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⑵ 教育職員 

①役職名簿 

役  職 平成２４年３月３１日現在 

学 長 黒 田 昌 裕 

副学長 工 藤 教 和 

学部長 平 松   緑 

研究科長 渋 川 智 明 

メディアセンター長(運営委員長) 三 原 容 子 

ＩＭＣ所長（運営委員長） 廣 瀬 雄 二 

キャリア開発センター長(運営委員長) 國 眼 眞理子 

学生相談室長 照 井 孫 久 

地域共創センター長(運営委員長) 小池沢 将 之 

公益総合研究センター長(運営委員長) 工 藤 教 和 

企画調整会議長 黒 田 昌 裕 

広報・募集戦略委員長 黒 田 昌 裕 

研究活動推進委員長 工 藤 教 和 

大学等連携委員長 遠 山 茂 樹 

自己評価委員長 黒 田 昌 裕 

中期計画推進本部長 黒 田 昌 裕 

ハラスメント防止委員長 工 藤 教 和 

新田基金運営委員長 黒 田 昌 裕 

学事委員長 平 松   緑 

教務・FD委員長 神 田 直 弥 

学生委員長 松 田   憲 

入試委員長 平 松   緑 

教員人事委員長 平 松   緑 

短期留学部会長 平 松   緑 

公益社会演習部会長 温 井   亨 

リメディアル部会長 小 関 久 恵 

実験科目運営部会長 古 山   隆 

情報化新構想推進室長 大 野 義 夫 

論集等編集委員長 遠 山 茂 樹 

大学院運営会議長 渋 川 智 明 

10周年記念事業実施本部長 黒 田 昌 裕 

 

 



②教育職員数 

 

職 名 平成２４年３月３１日現在 

教   授       １２名 

特任教授        ２名 

准 教 授       １８名 

講  師       １１名 

特任講師        １名 

助  教        １名 

専任教員計       ４５名 

非常勤講師       ４８名 

合計       ９３名 

 



