平成３０年度 第７回外国語学部教授会 議事録要旨
日 時 ： 平成３０年１１月１２日（月）１４時４５分～１９時４０分
場 所 ： 板橋校舎 ２号館 ２－０２２１会議室
構成員 ： ４９名（定足数２５名）
出席者 ： ４６名（定足数充足）
議 長 ： 髙尾 謙史（外国語学部長）
Ⅰ. 議案
１．平成 31 年度入学試験合否判定について
各学科主任より、別紙資料に基づき、平成 31 年度入学試験合否判定について報告があり、承認さ
れた。
２．学籍異動について
幹事より、別紙資料に基づき、学籍異動が報告され、承認された。
３．2019 年度学科目編成について
髙尾議長より、2019 年度学科目編成状況についての報告が求められ、各学科教務委員より別紙資
料に基づき、途中経過が報告された。また、髙尾議長より、兼担依頼について報告があり、承認さ
れた。
４．大東文化大学奨学金留学規程の改正(案)について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、大東文化大学奨学金留学規程の改正(案)について説明があり、
承認された。
５．大東文化大学学業成績優秀者表彰規程の改正(案)について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、大東文化大学学業成績優秀者表彰規程の改正(案)について説
明があり、承認された。
６．山梨学院大学との交流協定について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、山梨学院大学との交流協定について説明があり、承認された。
さらに、今回の教授会審議を以って研究科委員会の審議に替えることについても承認された。
７．沖縄国際大学との交流協定について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、沖縄国際大学との交流協定について説明があり、承認された。
８．留学・語学研修終了に伴う単位認定について
英語学科主任より、別紙資料に基づき、留学・語学研修終了に伴う単位認定について報告があり、
承認された。
９. その他
なし。
Ⅱ．報告承認事項
１．平成 31 年度入学試験合否判定(自己推薦(前)、編入学、北京入試)について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、平成 31 年度入学試験合否判定(自己推薦(前)、編入学、北京
入試)について、平成 30 年 10 月 15 日外国語学部執行部会を開催し、合否判定を行った旨報告され
た。さらに、各学科主任より合否判定結果が報告され、承認された。
２．平成 31 年度入学試験合否判定(公募推薦、外国人留学生特別選抜前期、外国人留学生指定校前期)
について
髙尾議長より、平成 31 年度入学試験合否判定(公募推薦、外国人留学生特別選抜前期、外国人留
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学生指定校前期)について、外国語学部教授会開催がないため、例年どおり外国語学部執行部一任
とする旨の提案があり、承認された。
３．2019 年度交流協定校(フランス語圏・ドイツ語圏)派遣留学生の選考結果について
幹事より、別紙資料に基づき、2019 年度交流協定校(フランス語圏・ドイツ語圏)派遣留学生の選
考結果について報告があり、承認された。
４．2019 年度英語学科交流協定校(ドイツ語圏)派遣留学生選考試験合格者について
英語学科担当教員より、別紙資料に基づき、2019 年度英語学科交流協定校(ドイツ語圏)派遣留学
生選考試験合格者について報告があり、承認された。
５．兼職願について
幹事より、別紙資料に基づき、兼職願について報告があり、承認された。
６．海外渡航届について
幹事より、別紙資料に基づき、海外渡航届について報告があり、承認された。
７．2018 年度協定に基づく短期海外研究員の申込みについて
幹事より、別紙資料に基づき、2018 年度協定に基づく短期海外研究員の申込みについて報告があ
り、承認された。
８．2018 年度大学専任教育職員海外出張者の申込みについて
幹事より、別紙資料に基づき、2018 年度大学専任教育職員海外出張者の申込みについて報告があ
り、承認された。
９．2018 年度大学専任教育職員海外出張者の帰国について
幹事より、別紙資料に基づき、2018 年度大学専任教育職員海外出張者の帰国について報告があり、
承認された。
10．平成 31 年度学生支援センター教員兼担相談員の選任手続きについて
髙尾議長より、別紙資料に基づき、平成 31 年度学生支援センター教員兼担相談員の報告があり、
続いて、未定であった兼担相談員について報告があり、承認された。
11．学生の派遣について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、学生の派遣について報告があり、承認された。
12. 2018 年度全学プロジェクト事業(公募採択事業)について
中国語学科主任およびＭＬＰ実行委員会委員長より、別紙資料に基づき、2018 年度全学プロジェ
クト事業(公募採択事業)の中間報告について説明があり、承認された。
13. 英語学科 1 年生対象 5 系選択およびインターンシップ説明会の開催について
