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2019（平成 31）年度 第 7回経済学部教授会議事録（要旨） 

 

 

議題１．2020（令和 2）年度専任教員の昇格に関する件 

上遠野武司学部長が、議場を閉鎖する旨を宣した後、専任教員の昇格について、資格

審査委員会委員長が「資料」に基づき、候補者の履歴・研究業績等の審査および選考過

程について報告した。 

次に上遠野武司学部長から質問の有無の確認があった後、昇格について採決を行う旨

の説明があり、投票管理委員について候補者を募ったが、申し出がなかったので 3 名を

指名し、教授会はこれを承認して投票を行った。 

 

議題２．非常勤講師の採用に関する件 

非常勤講師採用人事選考委員会委員長が「資料」に基づき、同候補者の履歴・研究業

績等の審査を行った結果、同候補者が「異文化・世界にふれる（文化と環境）」、「異文化・

世界にふれる（歴史都市）」、「地理学（都市地理）」、「地理学（人口地理）」、「地理学（地

域と交通）」および「地理学（世界の農業）」担当の非常勤講師として適格である旨を報

告した。審議の結果、同候補者を 2020（令和 2）年 4 月 1 日付で現代経済学科非常勤講

師として採用することを承認した。 

 

議題３．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、以下について説明し、１および２につ

いて、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 

 １．2020（令和 2）年度科目編成表の変更 

２．ゼミ募集 

３．GPA 分布基準対象外科目 

 

議題４．学籍異動に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、3 名の休学、3 名の退学について説明し、審議

の結果、教授会はこれらを承認した。 

 

議題５．海外渡航に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、高安雄一社会経済学科教授および顧濤現代経

済学科准教授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６．2019（平成 31）年度奨学金留学生の単位振替に関する件 
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岩澤勝彦語学研修・留学サポート委員会委員が「資料」（p.78）に基づき、学生のブリ

ティッシュ・コロンビア大学（カナダ）への奨学金留学期間が終了し、単位認定の申請

があり同委員会で学習時間、学習結果をもとに審査した結果、次のとおり認定したい旨

を提案した。 

 

【奨学金留学単位認定】 

認定科目 

アクティブ・リーディングＢ（2 単位） 

プロジェクト・イングリッシュＢ（2 単位） 

コミュカティブ・イングリッシュＢ（2 単位） 

外国語特別演習ＡＢＣＤ（4 単位） 

外国語特別演習ＥＦＧＨ（4 単位） 

外国語特殊講座ＡＢ（4 単位） 

海外研修ＡＢＣＤ（4 単位） 

 

上記提案説明の後、審議の結果、提案通り教授会はこれらを承認した。 

 

議題７．2020（令和 2）年度経済学部奨学金留学生の選考に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、2020(令和 2)年度奨学金留学生募集（再募集）

について、6 名の応募があり、2019（令和元）年 11 月 1 日（金）、語学研修・留学サポ

ート委員 6 名が面接を実施した。同委員会は学業成績および面接審査から判断し 3 名を

合格とした旨を説明し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題８．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、学生の派遣について、派遣先・目的等も含め

た説明があり、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題９．2020（令和 2）年度経済学部予算（案）に関する件 

布袋正樹予算委員会委員長が「資料」に基づき、以前教授会で承認を受けた予算案に

ついて財務部からの内示額提示後に各委員会と調整した結果、内示額を149,453円超過す

る額の予算案に変更した旨の説明があり、教授会はこれを承認した。 

 

議題 10. 大東文化大学国内留学生修学助成規程の制定（案）に関する件 

議題 11. 大東文化大学国内留学生修学助成制度運用委員会規則の制定（案）に関する件 

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意見を伺った。 
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審議の結果、挙手による採決を行い、教授会はこれらを否決した。 

 

報告承認事項１．2020（令和 2）年度推薦入試等（編入学）の合否判定に関する件 

松村岳志社会経済学科主任が「資料」に基づき、先の教授会（2019（令和元）年 6 月

14 日開催）で承認された執行部一任による合否判定の結果について報告し、教授会はこ

れを承認した。 

 

報告承認事項２．2020（令和 2）年度一般入学試験・センター試験の試験監督者に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、両学科主任が取りまとめた一般入学試験およ