(3)　教授会の審議事項（公益学部）
開催回 開催年月日 審議事項等

第１回 H23.4.7 協議事項

・学生の退学・休学・復学について

・平成２３年度卒業論文副査制度について

・２年留年学生の３年次進級認定について

第２回 H23.5.11 協議事項

・学生の退学について

・資格取得による単位認定について

・高大連携による単位認定について

・３年次編入生の履修登録条件について

・学年暦の変更について

・学年暦変更に伴う卒業論文副査制度等の日程変更について

・成績評価の変更について

・短期語学留学について

・科目の２コマ開講（前期）について

第３回 H23.6.1 協議事項

・資格取得による単位認定について

・教員人事規程の変更について

第４回 H23.6.15 協議事項

・教育力向上のための実施方法について

・ポートフォリオの実施について

・外国語教育の充実について

・カリキュラムの見直しについて

第５回 H23.7.6 協議事項

・編入生の単位認定について

・授業アンケートの電子化について

・有期雇用契約教員の更新審査について

第６回 H23.8.3 協議事項

・学生の退学について

・平成２２年度卒業式・大学院修了式について

・アドバイザー(担任)による成績表の配付について

・カリキュラムの運用見直しについて

第７回 H23.9.7 協議事項

・学生の退学・休学について

・前期授業アンケート実施状況について

・アドバイザーによる成績表の配付方法について

・単位認定における出席点の取り扱いについて

・卒業論文副査制度について

・２３年度後期科目等履修・聴講生の判定について

第８回 H23.9.21 協議事項

・前期卒業判定について

・学生の退学・休学について

・学納金滞納による除籍予告対象者について

第９回 H23.9.28 協議事項

・ＡＯ入試判定について

第10回 H23.10.5 協議事項

・学生の退学・休学について

・履修モデルについて

・カリキュラムの見直しについて

第11回 H23.11.2 協議事項

・学生の退学・休学について

・資格取得による単位認定について

・外部講師の申請について

・短期語学留学単位認定申請書について

・平成24年度学年暦について

・専門演習の最大受け入れ人数について

・24年度新規・廃止・科目名変更科目について

・24年度開講科目について

・シラバスの様式、公益自由研究の次年度方針について

・24年度の時間割編成方針について

・スキル育成について

・アドバイザリー制度について

・FSDについて



開催回 開催年月日 審議事項等

第12回 H23.11.9 協議事項

・入試判定について

第13回 H23.11.9 協議事項

・新規採用教員について

第14回 H23.12.7 協議事項

・学生の退学・休学について

・22年度海外短期留学（ニュージーランド）の単位認定について

・23年度海外短期留学（中国）の単位認定について

・23年度海外短期留学（ロシア）の単位認定について

・他大からの科目等履修生（単位互換）の受け入れについて

・履修モデルについて

・25年度以降廃止科目の24年度カリキュラムからの廃止について

・24年度新設・休講・担当教員変更・隔年開講・科目名変更・次年度以降開講科目について

・24年度開講科目一覧について

・24年度中国語科目担当者について

第15回 H23.12.21 協議事項

・公募制推薦入試(Ｂ日程)の入試判定について

・平成24年度新規非常勤講師候補者について

第16回 H24.1.11 協議事項

・23年度海外短期留学（中国）の単位認定について

・23年度海外短期留学（ロシア）の単位認定について

・外部講師の申請について

・24年度新設・休講・担当教員変更・隔年開講・科目名変更・次年度以降開講科目について

・24年度開講科目一覧について

・24年度時間割について

・24年度時間割の調整について

・アドバイザリー制度について

・アドバイザーの変更について

第17回 H24.2.1 協議事項

・学生の退学・休学について

・23年度外部講師の申請（変更）について

・24年度開講科目一覧について

・24年度時間割について

・外国語の3年次必修について

・平成24年度新規非常勤講師候補者について

第18回 H24.2.10 協議事項

・24年度大学入試センター試験利用入試(Ａ日程)合否判定および減免型奨学生の選考について

・24年度一般入試（前期）合否判定および特待生の選考について

・24年度給付型奨学生の選考について

第19回 H24.2.29 協議事項

・学生の退学・復学について

・卒業判定（一次）

・外国語の3年次必修について

・昇任候補者の昇任の推薦について

第20回 H24.3.5 協議事項

・24年度公募制推薦入試（Ｃ日程）合否判定について

・24年度編入学試験（後期）合否判定について

第21回 H24.3.7 協議事項

・世界地誌の科目区分変更について

・教職課程からリベラルアーツ基礎科目に変更することとなった

・時間割について

・履修モデルについて

・23年度学納金滞納者について

第22回 H24.3.15 協議事項

・学生の退学・復学について

・卒業判定（二次）

・学則改定について

第23回 H24.3.16 協議事項

・24年度一般入試（後期）合否判定について

・24年度大学入試センター試験利用入試(Ｂ日程) 合否判定について

・24年度ＡＯ入試特待生選考について

・学則改訂について