英語学科教務委員会委員長より、別紙資料に基づき、英語学科 1 年生対象 5 系選択およびインタ
ーンシップ説明会の開催について説明があり、承認された。
14. 2018 年度フランス語圏現地研修について
英語学科担当教員より、別紙資料に基づき、2018 年度フランス語圏現地研修について説明があり、
承認された。
15. 副免許取得希望学生の他学科履修願い出書について
英語学科主任および日本語学科主任より、別紙資料に基づき、副免許取得希望学生の他学科履修
願い出書について説明があり、承認された。
16. 平成 30 年度ｽﾎﾟｰﾂ奨学生の退部に伴う奨学生辞退について
髙尾議長より、平成 30 年度ｽﾎﾟｰﾂ奨学生の退部に伴う奨学生辞退について説明があり、承認され
た。
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17. 学生の留学一時帰国について
英語学科主任より、学生の留学一時帰国について説明があり、承認された。
18. 2019 年度大学専任教育職員海外研究員の申込みについて
髙尾議長より、2019 年度大学専任教育職員海外研究員の申込みについて報告があり、承認された。
19. その他
なし。
Ⅲ．報告事項
１．2018 年度学位記授与式実施計画について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、2018 年度学位記授与式実施計画について報告された。
２．キャリアセンターからの報告について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、キャリアセンターからの報告について報告された。
３．2019 年度入学者の定員管理について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、2019 年度入学者の定員管理について報告された。
４．2019 年度全学プロジェクト事業(公募採択事業)の決定について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、2019 年度全学プロジェクト事業(公募採択事業)の決定につい
て報告された。
５．学生支援センターからの報告について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、学生支援センターからの報告について報告された。
６．国際交流センターからの報告について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、国際交流センターからの報告について報告された。
７．教職課程センターからの報告について
教職課程センター所長より、別紙資料に基づき、2018 年度質問紙回答からみる本学学生の教職志
望度について報告された。
８．2019 年度入学試験における受入目途数および判定ラインについて
髙尾議長より、別紙資料に基づき、2019 年度入学試験における受入目途数および判定ラインにつ
いて報告された。
９．2021 年度入学試験の改革について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、2021 年度入学試験の改革について報告された。
10. TJUP（埼玉東上地域大学教育プラットフォーム）における中長期計画について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、TJUP（埼玉東上地域大学教育プラットフォーム）における中
長期計画について報告された。
11. スポーツ科学系副専攻にかかる学則改正（案）について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、スポーツ科学系副専攻にかかる学則改正（案）について報告
された。
12. 留学（英語）副専攻にかかる学則改正（案）について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、留学（英語）副専攻にかかる学則改正（案）について報告さ
れた。
13. 無国籍写真展の報告について
ＭＬＰ実行委員会委員より、無国籍写真展が無事終了した旨報告された。
14. 教育費負担軽減新制度について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、教育費負担軽減新制度について報告された。
15. 教育費負担軽減要件等整備部会の設置について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、教育費負担軽減要件等整備部会の設置について報告された。
16. シラバス部会からの報告について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、シラバス部会からの依頼について報告された。
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17. アセスメント部会からの報告について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、大東文化大学アセスメント・ポリシー策定について報告され
た。
