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2019（平成 31）年度 第 8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．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」（pp.5-46）に基づき、以下について説明した。 

 １．2020（令和 2）年度科目編成表の変更 

２．高大連携開放科目（2019（平成 31）年度と同様） 

３．2020（令和 2）年度当初ガイダンス 

４．2020（令和 2）年度シラバス（授業計画）の作成依頼 

 ５．内藤二郎社会経済学科教授の学長就任に伴う授業等の対応 

 ６．ゼミ募集 

 ７．非常勤講師採用の発議 

    「経済社会思想 A・B」および「現代社会論 A・B」担当の非常勤講師の採用につ

いて、採用人事委員会設置の発議をした。審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題３．非常勤講師選考人事委員会設置に関する件 

上遠野武司学部長が経済社会思想および現代社会論を担当する非常勤講師選考人事委

員会について、立候補者を募ったが申し出がなかったので、執行部案を提示し、審議の

結果、教授会はこれらを承認した。 

 

議題４．大東文化大学学則（第 7節/経営学部）の改正（案）に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、学則の改正（案）の趣旨、主な内容について

説明し、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 

 

議題５．スポーツ･健康科学部スポーツ科学科の学生定員変更に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同学生定員増の提案について、事前に学部事

務室で閲覧できるように資料を設置していた旨を説明し、意見を聞いた。意見の開陳が

あり、審議の結果、教授会は否決し、継続審議となった。 



2 

 

 

議題６．2020（令和 2）年度学年暦（案）に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同学年暦の修正について説明し、審議の結果、

教授会はこれらを承認した。 

 

議題７．大東文化大学スポーツ振興センター規程の改正（案）に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同規程の改正（案）の趣旨、主な内容につい

て説明し、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 

 

議題８．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９．大東文化大学国内留学生修学助成制度運用委員会規程の制定（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、本学部は第 7 回教授会（2019

（令和元）年 11 月 8 日開催）で否決し意見を付した。同制定（案）は学部長会議（2019

（令和元）年 12 月 2 日開催）において、大学執行部が本学部、国際関係学部および法学

部の意見について回答し、修正を施したものが提示されている旨を説明した。意見の開

陳があり、審議の結果、教授会は否決のまま継続審議となった。 

 

議題 10. 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（令和元）年 12 月 2 日付で学部長承認と

した山下東子現代経済学科教授の兼業および高安雄一社会経済学科教授以下 2 名から提

出された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 11. 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 12. 海外渡航に関する件 

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の海外渡航について

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）年度専任教育職員海外出張者の帰国に関する件 

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の海外出張からの帰

国について説明し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

報告承認事項１．2020（令和 2）年度（公募制、留学生（前期）、一高、指定校、 

スポーツ（前期）、自己（後期）、社会人特別選抜）推薦入試の合否判定に関する件 
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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。 

Ⅰ．公募制推薦入学試験（11 月 17 日実施） 

Ⅱ．外国人留学生入学試験（前期）（11 月 17 日実施） 

Ⅲ．指定校推薦入学試験（12 月 1 日実施） 

Ⅳ．大東文化大学第一高等学校推薦入学試験（12 月 1 日実施） 

Ⅴ．自己推薦入学試験（後期）（12 月 8 日実施） 

Ⅵ．スポーツ推薦入学試験（前期）（12 月 8 日実施） 

Ⅶ．社会人特別選抜試験（12 月 8 日実施） 

 

報告承認事項２．副専攻取得希望学生の他学科履修願出に関する件 

古屋核現代経済学科教授が「資料」に基づき、学生から 2020（令和 2）年度副専攻取

得（社会経済学科・高等学校教諭一種免許（地理歴史））希望申込みがあった旨を報告し

た。当該学生と面談を実施し、教員志望度、平素の学習態度、教員適格性および採用試

験受験意思を確認した結果、推薦した旨を説明した。審議の結果、教授会はこれを承認

した。 

 

報告承認事項３．2020（令和 2）年度推薦入学試験等日程に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、科目等履修生（外国人）および科目等履修生

（日本人）入試について、手続期間の日程が決定した旨を報告し、審議の結果、教授会

はこれらを承認した。 

 

報告承認事項４．2021（令和 3）年度入試制度改革に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、第 7 回教授会（2019（令和元）年 11 月 8 日開

催）で村俊範入学センター運営委員会委員が説明した通り修正された『2021（令和 3）

年度“大学入試制度改革”TOPICS』が HP 等で公表されている旨を報告し、審議の結果、

教授会はこれらを承認した。 

 

報告承認事項５．2020（令和 2）年度非常勤講師契約更新に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同契約更新について報告し、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）年度経済学部中国語スピーチコンテストの実施報告に関する件 

中国語科目担当の中野耕市社会経済学科准教授が「資料」に基づき、2019（令和元）

年 11 月 29 日（金）東松山校舎で開催した同スピーチコンテストの実施および審査結果
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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、2019（令和元）年 11 月 28 日に開催さ

れた第 7 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．高坂駅西口駅前広場歩道橋修繕工事について 

２．台風 19 号と大雨の影響により被害を受けた教室の工事について 

３．11 号館教室のバリアフリー工事について 

４．10 月度朝ごはんプロジェクトについて 

５．ハラール食の提供について  

『ナマステ高坂』からの注文配達により対応する。 

６．東松山キャンパス全面禁煙化推進委員会の経過報告について 

７．第 2 研究棟研究室の隙間風の対応について 

 