第24回 H24.3.23 協議事項

・24年度大学入試センター試験利用入試(Ｃ日程) 合否判定について

・24年度前期科目等履修生・聴講生の許可について

・24年度前期研究生の許可について



(3) 教授会の審議事項（大学院） 

開催回 開催年月日 審議事項 

第 1回 平成 23年 4月 7日 ・院生の休学について 

・院生の退学について 

・指導教員の変更について 

・修了見込証明書の発行を許可する院生について 

・学年暦の変更について 

・時間割の変更について 

・平成 24年度入学試験について 

第 2回 平成 23年 5月 11日 ・演習・研究指導に対する助成額について 

第 3回 平成 23年 6月 1日 ・後期開講「公益社会デザイン」講義計画について 

・7月研究報告会について 

第 4回 平成 23年 7月 6日 ・「公益社会デザイン」の開講日について 

第 5回 平成 23年 8月 3日 ・後期開講「公益社会デザイン」の運営について 

・「特別セミナー（自治体経営実務）」の開講について 

・後期研究生募集について 

第 6回 平成 23年 9月 7日 ・後期研究生の選考について 

第 7回 平成 23年 9月 21日 ・後期開講「公益社会デザイン」記録および評価について 

第 8回 平成 23年 10月 5日 ・博士候補者の認定について 

・院生の休学について 

・院生の復学について 

・研究指導教員の変更について 

・前期入学試験の実施について 

・院生研究報告会（分科会）の実施について 

・教育訓練給付制度の講座指定について 

第 9回 平成 23年 10月 19日 ・平成 24年度前期入学試験の結果について 

第 10回 平成 23年 11月 16日 ・博士論文審査基準の改正について 

・博士論文審査の実施について 

・平成 24年度カリキュラムについて 

・平成 24年度の時間割編成等について 

・平成 24年度分のシラバスの作成について 

・院生研究報告会のタイムテーブル等について 

第 11回 平成 23年 12月 7日 ・博士論文審査基準の改正について 

・博士論文審査の実施について 

・修士論文審査・最終試験の実施について 

第 12回 平成 24年 1月 11日 ・後期入学試験（修士・博士後期）の実施について 

・博士論文審査の実施について 

・平成 24年度学年暦について 



開催回 開催年月日 審議事項 

第 13回 平成 24年 2月 1日 ・修士論文審査・最終試験の結果について 

・博士候補者の認定について 

第 14回 平成 24年 2月 15日 ・平成 23年度修士課程修了判定について 

・平成 24年度カリキュラムについて 

・平成 24年度時間割について 

第 15回 平成 24年 3月 5日 ・大学院学則の一部改正について 

・平成 24年度「公益社会デザイン」について 

・平成 24年度公開講座および外部講師について 

第 16回 平成 24年 3月 15日 ・後期入学試験の結果について 

・院生の退学について 

・平成 24年度カリキュラムおよび教職課程専修免許状の取得 

に必要な科目について 

・平成 24年度非常勤講師について 

・平成 24年度新入生ガイダンスについて 

 



（４）各委員会の活動状況 

 

① 広報・募集戦略委員会 

開催回数 開催年月日 審議事項等 

第 1回 平成 23年 5月 25日 ・23年度学生募集について 
・高校訪問について 
・オープンキャンパスについて 
・「公益のすすめ」を活用した学生募集について 
・高校進路担当教員説明会について 

第 2回 平成 23年 6月 1日 ・簡易パンフレットについて 
・主な学生募集活動の実施方法について 
・平成 23年度広報活動について 

第 3回 平成 23年 6月 8日 ・高校訪問について 
・オープンキャンパスについて 
・23年度企画広報課年間業務スケジュールについて 
・高校生・保護者向け DMについて 

第 4回 平成 23年 6月 15日 ・高校訪問について 
・オープンキャンパスについて 
・ダイジェストパンフについて 
・大学総合案内パンフレット学融合ページについて 

第 5回 平成 23年 7月 1日 ・2012大学パンフレットについて 
・2012出張講義パンフレットについて 
・大学からの情報発信方法について 

第 6回 平成 23年 7月 13日 ・プレスリリース状況について 
・公益ビタミンくらぶについて 
・7/22高等学校進路指導教員への大学説明会について 
・オープンキャンパスについて 

第 7回 平成 23年 7月 20日 ・7/16オープンキャンパス実施状況について 
・7/22高等学校進路指導教員への大学説明会について 
・プレスリリース状況について 
・NHKからのイベント企画について 
・テレビ CM（パブリシティ枠）について 
・学外広報及び学内広報に関する方針について 

第 8回 平成 23年 7月 28日 ・7/16オープンキャンパスアンケート結果について 
・9/4オープンキャンパスの企画について 
・プレスリリースに関する方針について 

第 9回 平成 23年 8月 10日 ・8/6オープンキャンパス実施状況及びアンケート結果

について 
・プレスリリースについて 
・公益ビタミンくらぶの出演予定校について 
・出張講義 2011パンフレットについて 
・9/4オープンキャンパス企画について 
・「公益のすすめ」応募校への高校訪問について 
・2012 大学パンフレットの反省点及び来年への課題に

