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２０１９年度 第７回 スポーツ・健康科学部教授会議事録要旨 

 

日 時： ２０１９年１１月１２日（火）午後 ３時３０分～午後 ６時０７分 

場 所： 東松山校舎 管理棟３階 大会議室 

構成員： ６０名（定足数３１名 ※参入しない者１名） 

出席数： ５８名（定足数充足） 

欠席者：  ２名 

議 長： スポーツ・健康科学部長 

 

 

《報告事項》 

  １．東松山キャンパス運営委員会からの報告について 

   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、10 月 31

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。 

 

  ２．2020年度 学園基本方針・行動計画について 

   議長より、資料のとおり 2020年度学園の基本方針・行動計画が過日の理事会で承認とな

ったこと、これを踏まえて現在、各部局・予算単位において来年度事業計画の立案と予算

編成が鋭意行われていることの報告がなされた。 

 

３．全学プロジェクト事業（公募採択事業）の決定について 

   議長より、資料に基づき、2020年度いわゆる学長予算の取扱いによる公募採択事業（６

件）の採択結果についての報告があり、そのうち本学部スポーツ科学科（申請者：健康科

学科教授）のプロジェクトが１件採択された。 

 

４．令和２年度「全国学生調査（試行実施）」について 

議長より、資料に基づき説明があり、先生方からも３年生対象のゼミや授業において学

生に周知、協力するよう促してほしい旨の要請がなされた。 

 

５．学生支援センターからの報告について 

   ①学科・学年別の退学・除籍者数データ（2019.9.30現在） 

②台風 19号等の影響により被災にあった学生への配慮について〈続〉 

議長より、①と②の資料に基づき、それぞれ報告説明がなされた。 

 

  ６．入学センターからの報告について 

   議長より、資料に基づき説明があった。 

 

  ７．キャリアセンターからの報告について 

   議長より、資料に基づき説明があった。 

 

  ８．国際交流センターからの報告について 

議長より、資料に基づき報告がなされた。 

 

９．株式会社大東スクラムについて 

   議長より、資料に基づき説明があり、一部の教員からの意見があった。 

 

 １０．スポーツ科学科 第 12回大運動会の実施報告について 
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議長の指名により、スポーツ科学科主任教授から 11 月 1 日に開催された大運動会につ

いて無事に終了したことの口頭報告がなされた。 

 

 １１．スポーツ科学科同窓会総会の開催および同学科ホームカミングパーティ（11/23） 

の実施について 

議長の指名により、スポーツ科学科主任教授からスポーツ科学科卒業生による同窓会総

会の開催、総会終了後には、毎年恒例の学科のホームカミングパーティを実施する予定で

あることの口頭報告がなされた。 

 

 １２．「学習成果の可視化」に関する講演会の動画公開について 

   議長より、資料に基づき、全学ＦＤ委員会から今回の講演会に欠席された先生方に関し

ては、可能な限り公開動画の閲覧を行い、アンケートを提出するよう要請がなされた。 

 

 １３．その他 

   ①働き方改革に伴う有給休暇の取得について 

    議長の指名により、事務方（幹事）から資料に基づき、本年４月１日から労働基準法の

改正により有給休暇の取得が義務付けられたことから、本年度の学園の方針としては、自

己申告に基づき、別紙「有給休暇取得報告書」に依り、年５日以上取得したことを作成・

申告のうえ、年度末に学部事務室事務長まで提出願いたい旨の説明があった。 

 

 

《報告承認事項》 

 １．2020年度 自己推薦（前期）入学試験および編入学試験（10/20）合否判定結果 

について＜追認＞ 

   議長より、10 月 20 日に実施された自己推薦（前期）入学試験及び編入学試験にかかる

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、これが追認された。 

 

  ２．2020年度 入学試験における受入目途数および入学定員管理について 

   議長より、入学センターから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の

指針が提示され、受入目途数については、学部・学科を改組するための前提条件となる４

年間平均入学定員超過率を上限とし、看護学科については完成年度まで、私立大学等経常

費補助金交付の算定基礎となる学部の超過率から対象外であるものの、認可申請について

は含まれるため要注意である旨の概括説明があり、これが了承された。 

 

  ３．2020年度 第一高校推薦入学試験における出願希望調査結果について 

   議長より、資料に基づき説明があり、これが了承された。 

 

