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2019（平成 31）年度 第 2回経済学部教授会議事録（要旨） 

 

日時：2019（令和元）年 5 月 10 日（金）14:00～ 

場所：板橋校舎 2 号館 2 階 20221 会議室 

専任教員現在数： 41 名（助教 2 名を含む） 

出席教員：41 名 

 

議題１．教務委員会報告に関する件 

角田保教務委員会委員長が、「資料」に基づき以下 2 件について説明し、審議の結果、 

教授会はこれらを承認した。 

１．2020（令和 2）年度｢専門演習Ⅰ｣（2 年ゼミ）募集関係について 

２．2019（平成 31）年度履修者数について 

 

議題２．2020（令和 2）年度国内研究員の推薦に関する件 

  上遠野武司学部長が「資料」に基づき、石井寿美世社会経済学科准教授から提出のあ

った国内研究員申請書について説明し、教授会はこれを承認した。 

 

議題３．兼業の承認に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、2019（平成 31）年 3 月 18 日付で学部長承認

とした高安雄一社会経済学科教授以下 2 名の兼業および 2019（平成 31）年 3 月 26 日付

で学部長承認とした顧濤現代経済学科准教授の兼業について報告し、引き続き、髙田未

里社会経済学科准教授以下 4 名の兼業について説明し、審議の結果、教授会はこれらを

承認した。 

 

議題４．海外渡航に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、松村岳志社会経済学科教授以下 3 名の海外渡

航について説明し、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 

 

議題５．学籍異動に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、2 名の退学、2 名の休学ついて説明し、審議の

結果、教授会はこれらを承認した。 

 

議題６．2020（令和 2）年度指定校推薦入試に係る指定校の選定に関する件 

松村岳志入試検討委員会委員長が「資料」に基づき、同選定について 2019（令和元）

年 5 月 17 日までに入試広報課に選定結果を報告することから、5 月 17 日に開催する入
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試検討委員会一任で対応したい旨および第 3 回教授会（6 月 14 日開催）で報告し承認を

得たい旨を説明した。審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題７．2020（令和 2）年度外国人留学生受入に関する件 

松村岳志入試検討委員会委員長が「資料」に基づき、同選定について 2019（令和元）

年 5 月 24 日までに入試広報課に選定結果を報告することから、5 月 17 日に開催する入

試検討委員会一任で対応したい旨および第 3 回教授会（6 月 14 日開催）で報告し承認を

得たい旨を説明した。審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題８．2019（平成 31）年度スポーツ奨学生の認定に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同奨学生の候補者について説明し、審議の結

果、教授会は原案通りこれを承認した。 

 

議題９．2020（令和 2）年度スポーツ推薦入学試験の配分原案に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同入学試験における各運動部の推薦人数配分

等について趣旨を説明した後、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題 10．2019（平成 31）年度博物館実習指導・派遣教員の選出に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、博物館学芸員養成課程の実習を行う経済学部

生について説明した。田中達也博物館学講座委員より、同委員会により、狭山市立博物

館には松村岳志社会経済学科教授、大東文化大学ビアトリクスポター資料館には岡田知

久現代経済学科講師が派遣されることが決定している旨を説明し、審議の結果、教授会

はこれを承認した。 

 

議題 11．2020（令和 2）年度協定校派遣留学生募集（英語圏）の選考委員の委嘱に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、英語圏の派遣教員について、岩澤勝彦語学研

修・留学サポート委員会委員に選出を依頼したい旨を提案し、審議の結果、教授会はこ

れを承認した。 

 

議題 12．2018（平成 30）年度大東文化大学主催語学研修プログラム（春期英語研修） 

の単位認定に関する件 

中野耕市語学研修・留学サポート委員会委員長が「資料」に基づき、以下の通り説明

し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題 13．2019（平成 31）年度大東文化大学主催語学研修プログラム単位認定（案）に関する件 

中野耕市語学研修・留学サポート委員会委員長が「資料」に基づき、国際交流センタ
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ーより依頼のあった、同プログラムの単位認定について検討した結果、全ての研修につ

いて単位認定が可能となったことを説明し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題 14．2017（平成 29）年度海外研究員の成果物公表に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、池田剛士現代経済学科教授から提出のあった同

海外研究員の成果物（研究成果に基づく論文）公表について報告し、教授会はこれを承認

した。 

 

議題 15．2018（平成 30）年度特別研究費の研究成果報告書に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、顧濤現代経済学科准教授から提出のあった同研

究費の成果報告書について報告し、教授会はこれを承認した。 

 

議題 16．2018（平成 30）年度海外研究経過報告書に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、土橋俊寛社会経済学科准教授から提出のあった

同報告書について報告し、教授会はこれを承認した。 

 

議題 17.その他 

 ・経済学部教員選考審査規程改正（案）について 

上遠野武司学部長は、意見がある場合は、執行部宛に提出してほしい旨を補足し、

継続して審議しいていくことを提案し、教授会はこれを承認した。 

 

報告承認事項１．経済学部教職副専攻に関する件 

村俊範現代経済学科主任が「資料」に基づき、同副専攻について先例のある法学部政治

学科（教職課程設置）と法律学科（教職課程非設置）間の方針に準拠する形で、副専攻申

込者があった場合、以下の通り実施する旨を報告し、教授会はこれを承認した。 

副専攻（申込み）対象者 現代経済学科 1 年生 

副専攻受入教科 中学社会、高校地歴、高校公民 

選考 送出し（現代経済）学科、受入れ（社会経済）学科ともに

担当教員（学科主任等）による選考（面接等）を行う。 

 