ついて 

第 10回 

 

平成 23年 9月 7日 ・9/4オープンキャンパス実施状況について 
・「公益のすすめ」審査会開催について 
・NHKイベントについて 
・学内報について 
・秋季大学テレビコマーシャルについて 
・私学事業団経常費補助金増減に係る情報公開項目につ

いて 



・10/22オープンキャンパス企画について 
・高校訪問について（教員） 
・進研アドによる受験情勢分析会について 
・ホームページの研究業績の掲載について 
・ホームページのコンテンツ内容について 

第 11回 

 

平成 23年 9月 21日 ・中国・東北林業大学への学生使節団派遣について 
・10/22オープンキャンパス企画について 
・今後の広報、学生募集戦略について 

第 12回 平成 23年 10月 5日 ・「公益のすすめ」信頼編の審査結果について 
・「公益ビタミンくらぶ」学生スタッフ募集について 
・「OverView」の地域住民への配布、「今夜はなまらナ

イト」企画進捗状況について 
・公益のすすめ表彰式について 
・10/22オープンキャンパスの実施案について 

第 13回 平成 23年 10月 19日 ・TVCM放映について 
・第 3回エコ大学ランキング(2011)速報版について 
・「公益のすすめ」表彰式について 
・10/22オープンキャンパスの実施体制について 
・学生募集に向けた広報セミナーについて 
・高校訪問後の報告様式(項目)について 

第 14回 平成 23年 11月 4日 ・10/22オープンキャンパス実施状況について 
・10/23「公益のすすめ」表彰式について 
・プレスリリース状況について（8/10～10/31） 
・NHKイベント「なまらナイト on Campus」の進捗状

況について 
・高校訪問後の報告様式(項目)について 
・「公益のすすめ」高校訪問について 

第 15回 平成 23年 11月 16日 ・プレスリリース状況について 
・NHKイベント「なまらナイト on Campus」の進捗状

況について 
・読売新聞からの取材対応について 
・広報ワーキンググループについて 
・今後の広報・募集活動に関して 
・山形新聞社との企画について 

第 16回 平成 23年 11月 24日 ・NHKイベント「なまらナイト on Campus」の進捗状

況について 
・鶴岡信用金庫との産学連携協力協定締結について 

第 17回 平成 23年 12月 8日 ・NHKイベント「なまらナイト on Campus」の進捗状

況について 
・最新の模試状況について 

第 18回 平成 23年 12月 22日 ・2011年度進研模試(10月記述模試)結果について 
・山形新聞「提言」への出稿について 
・フェイスブックについて 

第 19回 平成 24年 2月 22日 ・プレスリリース状況について 
・OverView28号の内容について 
・2013大学総合案内について 

第 20回 平成 24年 3月 6日 ・現在の入学手続き状況について 
・2013大学総合案内 委員会担当分について 
・OverView28号特集について 

第 21回 平成 24年 3月 13日 ・入試データ分析資料について 

 



② 研究活動推進委員会 

開催回数 開催年月日 審議事項 

第 1回 平成 23年 4月 8日 ・平成 22年度奨励研究成果報告会の開催日時について 
・研究計画の公募について 
・平成 23年度海外研究発表助成への申請について 
・基礎研究計画書の提出について 

第 2回 平成 23年 5月 13日 ・平成 22年度奨励研究成果報告会について 
・平成 23年度奨励研究新規申請のプレゼンテーション

日時について 
・平成 23年度奨励研究継続分の採択額について 
・平成 23年度大学まちづくり政策形成事業について 
・10周年記念事業・研究発表会について 

第 3回 平成 23年 5月 30日 ・平成 23年度奨励研究新規申請分の採択可否及び配分

額について 
・平成 23年度大学まちづくり政策形成事業について 
・海外研究発表助成制度・採択案件の金額決定につい

て 
・10周年記念事業・研究発表会について 

第 4回 平成 23年 8月 4日 ・海外研究発表助成制度への申請案件について 
・環境省補助金の大学の立替について 
・10周年記念事業・研究成果発表会について 