  ４．2019年度 スポーツ奨学生の退学に伴う奨学生辞退について 

議長より、資料に基づき、本件対象者は先程の学籍異動における退学者の１人として追

認された者であり、スポーツ推薦入試合格者でスポーツ奨学生であったが、退学により奨

学生辞退となった旨の説明があり、これが承認された。 

 

  ５．2020年度 スポーツ・健康科学部 事業計画（案）及び予算（案）について 

議長より、各学科協議会での審議結果を踏まえ、事業計画（案）及び予算（案）の各資

料内容をすべて尊重することとしたい旨の提案があり、これが承認された。 

 

  ６．ＧＰＡ対象外科目の抽出についておよび 2020年度評価付与内規（修正版）試験的 

導入について 
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議長より、各学科にて抽出・作成されたＧＰＡ対象外科目一覧については、このまま全

学教務委員会へ提出したい旨提案があり、これが承認された。 

併せて議長より、資料に基づき説明があり、全学教務委員会から提示された「評価付与

内規（修正版）」を踏まえ、主に講義科目を対象として 2020年度を試験的導入期間として

成績評価に活用願いたい旨の要請がなされた。 

 

  ７．学長候補者選挙の実施について 

議長より、次期学長候補者の選挙公示内容、選挙実施に関する確認事項について資料に

基づき説明があり、これが了承された。 

 

８．その他 

①学部国際交流事業・学生のオランダ CIOS校への海外研修について 

    議長の指名により、学部国際交流委員会委員長のスポーツ科学科教授から、前回の教

授会において、今年度の予算執行状況と残金執行についての方針が認められ、オランダ

NOVA 大学 CIOS 校との交流事業の１つとなっている学生の短期海外研修を実施すること

になった旨の報告があり、学部において CIOS校との窓口となっている担当の健康科学科

教授に代わって学部長から、今後の予定等について報告・提案があり、これが了承され

た。 

 

②2020年度 シラバス執筆について 

議長より、全学教務委員会シラバス部会からの報告及び要請について、各種資料に基

づき説明がなされた。全学のシラバス作成指針に沿って『シラバス作成例』に基づいた

シラバス執筆を行い、特に「成績評価の方法・基準」や「履修上の注意」欄は具体的か

つ正確に記入願いたい旨の指示がなされた。さらには、シラバス執筆後の『第三者チェ

ック』に関しても、各学科主任及び教務委員会等を中心にしっかりと行ってほしい旨の

要請があった。 

 

 

《議 案》 

  １．2020年度 公募制推薦、外国人留学生（前期）入学試験〔11/17〕および指定校、 

第一高校推薦入学試験〔12/1〕合否判定の執行部一任について 

   議長より、12月 1日実施予定の指定校、第一高校推薦入学試験にかかる合否判定につい

ては、入試センター運営委員会の決定に従い、その判定結果を 12月 4日までに入試広報課

へその旨連絡しなければならないことから、次回 12月 10日の定例教授会での審議・承認

では間に合わないため、かかる合否判定については学部執行部一任として取り計らった上

で、次回教授会において事後承認（追認）願うこととしたい旨提案があり、これが承認さ

れた。 

 

  ２．2020年度 専任教員の昇格人事について（選考委員会報告・投票） 

    健康科学科准教授（２名）の昇格について、投票の結果、2020年 4月より「教授」と

なることが、健康科学科講師（１名）の昇格について、投票の結果、2020年 4月より「准

教授」となることが、それぞれ決定した。 

 

  ３．健康科学科専任教員の採用人事【担当：臨床生理学】に関する件および非常勤講師 

の増コマ措置（継続）について 

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。 
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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行措置（増コマ対応）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。 

 

  ４．看護学科特任助手の新規採用人事について（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。 

 

  ５．健康科学科研究補助員【任期：2019.12.1～2020.3.31】の採用（欠員補充）について 

審議の結果、本年 12月 1日発令で 2020年 3月までの残任期間で、採用候補者とするこ

とが承認された。 

 

  ６．2020年度 健康科学科特任助手（新規）採用人事に関する件＜人事選考委員会 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が一身上の都合により

今年度末をもって退職したい旨の申し出があったことの報告があり、これに伴う後任補充

（採用）人事について提案がなされ、審議の結果これが承認され、選考委員会が発足された。 

 

