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２０１８年度 第８回 スポーツ・健康科学部教授会議事録要旨 

 

日 時： ２０１８年１２月１１日（火）午後 ３時２８分～午後 ５時３６分 

場 所： 東松山校舎 管理棟３階 大会議室 

構成員： ５４名（定足数２７名 ※参入しない者１名） 

出席数： ４９名（定足数充足） 

欠席者：  ５名 

議 長： スポーツ・健康科学部長 

 

 

《報告事項》 

  １．自己点検・評価合同（推進、大学、法人経営）委員会からの報告 

   ①大東文化大学基準別基本方針改定案について 

   ②大東文化大学建学の精神等に関する調査結果の周知について 

    議長より、上記 2件の資料に基づき、以下のとおりそれぞれ報告があった。 

 

  ２．東松山キャンパス運営委員会報告について 

議長の指名により、東松山担当主任のスポーツ科学科教授から資料に基づき、11 月 22

日開催の東松山キャンパス運営委員会の報告がなされた。 

 

  ３．2019年度 学園・大学の会議日程について 

議長より、2019年度 学園・大学の『会議開催予定表』の資料に基づき説明があり、こ

の会議日程に沿うかたちで、１月以降の教授会において、事務方より次年度教授会等の日

程案を提示することとなる旨の報告がなされた。 

 

  ４．2019年度 大学入学式実施計画について 

議長より、2019年度の入学式は、2019年 4月 1日（月）にさいたまスーパーアリーナ・

コミュニティアリーナにおいて挙行されること、大学院入学式は別開催（4月 3日(水)）

となる旨、資料に基づき報告がなされた。 

 

  ５．卒業生調査の実施について 

   議長より、資料に基づき卒業生調査を実施すること、この調査の実施は、私立大学等改

革総合支援事業および第３期認証評価の「内部質保証」でも期待されており、施策のエビ

デンス資料の一部として活用するためのものであり、その依頼方法や実施期間等について

報告がなされた。 

 

  ６．「Daito BASIS」科目について（再修正） 

議長より、前回教授会において、科目一覧にある文言及び表現が一部適切でないとの指

摘等を踏まえ一部修正がなされたが、それ以降に新たに軽微な文言の一部修正があったこ

との報告があり、改めて次年度の履修の手引き（「羅針盤」）や時間割表に掲出する準備を

進めてほしい旨の指示がなされた。 

 

  ７．全学教務委員会語学系部会からの中間報告と｢英語教育に関する事態調査｣ 

    の実施について 

   議長より、資料に基づき、全学教務委員会からの諮問事項のうち「語学系科目（英語）

の検討」を行い、取りまとめられた全学的な英語教育に関する中間報告書について概略説

明があった。 
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  ８．緑山キャンパス活用構想（11月報告）について 

   議長より、本件は理事会での報告に基づくものであり、緑山キャンパス再開発の構想と

その議論を推し進める中にあって、東松山キャンパス北側敷地への運動施設の増築に至っ

た経緯と、その機能移転に伴う部分を除いた緑山キャンパス再開発の規模・範囲等につい

ての概略説明があり、看護学科の地域包括ケア拠点の実現に関しても構想に盛り込まれて

いることの報告がなされた。 

 

  ９．入学センターからの報告について 

   ①2019年度大学入試センター試験実施に係る試験監督者説明会等の開催について 

   ②センター入試における M-Lodgeの宿泊手続きについて 

    議長より、上記 2件の資料に基づき、それぞれ報告があった。 

 

 １０．学生支援センターからの報告について 

   ①フレンドシップ・ウォーク 2019の実施（案）について 

    議長より、資料に基づき、フレンドシップ・ウォーク 2019の実施計画（案）について

説明があり、詳細等については決定次第改めて発表される旨の報告がなされた。 

 

 １１．国際交流センターからの報告について 

   ①2019年度 奨学金留学生派遣枠の調整について 

 ②2019年度 交流協定校（アジア・アフリカ圏）派遣留学生［8･9月出発生］募集 

③2018年度 タイ・シラパコーン大学タイ文化体験キャンプ募集 

④2019年度後期 官民協働海外留学支援制度「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」日本代表 

プログラム募集 

    議長より、上記 4件の資料に基づき、それぞれ報告があった。 

 

１２．その他 

   特になし 

 

 

《報告承認事項》 

  １．第 65回臨床検査技師国家試験受験資格認定者について＜健康科学科＞ 

議長の指名により健康科学科主任教授から、資料に基づき報告説明があり、審議の結果

これが了承された。 

 