第 5回 平成 23年 11月 18日 ・10周年記念事業・研究成果発表会について 

第 6回 平成 24年 1月 11日 ・平成 24年度研究活動推進の基本方針について 
・平成 24年度研究費予算編成方針について 
・「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」への応募に

ついて 

第 7回 平成 24年 2月 1日 ・「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」への応募に

ついて 

第 8回 平成 24年 3月 16日 ・平成 24年度基礎研究計画書の提出について 
・平成 24年度大学まちづくり政策形成事業への研究計

画の募集について 
・平成 24年度奨励研究募集要項について 
・平成 24年度の研究費の取扱い及び研究費関連様式の

見直しについて 

第 9回 平成 24年 3月 26日 ・平成 24年度奨励研究（継続）の審査について 
・平成 24年度大学まちづくり政策形成事業の募集要項

について 
・平成 24年度研究費の取扱いの見直しについて 

 

③ 大学等連携委員会 

開催回数 開催年月日 審議事項等 

第 1回 平成 23年 6月 13日 ・副委員長の選出について 
・本年度の高大連携について 
・鶴岡南高校との連携について 
・酒田光陵高校との連携について 
・コンソーシアムやまがたの「高等教育山形宣言」プ

ロジェクトについて 
・コンソーシアムやまがたの「やまがた夜話」企画に

ついて 
・酒田西高校との連携について 



第 2回 平成 23年 8月 1日 ・鶴岡中央高校一日ゼミナールについて 
・大学中期計画について 
・山形大学(農学部)、鶴岡高専、慶應義塾（先端生命科

学研究所）との連携について 

第 3回 平成 23年 10月 17日 ・酒田光陵高校との連携について 
・置賜農業高校との連携について 
・荒砥高校との高大連携について 
・酒田西高校との高大連携について 
・鶴岡南高校との高大連携について 

第 4回 平成 24年 3月 5日 ・2013大学総合案内の作成について 

 

④ 中期計画推進本部会議 

開催回数 開催年月日 審議事項等 

第 1回 平成 23年 7月 22日 ・中期計画推進スケジュールについて 

第 2回 平成 22年 10月 12日 ・外部評価委員について 
・中期計画進捗状況について 

第 3回 平成 23年 11月 2日 ・中期計画進捗状況について 
・本学入学者および受験者等のデータについて 

 

⑤ ハラスメント防止委員会 

開催回数 開催年月日 審議事項等 

第 1回 平成 23年 6月 30日 ・教職員 FSDハラスメント防止研修について 

第 2回 平成 23年 7月 25日 ・アウトリーチ（手を差し伸べる）について 

第 4回 平成 24年 2月 23日 ・平成 24年度「オリエンテーション・ガイダンス」に

ついて（周知・リーフレット配付） 
・ハラスメント防止研修時のアンケート集計結果につい 

 て 

平成 23年 7月 20日 第１回 FSD教職員ハラスメント防止研修 
「ハラスメントを防止するために」 

セクシュアルハラスメントを中心に研修及ビデオ視

聴（三原副委員長講師） 

平成 23年 10月 26日 第 2回 FSD教職員ハラスメント防止研修 
「パワーハラスメントのない環境づくりのために」 
 ビデオの視聴及び研修事後アンケート調査 

平成 24年 1月 19日 「授業など学生と対応する際の言葉遣い等について」 
教職員宛にメールで注意喚起 

その他 

平成 24年 4月 5日～ パンフレット「公益大での相談活動のお知らせ」を 
ガイダンスにて周知・配付 

 ※上記の他に 3回開催、計 6回開催 

 

⑥ メディアセンター運営委員会 

開催回数 開催年月日 審議事項等 

第 1回 平成 23年 6月 15日 ・平成 23年度の図書購入費予算配分について 
・寄贈本の受入について 
・雑誌購入について 
・メディアセンター利用規則の改定について 
・大学施設閉鎖に伴うﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰの閉館について 