  ７．2020年度 看護学科非常勤講師（新規）採用人事に関する件＜人事選考委員会 設置＞ 

① 非常勤講師（担当：人間と栄養） 

議長の指名により、看護学科主任教授から、看護学科非常勤講師非常勤講師の自己都合

退職に伴う後任補充（採用）について提案があり、これが承認され、選考委員会の発足と

なった。 

   ②非常勤講師（担当：生命倫理学） 

議長の指名により、看護学科主任教授から、兼担教員の社会学科教授の体調不良による

科目担当辞退に伴う後任補充（採用）について提案があり、これが承認され、選考委員会

の発足となった。 

 

  ８．2019年度 野外系実習授業（スケート・スキー・ゴルフ）の実施について 

  ９．2019年度 野外活動演習ウインター（スキー＆スノボ）の実施について 

   議長より、議案 8，9を同時に取り計らいたい旨提案があり、これが認められた。 

引き続き議長の指名により、スポーツ科学科主任教授から詳細な実施内容の確認等はス

ポーツ科学科協議会で審議・了承されたことから、資料に示すように例年どおり実施され

る冬季の野外系実習授業（２年次開講）と野外活動演習（３年次開講）である旨の説明が

あり、これらがすべて承認となった。 

 

 １０．日本サッカー協会公認Ｃ級コーチングライセンス講習会の実施について 

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、スポーツ科学科専門教

育科目「コーチング サッカーＡＢ」の授業の一環として例年実施しているサッカーＣ級コ

ーチングライセンス取得のための指導者講習会を今年も実施する旨の説明・提案があり、

審議の結果、これが承認された。 

 

 １１．教職課程センター兼担教員【任期：2020.4.1～2022.3.31】の選出について 

＜スポーツ科学科＞ 

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説明があり、先刻の

学科協議会において事前協議のうえ、スポーツ科学科特任教授を推薦したいこと、あ

らかじめ教職課程センターには確認等を行い、兼担教員として特任教員がその任に当

たることは問題がないこと、本人からの意思を併せて確認していることの補足説明が

なされ、審議の結果、これが承認された。 
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 １２．2020年度 兼担依頼等について 

議長より、文学部からの 2020年度授業科目の兼担依頼について、資料に基づき説明があ

り、各担当教員も再確認願いたい旨指示がなされ、審議の結果、これが承認となった。 

 

 １３．奨学金留学規程に基づく派遣人数枠の調整について 

議長より、資料に基づき説明があり、健康科学科・看護学科において 2020年度奨学金留

学規程に基づく学生派遣者として該当者がなかったことを踏まえ、同規程に基づき未実施

枠（各学科１名）分を他学部へ充当させることについて報告・提案があった。これに対し

てスポーツ科学科主任教授より、スポーツ科学科では１名の奨学金留学派遣者を決定して

いるが、当初２名の応募があり面談等を行い、うち１名は落選となった経過から、派遣枠

を他学部へ充当させることの回答期限までの間に、再度スポーツ科学科において当該学生

に再確認・調整等を行ったうえで、１名枠使用の有無の判断についてはスポーツ科学科に

一任願いたい旨要請がなされ、審議の結果、スポーツ科学科の判断結果を踏まえた上で、

他学部への枠を充当することが承認となった。 

 

１４．大東文化大学国内留学生修学助成規程の制定（案）および同修学助成制度運用委員会 

規則の制定（案）について 

議長より、資料に基づき説明があり、審議の結果これが承認された。 

 

 １５．健康科学科将来構想およびカリキュラム改編に伴う人事案件について 

   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概括説明がなされ、種々意見

の開陳があった。 

   ここで議長より、教員人事や移籍等に関する件については保留とし、今回の提案内容に

関してはその方向性についてのみ承認としたい旨提案があり、これが了承された。 

 

 １６．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。 

 

 １７．海外渡航等について 

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（追認）された。 

 

 １９．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。 

 

 ２０．その他 

   ①本学部学生の救護ボランティア活動への参加について 

議長の指名により、健康科学科教授から資料に基づき、救護活動及び健康測定におけ

る本学部学生のボランティア活動への参加について説明があり、これが了承された。 

 

以 上 

 

 