  ２．100周年＋10ブランドプロジェクト 学内アンケートの実施およびワークショップ 

参加教員の選出について 

   議長より、資料に基づき説明があり、①学内アンケート実施（Web による回答）にかか

る協力要請と、②ワークショップ参加教員の選出（選出要件に基づき各学科 2名）につい

て各学科協議会にて選出された結果報告をするよう指示があり、それぞれ推薦がなされた。 

 

  ３．大東文化大学アセスメント・ポリシーの修正（案）について 

   議長より、各学部教授会からの意見等を踏まえ、資料のとおりに最終的な「アセスメン

ト・ポリシー」が取りまとめられた旨の報告がなされた。これに対し、学部長からの意見

の開陳があり、各構成員においても何か評価指標に関する意見等があれば、学部長に意見

を寄せてほしい旨要請がなされた。 

 

  ４．2019年度 PROG テスト実施に伴う解説セミナーの開催日・実施方法について〈再〉 
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議長より、資料に基づき、前回教授会でも説明したとおり、PROGテスト実施後の「解

説セミナー（業者による説明会）」を来年５月の中旬以降に実施するにあたり、来年 1 月

中旬までには決定するよう改めて要請があり、決定次第、各学科主任を通じて事務方（幹

事）へ連絡するよう指示がなされた。 

 

  ５．その他 

   ①2018年度 環境創造学部学位記授与式及び交付式への出席依頼について 

    議長より、本年度４月より本学部へ移籍された教員３名に対して、来年 3月 20日（水）

午後の部で実施される環境創造学部の学位記授与式及び交付式に出席することの配慮要

請がなされていることについて資料に基づき説明があり、全会一致でこれが承認された。 

   ②新学会のホームページ更新および「羅針盤」への掲出について 他 

議長より、各学科主任へHP 掲載資料の取りまとめ・提出を要請しており、改めて提

出データ資料についての説明と協力要請がなされた。 

   ③大東文化大学と山梨学院大学との連携協力に関する包括協定締結について 

    議長より、資料に基づき、本学と山梨学院大学との連携協力に関する包括協定締結調

印式が行われたことの報告がなされた。 

 

 

《議 案》 
  １．2019年度 スポーツ推薦（前期）、自己推薦（後期）、社会人特別選抜入学試験 

合否判定について 

    議長の指名により、スポーツ科学科主任教授及び健康科学科主任教授、看護学科主任

教授から、自己推薦（後期）入学試験、スポーツ推薦（前期）入学試験の合否判定につ

いて各学科協議会での審議結果を踏まえ、資料に基づきそれぞれ報告・提案があり、こ

れが承認された。 
 

  ２．【追認】2019年度 公募制推薦、外国人留学生（前期）入学試験〔11/18〕の合否 
判定結果について 

議長より、11 月 18 日に実施された公募制推薦入学試験及び外国人留学生（前期）入学

試験にかかる合否判定については、前回教授会において執行部一任として判定処理をする

ことが承認となっている旨前置きののち、資料に基づき合否判定結果の報告があり、これ

が承認〔追認〕された。 

 

  ３．2020年度 入学試験の改革について 

   議長より、資料に基づき、入学センターからの「2020年度入試改革のポイント」につい

て説明があり、いずれも優秀な学生を確保するチャンスと捉え、各学科で検討し、次回学

科協議会で決し、その後の教授会で回答書に沿って報告願いたい旨要請がなされた。 

 

  ４．健康科学科専任教員（移籍者後任／臨床生理学他 担当）の採用人事に関する件 

議長の指名により、人事選考委員会委員長である健康科学科教授から、選考経過及び採

用候補者「適任者なし」となった旨の報告がなされた。 

これに対して健康科学科主任教授より、資料に基づき、今回の専任教員採用人事（枠）

は今年度現時点で凍結をして、次年度新たにこの人事選考をやり直すこととし、次年度も

継続して２名の非常勤講師に代講措置（増コマ対応）をお願いしたいとの発議がなされ、

慎重審議の結果、資料（案）のとおり非常勤講師２名の継続による対応をすること、その

前提として学部長会議に上程するための手続きを執ることについて提案があり、全会一致

でこれが承認となった。 
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  ５．スポーツ科学科非常勤講師の採用人事について 

   ①非常勤講師（発育発達論 他 担当：選考委員会報告） 

審議の結果、拍手をもって採用候補者とすることが承認となった。 

 