びセンター試験監督割り当てについて説明し、教授会はこれらを承認した。 

 

報告承認事項３．学長候補者選挙の実施に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同選挙実施スケジュールおよび確認事項につ

いて報告し、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 

 

報告承認事項４．2019（平成 31）年度大東文化大学自己点検・評価報告書に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同報告書について内部質保証推進委員会のも

とに設けられた全学自己点検・評価委員会により作成された旨を報告した。同報告書は

経済学部事務室で閲覧できる旨を補足した。 

 

報告承認事項５．文学部中国文学科ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰおよびｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ･ﾎﾟﾘｼｰ並びに 

外国語学部ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ･ﾎﾟﾘｼｰの修正に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、文学部中国文学科ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰおよびｱﾄﾞﾐｯｼｮ

ﾝ･ﾎﾟﾘｼｰ並びに外国語学部ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ･ﾎﾟﾘｼｰの修正について報告し、審議の結果、教授会は

これらを承認した。 

 

報告承認事項６．2019（平成 31）年度演習成果発表会に関する件 

顧濤経済学演習成果発表会実行委員会委員長から、「資料」に基づき、2019（令和元）

年 12 月 14 日（土）9 時 00 分から 17 時 40 分に板橋校舎にて同発表会としてパネル部門、

口頭部門に分けて実施する旨を説明し、審査方法の変更点、審査基準、非常勤講師への

周知および発表者・見学者に対して欠席届を発行することについて提案があり、教授会

はこれを承認した。 

 

報告承認事項７．2020（令和 2）年度入学試験における受入目途数に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、2020（令和 2）年度入学試験における受入目

途数について説明し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 



4 

 

 

報告承認事項８．大学の名誉を高めた卒業生に対する表彰に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同表彰について説明し、審議の結果、教授会

はこれを承認した。 

 

報告承認事項９．2019（平成 31）年度海外出張者の申込みに関する件 

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海

外出張の申込みについて報告し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

報告承認事項 10. 副免許取得希望学生の他学科履修願い出に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、社会経済学科に以下 12 名より副免許取得の希

望が出された旨の説明があり、教授会はこれを承認した。 

 

報告１．台風 19 号による学生の被害状況報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、台風 19 号による本学部学生の被災状況（調査：

学生支援センター）について提示した。学生から相談等あった場合の受付窓口は学生支

援センターである旨を補足した。 

 

報告２．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、2019（令和元）年 10 月 31 日に開催さ

れた第 6 回東松山キャンパス運営委員会で審議された以下の内容について報告した。 

 

 １．東松山キャンパス運営委員会委員の交代について 

２．全学教務委員会「DAITO BASIS」部会より検討依頼のあった全学共通科目・芸術（書

道入門・書道中級）のコマ数増の要望について、教務部会で再審議の結果、承認とな

った。 

 ３．第 1 回「東松山キャンパス全面禁煙化推進委員会」が開催され、今年度末に東松山

キャンパス運営委員会に中間報告を行う。 

 ４．台風 19 号の影響による授業対応について、東松山市内の被災状況の確認および東松

山キャンパス内の被害状況。 

 ５．東松山校舎防災訓練の実施予定について、比企広域消防東松山消防署より台風 19 号

による災害において東松山市は甚大な被害を受け、現在も被災復旧の対応におわれて

いるため、延期したい旨の連絡があり、これを了承した。 

 

報告３．全学教務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、2019(令和元)年 10 月 23 日に開催された第 6
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回全学教務委員会について、同委員会資料は事前にキャビネットに格納している旨を説

明し意見を伺ったが、特段意見および質問はなかった。 

１．2020 年度シラバス執筆について 

２．2019 年度 2 年連続して 10 名未満の授業科目について 

３．GPA について 

４．東松山キャンパス運営委員会からの報告について 

５．「大東文化大学語学教育の基本方針」・「語学教育改革推進会議」について 

６．アドミッション・ポリシーと各入学選抜試験との関連について 

７．留学（英語）副専攻について 

 

報告４．2020（令和 2）年度学園基本方針・行動計画について 

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意見を伺ったが、特段意見はなかった。 

 

報告５．全学プロジェクト事業（公募採択事業）の決定について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同事業の決定について報告した。 

 