・致道ライブラリー日曜日の限定開館について 
・学生の利用促進について 
・メディア委員会から教員へお知らせ 
・メディアセンター選書基準・除籍基準について 

第 2回 平成 23年 7月 20日 ・学生の利用促進について 
・メディアセンター選書基準・除籍基準について 
・毎日新聞データベースのトライアルについて 
・定期刊行物の見直しについて 

第 3回 平成 23年 10月 6日 ・定期刊行物の見直しについて 
・メディアセンター予算配分の見直しについて 
・致道ライブラリー残予算の使用について 
・「日経 BP記事検索サービス」のトライアルについて 
・メディアセンターツアーについて 
・大学関係資料の収集、保管について 
・致道ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰへの公益大コーナーの設置について 
・返却ポストの設置について 
・貴重書の取り扱いについて 

第 4回 平成 23年 12月 1日 ・定期刊行物の見直しについて 
・閲覧規則の変更について 
・学生利用者への督促について 
・データベースの見直しについて 
・D1-Law.com説明会の実施について 
・履歴公開について 
・貴重書の取り扱いについて 
・その他 

第 5回 平成 23年 12月 8日 ・閲覧規則の変更について 
・データベースの見直しについて 
・貴重書の取り扱いについて 

第 6回 平成 24年 1月 31日 ・教員リクエストについて 
・利用者対応について 
・閲覧規則の変更について 
・貴重書の取り扱いについて 

 

⑦ ＩＭＣ運営委員会 

開催回数 開催年月日 審議事項等 

第 1回 平成 23年 4月 13日 ・平成 23年度予算について 
・院生用メールアドレス変更についての大学院教授 

会での協議経過報告 
・酒田―鶴岡間回線冗長化について 

第 2回 平成 23年 5月 18日 ・酒田―鶴岡間回線冗長化について 
・インターネット回線の検討事項 
・回線以外の冗長化について 
・学生カルテの要望について 

第 3回 平成 23年 6月 8日 ・データバックアップシステムの故障について 
・授業アンケートの電子化にについて 
・授業環境システムの更新について 
・酒田－鶴岡間回線冗長化について 
・インターネット回線の検討事項 



第 4回 平成 23年 7月 13日 ・酒田－鶴岡間予備回線整備の進捗情報 
・インターネット回線の検討について 
・大学院事務室による統計ソフトウェア用貸出パソコ

ンの整備 
・授業アンケートの実施要領について 

第 5回 平成 23年 8月 10日 ・酒田－鶴岡間予備回線整備の進捗情報 
・バックアップサーバー故障による更新について 
・中期計画の見直しについて 
・教員向け授業環境ガイダンスの必要性 
・授業アンケートシステムの経過等について 

第 6回 平成 23年 9月 14日 ・授業アンケートシステムの経過等について 
・バックアップ装置の故障による更新について 
・学術情報ネットワーク利用の検討についての経過報 

 告 
・IMCウェブサイトから発信すべき情報について 
・基幹情報ネットワーク機器更新について 

第 7回 平成 23年 10月 12日 ・授業アンケートシステムの経過等について 
・学術情報ネットワーク利用の検討についての経過報 

 告 
・学生が利用する端末環境について 

第 8回 平成 23年 12月 7日 ・学術情報ネットワーク利用の検討についての経過報 

 告 
・学部および大学院シラバスのWeb公開 
・平成 24年度授業システム更新について 
・情報化新構想推進室によるアンケートの改善期待項 

目について 
・平成 24年度基幹情報ネットワーク機器更新について 
・標的型セキュリティ攻撃の脅威について 

第 9回 平成 24年 2月 8日 ・授業アンケートシステム現在の状況 
・ウェブサーバーの関係性見直し 
・平成 23年度 IMC運営委員会における残存課題につ 

いて 
� 回線冗長化その後 
� SINET利用の検討 
� 中期計画（学生カルテ） 
� 中期計画（無線 LAN拡充） 
� 中期計画（情報システムの災害対策） 
� 授業環境システム/ネットワーク機器更新 
� 教員向け授業環境ガイダンス 
� IMCウェブサイト 