報告２．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 11 月 25 日に開催された第 7

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

明し意見を聞いたが、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．GPA について 

３．Daito Basis 科目「芸術学（書道入門・書道中級）」増コマについて 

５．「学修成果の可視化検討部会」設置について 

６．2020 年度 PROG の実施について 

７．イオン銀行との連携協力について 

８．2018/2019 年度点検評価シート（B 票）について 

 

報告３．2020（令和 2）年度転学部・転学科の合否結果について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、学生の転学部・転学科の合否判定について、

志願先の外国語学部英語学科より合格と判定された旨を報告した。 

 

報告４．2019（平成 31）年度大学役職者の変更について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同役職者について、社会学部東松山担当主任

が山口みどり社会学部社会学科教授に変更された旨を報告した。 

 

報告５．2019（平成 31）年度学位記授与式実施計画について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同学位記授与式について、2020（令和 2）年 3
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月 19 日（木）東京国際フォーラム・ホール A で実施される旨を報告した。 

 

報告６．2020（令和 2）年度会議日程について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同会議日程を提示した。 

 

報告７．大学の設置等に係る認可の基準の 

一部改正（平均入学定員超過率に係る要件）について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、大学の設置等に係る認可の基準の一部改正（平

均入学定員超過率による要件の適用年度の見直し）について、現行では、「認可の申請に

係る大学の開設等をする年度の前年度」から過去 4 年間等とされているところ、「当該認

可の申請をする年度」から過去 4 年間等に改正された旨を説明した。 

 

報告８．2019（平成 31）年度私立大学等経常費補助金および 

私立大学等改革総合支援事業について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、総務課が作成した 2019（令和元）年度私立大

学等経常費補助金（一般補助・特別補助）および私立大学等改革総合支援事業の配分方

法変更点を提示し意見を聞いたが、特段意見および質問はなかった。 

 

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、「研究推進室からのお知らせ」について、以下

の件について連絡した。 

・研究コーディネーターによる相談窓口の定期開設 

・一般研究費の執行期限 

 

報告 10. 全学ＦＤ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、以下 2 件について連絡した。 

 ・大東型アクティブラーニングのすすめ 

（全学プロジェクト 大教室における参加型授業の実践） 

 ・学生による授業評価アンケート実施期間の延長 

 

報告 11. 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、2019（平成 31）年度起業アイデアコンテスト

の実施について連絡した。 

 

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、障がいのある学生支援有償ボランティアの募
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集について連絡した。 

 

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）年度奨学金留学生派遣につい

て、1 学部 2 学科で計 2 名分の未実施が確定した旨の報告があった。引き続き、中野耕市

語学研修・留学サポート委員会委員長が、同未実施枠について、第 7 回教授会（2019（令

和元）年 11 月 8 日開催）において 3 名（順位第 1 位から第 3 位）の同奨学金留学生を選

考しているが、次点の 2 名（順位第 4 位および第 5 位）を推薦する旨を報告した。 

 

報告 14. 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、2020(令和 2)年度経済学部予算について、原案通り承

認された旨を報告した。 

 

報告 15. 経済学会からの報告について 

津布久将史『経済論集』編集委員会委員長が、「資料」に基づき、2019（平成 31）年

度経済学部学生懸賞論文の審査結果について報告した。なお、41 件の同論文は冊子にし

て 2020（令和 2）年度フレッシュマンセミナー時に配布する旨を補足した。 

 

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『大東文化大学経済研究所報』に掲載する業績情報

について連絡した。 

 

報告 17. 経済学部懇親会の開催について 

布袋正樹経済学部懇親会幹事が「資料」に基づき連絡した。 

 

報告 18. その他 

・演習成果発表会 

   上遠野武司学部長が、教員各位へ経済学部演習成果発表会（2019（令和元）年 12

月 14 日開催）への運営協力を依頼した。また、同発表会に第一高校推薦入試で合格

した生徒が見学に来る旨を補足した。 

 

・注意喚起（SNS、研究室） 

   上遠野武司学部長が、ゼミの学生等との SNS での連絡について、細心の注意を払

うよう注意喚起がなされた。また、研究室内で学生と二人きりになる場合は、扉を

開けて対応する等の予防措置を講じるよう依頼があった。 
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・広報委員会からの連絡 

   濱本知寿香広報委員会委員長が、他学部に先駆けて、経済学部独自で PR 動画を作

成し近日中に公開する旨を連絡した。また、大学 HP『活躍する大東人』および本学

部 HP『経済学部からのお知らせ』の内容を充実させるにあたり、TV 等出演、新聞・

雑誌等の掲載、出版および受賞等があれば資料および URL を添付して濱本宛にメー

ル送信してほしい旨を依頼した。 

 

・有給休暇取得報告書 

   大畑栄司経済学部事務室事務長が、有給休暇取得報告書について連絡した。 

   

・授業中試験 

   大畑栄司経済学部事務室事務長が、2020（令和 2）年度以降の授業中試験につい

て、事務職員およびアルバイト職員が試験監督および問題・解答用紙の配布・回収

を担当できない旨を連絡した。 

 

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 2020（令和 2）年 1 月 10 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 16:38 閉会を宣言した。 

 