報告承認事項２．2019（平成 31）年度オープンキャンパス担当者の派遣に関する件 

村俊範現代経済学科主任が「資料」に基づき、2019（平成 31）年度オープンキャンパ

ス担当者の派遣および 2020（令和 2）年度推薦入試等における試験委員の選出について

報告した。当日都合の悪い担当者は、変更者と相対で合意の上、速やかに各学科主任および

入学センターへ連絡する旨を要請し、教授会はこれらを承認した。 
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報告承認事項３．学生の派遣に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、学生 2 名の派遣について報告し、教授会はこ

れを承認した。 

 

報告１．東松山キャンパス運営委員会報告について 

山下東子東松山担当主任が、「資料」に基づき報告した。 

 

報告２．全学教務委員会報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、以下4件については、事前にキャビネットに格

納し、意見を回収した旨を報告した。 

 ・教育費負担軽減要件等整備部会からの報告（GPA制度）について 

 ・シラバス部会からの報告（ボランティアの単位化）について 

 ・語学系部会からの報告（全学的な英語教育に関する答申）について 

 ・学長発信「大東文化大学語学教育の基本方針」について 

 

報告３．大学と同窓会の連携強化のための検討委員会からの報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同委員会報告書について説明した。 

 

報告４．大東文化大学教学ＩＲ委員会規程の改正（案）について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、同規程の改正の趣旨および主な改正点について補足説明した。 

 

報告５．キャリアセンターからの報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、進路報告書の提出状況について報告した。 

 

報告６．2019（平成 31）年度科学研究費補助金採択状況について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、同補助金の採択状況について報告した。 

 

報告７．2020（令和 2）年度教員人事及びカリキュラム編成等にかかる日程について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、同日程について報告した。 

 

報告８．2019（平成 31）年度大学役職者について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格
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納している旨を説明し、社会学研究所長の新任について報告した。 

 

報告９．講演会（教職員対象ＳＤ研修）の開催について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、教職員対象SD研修の一環として４月１５日に講演会が開催され

たことを報告した。 

 

報告 10. 学長室および教学ＩＲ委員会からの報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、同委員会のデータ提供について補足説明した。 

 

報告 11. 2019（平成 31）年度大東文化大学名誉教授称号記授与式の挙行について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、同授与式の挙行について補足説明した。 

 

報告 12. 100周年＋10ブランドプロジェクトについて（経過報告と今後のスケジュール）について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、同プロジェクトでは2回のセミナーが実施され、葛目知秀社会経

済学科准教授と津布久将史現代経済学科講師が同プロジェクトより出席要請を受け参加

したこと等の経過報告と今後のスケジュールについて補足説明した。 

 

報告 13. 「DAITO VISION 2023+10」のミッションについて（中間報告）について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、同ミッションについて報告した。 

 

報告 14. 学校法人大東文化学園平成 30年度事業報告（大学部分）（案）について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、同事業報告（案）について報告した。 

 

報告 15. 学生支援センターからの報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、以下の 3 件について補足説明した。 

 １．2019（平成 31）年度夏季休暇中の菅平セミナーハウスの予約方法について 

 ２．2019（平成 31）年度ゼミ合宿（正課活動）に伴う申請について 

  ・レンタカーまたは自家用車を使用する場合の申請方法 

 ３．2018（平成 30）年度退学除籍者について 
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報告 16. 国際交流センターからの報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、以下の 3 件について補足説明した。 

 １．2019（平成 31）年度協定に基づく教員派遣募集について 

 ２．2020（令和 2）年度交流協定校（中国語圏・アジア・アフリカ）派遣留学生 

の募集について 

 ３．2019（平成 31）年度海外留学フェアについて 

 

報告 17. 地域連携センターからの報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、この案件については事前にキャビネットに格

納している旨を説明し、同センター社会連携・社会貢献部会委員の推薦について補足説

明した。 

 

報告 18. 予算委員会からの報告について 

布袋正樹予算委員会委員長が「資料」に基づき、新規事業及び増額事業にかかるプロ

ポーザル作成について説明した。 

 

報告 19. 経済学会編集員会からの報告について 

津布久将史経済論集委員会委員が「資料」に基づき、『経済論集』第 112 号原稿募集に

ついて締切日等を説明した。 

次に学生懸賞論文要項（懸賞論文、研究ノート・エッセイ・博物館小論文部門）につ

いて、変更点およびテーマ、応募規定、締切日等説明し、学生への周知を依頼した。 

 

報告 20. 2019（平成 31）年度経済学会通常総会の開催について 

土橋俊寛経済学会事務局長が「資料」に基づき、同通常総会を５月１７日に開催する

ので参加可能な学生への呼びかけをお願いしたいということについて説明した。 

 

報告 21. 板橋校舎自衛消防訓練（総合訓練）の実施について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同消防訓練について 6 月 21 日（金）に板橋校

舎にて実施する旨を説明した。なお、授業時間帯であることから、当日同時限に授業及

び在校している教員に対しての協力を依頼した。 

 

報告 22. 板橋校舎 2号館空調及び照明工事の実施について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同工事の実施にあたり、管理部及び工事業者

が現場調査のため 5 月 17 日（金）に研究室に立ち入り写真撮影を行う旨を説明した。 
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以上をもって、本日の議案の審議、報告承認事項の審議、報告事項をすべて終了し、

次回教授会は 2019 年 6 月 14 日（金）14:00 より開催することを確認し、上遠野武司学

部長が 16:16 閉会を宣言した。 

 


