリーダーシップを
支える体制とした。

主な委員の意見

平成 30 年度の計画（関連項目）

評価項目２３
・理事長のリーダーシップは良く発揮されている。
（中島委員）

・理事長・学長の全学的なリーダーシップを支える
体制を強化するため，教員組織と事務組織の連携の
強化など組織体制について引き続き見直しを行う。

第４ 財務内容の改善
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する
目標
(1) 外部資金の獲得（No.115～119）
評価項目２９
・外部資金の公募情報について，メールや学内ウェブ ・科研費補助金の採択については目標値が高いのか
サイトを通じて的確に教員に周知したほか，科学研 もしれないが，申請書類の内容不備はなくされたい。
究費補助金については引き続き学内説明会や希望 （伊勢委員）
者に対する応募前審査を実施し，採択率向上に取り ・ 中期計画当初の額を下回ってしまった事は残念。
組んだが，外部研究資金の獲得額は 122,716 千円 （伊藤委員）
であり，中期計画に基づき定めた目標額の 56％に ・外部資金の全体状況をふまえると，今年度の目標
とどまった。その原因として申請書類の内容不備や 設定額自体に無理があり，達成できないことはやむ
若手教員による申請の採択率が低調であったこと をえないと判断すべきである。
（齋藤委員）
が考えられることから，応募前の事前審査を徹底 ・今後外部資金獲得額が伸びる可能性は十分あるが，
し，申請内容の一層の充実を図る。
中期計画の金額には少し無理があったのではない
か。今後の年度計画の見直しを検討してもよいので
はないか。
（橋本委員）
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・外部資金の公募情報について，メールや学内ウェ
ブサイトを通じて的確に教員に周知したほか，科学
研究費補助金については引き続き学内説明会や希望
者に対する応募前審査を実施し，採択率向上に取り
組んだが，外部研究資金の獲得額は 122,716 千円で
あり，中期計画に基づき定めた目標額の 56％にとど
まった。その原因として申請書類の内容不備や若手
教員による申請の採択率が低調であったことが考え
られることから，応募前の事前審査を徹底し，申請
内容の一層の充実を図る。

・競争的外部資金を取ることが，その学群のインセ
ンティブになるなど仕組みが必要。学内で多様な研
究資金があるので外部資金を取ることに積極的にな
れないのではないか。自己収入の確保では学生数も
増え，確実に授業料徴収されているので，この面で
は問題はないと思う。
（吉沢委員）
第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係
る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提
供
１ 自己点検・評価の充実に関する目標（No.126～ 評価項目３２
129）
・自律的な自己点検ができていると思う。
（吉沢委員）
・定例開催している大学の評価委員会において，年度
計画・中期計画の評価や年度計画の策定を行ったほ
か，各委員会・各教授会等においても業務の改善に努
めるなど，自律的な自己点検・評価制度を運用し，大
学運営の改善と質の向上を図った。
自己点検・評価の充実に関する目標 No.130～
132）
・本学の広報については，全学的な体制や統一的な戦
略の欠如から，効果的な広報が十分に行なえていない
ため，今後の広報の在り方について検討を進め，平成
30 年度内から広報の専門事業者とタイアップして全
学広報を実施するための制度設計を行った。

・教育研究及び大学運営の質の向上を図るため，評
価委員会を中心として，年度計画等の策定→実施→
評価→改善のＰＤＣＡサイクルの更なる定着に向
け，自律的な自己点検・評価制度を運用する。
・また，中期計画期間が折り返したことから，これ
までの成果 ・課題を検証し，中期計画達成に向けた
道筋となるような次期年度計画を策定する。

２

第６ その他業務運営に関する事項
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標（No.133
～136）
・施設の有効活用について，開学から 20 年が経過し
ていることや，平成 29 年度からの改革により，新た
な組織を設置したことから，「大和キャンパス等
再編整備基本計画」を作成して，ゾーニングの見直し
を行い，スチューデントコモンズ，グローバルコモ
ンズ，データ＆メディアコモンズ，ディスカバリー

評価項目３３
・広報室を立ち上げ，プレリリースができるなど，
今後の研究活動のためにも重要と考える。（吉沢委
員）

評価項目３４
・4 コモンズの開設はとても魅力的である。
（吉沢委
員）
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・大学が社会からの信頼や支持を得て存続しつづけ
るための重要なコミュニケーション手段である大学
広報について，民間事業者の専門的なノウハウを導
入し，ターゲット別に正確，迅速かつ安定的な情報
発信を行うなど戦略的な広報を展開するための基本
方針を策定する。
・平成 27 年度末に廃止した広報委員会を再度設置
し，全学的な広報の企画立案や事業効果の分析を通
じて戦略的広報におけるＰＤＣＡサイクルを確立す
る。

・大和キャンパス等再編整備基本計画に基づき，学
生の教育研究環境の改善を着実に進める。

コモンズの整備を進め，平成 30 年 4 月 1 日よりグロ
ーバルコモンズ及びスチューデントコモンズの運用
を開始することとした。

２ 安全管理等に関する目標（No.137～140）
・本学の情報システムに関する体制を強化するにあた
り，最高情報責任者及び同代理を設置した。
・情報機器等の脆弱性情報や標的型メール等のセキュ
リティリスクについて，官公庁や情報処理推進機構等
からの情報提供に基づき，随時注意喚起を実施した。
・新しいカリキュラムにて情報セキュリティ及び法令
順守に関する講義を行い，情報を扱うにあたっての責
任・心がけを呼びかけた。

評価項目３５
・留学生の受け入れ，学生，教員の海外研修など積
極的に行うのであれば，国内だけでなく，国外への
持ち出しなど，危機管理も必要と考える。
（吉沢委員）
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・情報ネットワークシステムに係るセキュリティ関
係規程・ルール等の整備を進め，情報管理体制の維
持を図るとともに，大学改革後の新しいカリキュラ
ムに沿った形で情報セキュリティに関する知識及び
情報等の提供を行う。
・宮城大学情報ネットワーク基盤システム更新」に
より導入された新システムをより有効な形で活用
し，本学の新システムにもとづいたルール整備を行
う。