 

⑧ キャリア開発センター運営委員会 

開催回数 開 催 年 月 日 審 議 事 項 等 

第１回 平成 23年 4月 7日 ・平成 23年度キャリア開発センター業務計画について 
・東日本大震災に伴う就職内定取消し等について 
・新入生・在学生ガイダンスについて 
・7期生就職状況について 
・8期生就職活動状況について 
・キャリア科目の運営について 



第２回 平成 23年 4月 27日 ・7期生就職状況について 
・東日本大震災に伴う就職内定取消し等について 
・3年生個別面談について 
・4年生面談について 
・3年生保護者就職懇談会について 
・コンソーシアム派遣について 

第３回 平成 23年 5月 25日 ・4年生ヒアリング状況について 
・公務員講座について 
・キャリア入門について 
・「東洋経済」雑誌掲載について 
・企業個別説明会日程について 
・就職手帳作成スケジュールについて 

第４回 平成 23年 6月 29日 ・4年生内定状況について 
・３年生面談結果について 
・保護者懇談会参加者募集について 
・今後の学外ガイダンス日程について 
・FSD（キャリア）について 
・高校進路指導教員説明会について 

第５回 平成 23年 7月 27日 ・7月 26日現在 4年生内定状況について 
・保護者懇談会の状況報告 
・4年生面談状況 
・7月 28日、8月 10日ガイダンス参加状況 
・今後の企業ガイダンス日程 
・企業個別説明会開催依頼について 

第６回 平成 23年 8月 31日 ・8月 31日現在 4年生内定状況について 
・後期ガイダンス日程について 
・「進路の時間」日程と内容について 
・福祉関係合同企業説明会の開催について 
・2013年度卒 就職環境の見通しについて 
・学内外における合同企業ガイダンス日程について 
・キャリア科目成績状況について 

第７回 平成 23年 9月 28日 ・９月 30日現在 4年生内定状況について 
・4年生就活状況 
・福祉関係合同説明会参加施設 
・3年生個別面談について 
・公務員試験合格中間報告 
・キャリア科目の運営について 

第８回 平成 23年 10月 26日 ・10月 25日現在 4年生内定状況について 
・3年生面談一覧 
・インターンシップ報告会 
・公務員内定状況 
・次年度以降のキャリア科目について 
・学内就職ガイダンス予定について 
・就職支援ＦＳＤへの対応について 
・首都圏における活動拠点について 

第９回 平成 23年 11月 30日 ・11月末現在 4年生内定状況について 
・キャリア科目担当者について 
・ガイダンスバス予約の状況 
・学内ガイダンスの計画について 
・後援会との就職に関する懇談会について 
・3年生個別面談における進路についての概要 



第 10回 平成 23年 12月 21日 ・12月 20日現在 4年生内定状況について 
・学内ガイダンス実施状況、今後の日程 
・学外ガイダンス参加企業の状況、今後の日程 
・雇用対策協議会面接会 
・公務員模試実施状況と今後の日程について 
・面接対策集中カウンセリング実施について 

第 11回 平成 24年 1月 25日 ・12月末現在 4年生内定状況について 
・卒論提出時のヒアリング状況 
・学内ガイダンスの実施状況、及び今後の日程 
・学外ガイダンスバスの参加状況と今後の日程 
・雇用対策協議会合同模擬面接会の実施について 
・面接対策集中講座の実施について 
・コンソーシアム企業ガイダンス日程について 

第 12回 平成 24年 2月 29日 ・2月末現在 4年生内定状況について 
・2013大学総合案内の作成について 
・卒業式における就職調査について 
・4年生の未内定者対応について 
・キャリアプログラムについて 
・山形県安定雇用促進事業について 

 