  ６．健康科学科非常勤講師の採用人事について 

   ①非常勤講師（サバチ代講Ａ：選考委員会報告） 

審議の結果、拍手をもって採用候補者とすることが承認となった。 

 

   ②非常勤講師（サバチ代講Ｂ：選考委員会報告） 

審議の結果、以下のとおり拍手をもって採用候補者とすることが承認となった。 

 

  ７．看護学科非常勤講師の採用人事について 

   ①非常勤講師（生化学 担当：選考委員会報告） 

審議の結果、拍手をもって採用候補者とすることが承認となった。 

 

  ８．年度途中におけるスポーツ科学科非常勤講師の退職及びそれに伴う代講措置 

（兼担・増コマ）の追認について 

   議長の指名により、スポーツ科学科主任教授から資料に基づき、年度途中ではあるが、

学科非常勤講師が体調不良により退職することになったことを受け、速やかに学科協議会

において協議した結果、今年度残りの授業対応として同学科専任教員２名にて代講するこ

ととし、教授会への付議・承認を待たずして学部長判断でその手続きを進めたことについ

て追認願いたい旨の報告・提案がなされた。さらに、手続きが前後するものの同非常勤講

師からの「退職願」の提出がなされたことから、これも了承願いたい旨あり、審議の結果、

これらがすべて承認された。 

 

  ９．健康科学科特任助手の後任補充人事に関する件 

    ＜特任助手の任期満了に伴う補充／人事選考委員会の設置＞ 

議長の指名により、健康科学科主任教授から、健康科学科特任助手の退職（任期満了）に

伴う後任補充（採用）について、現在、同学科特任助手増員２名の新規採用の人事選考委員

会が立ち上がっている最中であるため、追加募集１名として同じ委員会での公募・選考をお

願いしたい旨要望・提案があり、これが承認され、選考委員会委員が発足された。 

 

 １０．次期（2019/2020年度）学科主任等の推薦について≪スポーツ科学科・健康科学科≫ 

議長の指名により、スポーツ科学科主任教授及び健康科学科主任教授から、両学科協議

会を経て次期学科主任等がそれぞれ推薦されたことの報告があり、拍手をもってこれが承

認された。 

 

 １１．2019年度 海外奨学金留学規程に基づく奨学金留学生（追加募集）の選考について 

   議長の指名により、スポーツ科学科主任教授から資料に基づき、同学科協議会における

結論としては、今回「追加募集」というかたちをとり、応募者の選考にかかる提出書類の

確認や面接を行った結果、スポーツ科学科２年生（１名）が奨学金留学生に決定したこと

の説明があり、審議の結果これが承認された。 

 

１２．2019年度 副免許取得希望学生の他学科履修希望者の受入れについて 

議長の指名により、スポーツ科学科主任教授から、教育学科 1名の 2019年度副免許の申

請が出ており、既に面談も終了し、学科協議会にてこれを審議した結果、受入れることと

なった旨の説明があり、これが承認された。 
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１３．2019年度 学年暦（案）について 

   議長より、資料に基づき、新天皇の即位に伴う対応として「4/29(月)～5/6(月) 全学休

校」「10/22 全学休校（即位礼正殿の儀 予定）」となり、教育学科・健康科学科・看護学

科を除いた全学の前期授業回数として 15回を確保できない暦となる旨の説明があり、審議

の結果、これが承認された。 

 

 １４．大東文化大学助教規程およびスポーツ・健康科学部特任助手の任用にする規程 

の改正（案）について【参考(法人規則)： 特任教員就業規則の改正（案）について】 

   議長の指名により、事務方（幹事）から資料に基づき概略説明があり、審議の結果、こ

れが承認された。 

 

 １５．兼職について 

   議長より、資料に基づきそれぞれ説明があり、これが承認された。 

 

 １６．海外渡航等について 

   議長より、資料に基づきそれぞれ説明があり、これが承認された。 

 

 １７．学籍異動について 

   議長より、資料に基づき説明があり、これが承認された。 

 

 １８．学生の派遣について 

   議長より、資料に基づきそれぞれ説明があり、これが承認された。 

 

 １９．その他 

   ①2019年度 スポーツ科学科非常勤講師の採用に関する件＜人事選考委員会の設置＞ 

議長の指名により、スポーツ科学科主任教授から議案８.において審議されたスポーツ

科学科非常勤講師の退職に伴う後任補充（採用）および本務校の関係で次年度契約更新を

辞退したい旨申し出があった同学科非常勤講師の後任補充（採用）を要する旨の説明・願

い出があり、これらが承認され、人事選考委員会の発足となった。 

 

以 上 

 