18. ＦＤ委員会からの報告について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、2018 年度卒業時アンケート実施について報告された。
19. Daito BASIS について（修正）
髙尾議長より、別紙資料に基づき、Daito BASIS の修正について報告された。
20. PROG の実施について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、PROG の実施について報告された。
21. 95-100 周年大学ブランディング広報戦略について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、95-100 周年大学ブランディング広報戦略について報告された。
22. 緑山キャンパス整備構想の計画変更について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、緑山キャンパス整備構想の計画変更について報告された。
23. 東松山キャンパス運営委員会からの報告について
東松山担当主任より、別紙資料に基づき、東松山キャンパス運営委員会について報告された。
24. 語学教育研究所からの報告について
語学教育研究所長より、別紙資料に基づき、語学教育研究所主催の研究発表会、講演会につい
て報告された。
25. 2018年度後期試験実施について
幹事より、別紙資料に基づき、2018年度後期試験実施について報告された。
26. 平成30年度板橋区文化・国際交流財団顕彰該当者募集について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、平成30年度板橋区文化・国際交流財団顕彰該当者募集につ
いて報告された。
27. その他
髙尾議長より、法学研究所主催「第 28 回公開シンポジウム」の開催について報告された。
Ⅳ．教員人事
①2019 年度専任教員人事計画の変更(案)について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、2019 年度専任教員人事計画の変更(案)について報告された。
②2019 年度特任教員・客員教員・助教等人事計画の変更(案)について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、2019 年度特任教員・客員教員・助教等人事計画の変更(案)
について報告された。
③2019 年度中国語学科専任教育職員の採用について
中国語学科主任より、中国語学科専任教員候補者の採用について提案があり、投票の結果、投
票総数の３分の２を得たので、候補者の採用が承認された。
③2019 年度中国語学科特任教育職員の採用について
中国語学科主任より、中国語学科特任教員候補者の採用について提案があり、投票の結果、投
票総数の３分の２を得たので、候補者の採用が承認された。
⑤2019 年度英語学科非常勤講師の採用について
英語学科主任より、英語学科非常勤講師候補者の採用について提案があり、投票の結果、投票
総数の３分の２を得たので、候補者の採用が承認された。
⑥2019 年度英語学科非常勤講師の採用について
英語学科主任より、英語学科非常勤講師候補者の採用について提案があり、投票の結果、投票
総数の３分の２を得ることができなかったため、候補者の採用が否決された。
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⑦2018 年度中国語学科非常勤講師の退職について
中国語学科主任より、中国語学科非常勤講師より退職願いが提出された旨報告され、承認され
た。
⑧2018 年度中国語学科非常勤講師の採用について
中国語学科主任より、中国語学科非常勤講師の退職に伴う採用について提案があり、投票の結
果、投票総数の３分の２を得たので、候補者の採用が承認された。
⑨2019 年度中国語学科非常勤講師の採用について
中国語学科主任より、中国語学科非常勤講師の採用について提案があり、採用候補者の説明後、
学科で選出された選考委員が報告され、選考委員会設置が承認された。
⑩2019 年度非常勤講師の移籍の依頼について
髙尾議長より、別紙資料に基づき、2019(平成 31)年度非常勤講師移籍の依頼について報告があ
り、承認された。
⑪2020 年度英語学科 3 号特任教員の再雇用申請について
髙尾議長より、2020 年度英語学科 3 号特任教員の再雇用申請書の提出について報告があり、選
考委員会設置が承認された。
⑫2018 年度英語学科助教の退職および割愛について
髙尾議長より、英語学科助教の退職願いが提出された旨報告され、承認された。
⑬2019 年度英語学科助教の採用について
髙尾議長より、英語学科助教の退職に伴う英語学科助教の採用について、選考委員会設置が承
認された。
⑭2019 年度専任教員昇任人事について
対象教員の昇任候補者選考委員会委員長より、別紙報告書に基づき、昇任候補者選考委員会の
審査結果が報告され、構成員からの質疑応答が行われた。外国語学部内規第２１条第６項に基づ
き、次回教授会まで外国語学部事務室にて同氏研究業績の閲覧を可能とし、次回教授会において
質疑応答を行った後、昇任可否投票を実施することとした。
以上
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