⑨ 地域共創センター運営委員会 

開催回数 開催年月日 審議事項等 

第 1回 平成 23年 4月 6日 ・23年度の事業計画（案）について 
・22年度の事業報告について 

第２回 平成 23年 4月 27日 ・23年度事業計画の担当教員について 
・ガイダンスでのアンケート結果について 
・FORUM21「ＮＺ短期留学報告会」について 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第３回 平成 23年 6月 10日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 
・子ども農村漁村交流プロジェクトについて 
・子ども夢基金の採択内定について 
・FORUM21の活動方針案について 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第４回 平成 23年 7月 1日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 
・日本財団採択事業について 
・７６（南麓）チャレンジについて 
・マイロードサポート事業について 
・子ども夢基金交付申請書について 
・加茂地区地域活性化事業について 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第５回 平成 23年 7月 29日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 
・東北復興プロジェクトフェアについて 
・青少年夢とアイディアコンテストについて 
・公益大ウィークの企画と時期について 
・まちづくりインターンシップについて 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第６回 平成 23年 9月 29日 

 

・ヒアリングシートによる相談案件について 
・ＪＣとの関連事業について 
・公益大ウィーク(学生研究活動支援)の企画について 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第７回 平成 23年 10月 26日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 



・「かずのふしぎ しぜんのふしぎ」の開催について 
・FORUM21「中国短期留学報告会」について 
・FORUM21「教員紹介シリーズ」について 
・子ども農村漁村交流プロジェクトの試行について 
・公益大ウィーク(学生研究活動支援)の企画について 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第８回 平成 23年 11月 9日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 
・公益大ウィーク(学生研究活動支援)の企画について 

第９回 平成 23年 11月 30日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 
・平成２４年度子ども夢基金助成への応募について 
・公益大ウィーク(学生研究活動支援)の内容について 
・年間事業計画の進捗状況について 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第１０回 平成 23年 12月 14日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 
・日経グローカル「大学の地域貢献度調査」について 
・公益大ウィーク(学生研究活動支援)の企画について 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第１１回 平成 24年 1月 13日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 
・FORUM21「教員紹介シリーズ」について 
・米国大使館 SFCビジネスプランコンテストについて 
・公益大ウィーク(学生発表)の進捗状況について 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第１2回 

 

平成 24年 2月 9日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 
・平成 24年度予算について 
・米国大使館 SFCビジネスプランコンテストについて 
・まちづくりインターンシップについて 
・公益大ウィーク(学生発表)の進捗状況について 
・遊心の森プロジェクトについて 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第１3回 

 

平成 24年 2月 29日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 
・公益大ウィーク(学生発表)について 
・平成 24年度の事業企画について 
・社会起業家育成研究会からの報告 

第１4回 

 

平成 24年 3月 22日 ・ヒアリングシートによる相談案件について 
・公益大ウィーク(学生発表)について 
・平成 24年度の事業企画について 
・社会起業家育成研究会からの報告 

 

⑩ 公益総合研究センター運営委員会 

開催回数 開催年月日 審議事項 

第 1回 平成 23年 4月 8日 ・庄内プロジェクトの設置について 
・平成 23年度事業計画について 

第 2回 平成 23年 4月 27日 ・平成 23年度の各研究プロジェクトの組織体制、事業

計画及び予算について 

第 3回 平成 24年 1月 25日 ・平成 24年度の各研究プロジェクトの事業計画及び予

算について 

第 4回 平成 24年 2月 22日 ・平成 23年度の各研究プロジェクトの事業実績につい

て 

 

 



⑪ 論集等編集委員会 

開催回 開催年月日 審議事項 

第 1回 平成 23年 5月 18日 ・『総合研究論集第 20号』の刊行について 

第 2回 平成 23年 10月 20日 ・『総合研究論集第 21号』の刊行について 

第 3回 平成 24年 1月 20日 ・平成 24年度事業計画について 

 

⑫ 創立１０周年記念事業実施本部会議 

開催回数 開催年月日 審議事項等 

第 1回 平成 23年 8月 11日 ・研究成果報告会について 
・奨学生食事会について 
・パネル展示について 
・寄附活動について 

第 2回 平成 23年 10月 13日 ・寄附実績について 
・研究成果報告会について 
・創立 10周年フォトコンテストについて 
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