報告６．2020（令和 2）年度入学者の定員管理について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、2020（令和 2）年度入学者の定員管理につい

て、2020（令和 2）年度に私立大学等経常費補助金が不交付、学生超過分減額等となら

ない入学者数の上限値および 2021（令和 3）年度開設等認可申請不可となる平均入学定

員超過率について提示した。 

 

報告７．2019（令和元）年度「全国学生調査（試行実施）」について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同調査について、ゼミ等で 3 年生に協力をよ

びかけてほしい旨を依頼した。 

 

報告８．2019（令和元）年度大東文化大学課外特別セミナーの報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、小野田竜一社会学部社会学科講師および井島

由佳社会学部社会学科助教から提出された 3 件の同セミナー実施報告書を提示した。 

 

報告９．研究推進室からの報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、科学研究費補助金申請・採択状況の推移につ

いて報告した。 

 

報告 10. 入学センターからの報告について 
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村俊範入学センター運営委員会委員が「資料」に基づき、以下の 2 件について報告し

た。 

 ・『報告承認事項２．2020（令和 2）年度一般入学試験・センター試験の試験監督者に関

する件』で提示した試験監督一覧は資料（p.217）に基づくものである。 

 ・「資料」（p.218）「英語外部試験」について、－英語外部試験の共通 ID、大学入学共通

テストでの利用が延期されたことから、2021（令和 3）年度共通テスト利用入試での

利用はしない。本学独自の個別試験では、従来の方式とあわせて英語外部試験を合否

判定に活用する準備を進めている。－に修正する。 

 

報告 11. 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、4 年生（2020（令和 2）年 3 月卒）の前半の就

職活動状況等および 3 年生（2021（令和 3）年 3 月卒）に向けた進路支援について報告

した。 

 

報告 12. 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、学年、学科別および入試方法別に区分された

2019（平成 31）年度退学・除籍者数について報告した。 

 

報告 13. 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、2020（令和 2）年度奨学金留学の未実施枠の

確認について語学研修・留学サポート委員会に依頼した。 

 

報告 14. 株式会社大東スクラムについて 

上遠野武司学部長が、第 6 回教授会（2019（令和元）年 10 月 11 日開催）で質問のあ

った同社の資料について提示し説明した。ただし、同社第 1 期事業計画および給与等セ

ンシティブな内容は提示されていない旨を補足した。 

 

報告 15. 学部ＦＤ委員会からの報告について 

郡司大志学部ＦＤ委員会委員が、2019(平成 31)年度経済学部ＦＤ研究会について連絡

した。 

 

報告 16. 経済研究所からの報告について 

池田剛士経済研究所研究部会長が 2019（令和元）年 10 月 25 日（金）に実施した東ア

ジア国際フォーラム東京会議（第 39 回経済シンポジウム）について報告した。 

 

報告 17. 経済学会からの報告について 
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津布久将史『経済論集』編集委員会委員長が、「資料」に基づき、同論集第 113 号の原

稿募集について説明した。 

 

報告 20. その他 

・大学院公開説明会について 

  郡司大志現代経済学科教授が、「資料」に基づき、同説明会について、以下通り連絡

した。 

日時：2019（令和元）年 12 月 7 日（土）・13 時～15 時 30 分 

場所：板橋校舎 2-0221【講演】、2-0220【相談会】 

 

・図書館運営委員会からの連絡について 

   池田剛士図書館運営委員会委員から、以下 2 件について連絡があった。 

  ①2020（令和 2）年度から、図書を返却期限内に返却していない場合は、新たに貸し

出しはしない。 

  ②図書の注文期限について 

国内書は 2019（令和元）年 12 月 20 日（金） 

洋書は 2019（令和元）年 11 月 29 日（金） 

 

 ・学生懸賞論文「博物館小論文部門」について 

   土橋俊寛経済学会事務局長が、同論文の提出期限が 2019（令和元）年 11 月 6 日（水）

であり、学生から論文を受領した基礎演習担当教員は、土橋まで提出するよう依頼し

た。 

 

以上をもって、本日の議案の審議、報告承認事項の審議、報告事項の報告等をすべて

終了し、次回教授会は 2019（令和元）年 12 月 13 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 16:09 閉会を宣言した。 


