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２０１９年度 第８回 スポーツ・健康科学部教授会議事録要旨 

 

日 時： ２０１９年１２月１０日（火）午後 ３時３０分～午後 ４時４１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： ５５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．学長選挙の選挙結果報告について 

議長より、次期学長候補者選挙の結果について、社会経済学科教授が次期学長候補者に

決した旨の報告がなされた。 

 

  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 28

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 大学役職者の変更について 

   議長より、大学役職者一覧の資料とおり、社会学部東松山担当主任（環境創造学部兼務）

が変更［残任期間］されたことについて報告がなされた。 

 

  ４．2020年度 学園・大学の会議日程について 

議長の指名より、事務方から 2020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したい旨の発言があった。 

 

  ５．2019年度 学位記授与式実施計画について 

議長より、資料に基づき 2019年度学位記授与式の実施計画について報告がなされた。 

 

  ６．2019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 

議長より、資料に基づき、それぞれ概略説明がなされた。 

 

  ７．2020年度 PROGの実施【対象：新入生・新３年生】について 

議長より、資料に基づき、事務方において ①新入生対象のPROGテストの実施につい

ては各学科における実施可能な日時等を現在検討中であること、②一昨年度試行により実

施した学部現 2年生を対象に新年度ガイダンス期間中にPROGテスト［2回目］を実施す

る予定で現在調整中であることの報告がそれぞれなされた。 

 

  ８．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 

議長より、資料に基づき、平均入学定員超過率による要件の適用年度の見直し（変更点）

について説明がなされた。 

 

  ９．全学FD委員会からの報告について 
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議長より、資料に基づき、12 月 17 日に板橋キャンパスで行われる経営学科教授の最終

講義とする「大東型アクティブラーニングのすすめ（大教室における参加型授業の実践）」

を全学 FD 委員会が共催するかたちで、全学に開放して発表・実施することについての告

知がなされた。 

 

 １０．研究推進室からの報告について 

議長より、資料に基づき、①研究コーディネーター（専門人材）による相談窓口【板橋

校舎・東松山校舎】の定期開設について、及び②本年度一般研究費の執行期限について、

それぞれ報告がなされた。 

 

 １１．入学センターからの報告について 

   ①2020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。 

 

 １２．学生支援センターからの報告について 

①障がいのある学生支援ボランティアの募集について 

②卒業アルバム製作の中止について 

    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。 

 

１３．国際交流センターからの報告について 

   ①第 20回英語スピーチコンテスト実施結果について 

②2020年度 奨学金留学生派遣枠の調整について 

③2020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 

④2020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。 

 

 １４．地域連携センターからの報告について 

   ①起業アイデアコンテストの募集について 

議長より、2019年度起業アイデアコンテストの募集についての報告があった。 

 

 １５．2020年度 シラバス執筆依頼について（全学教務員会シラバス部会） 

議長より、既に次年度シラバスの作成依頼がなされている中にあって、前回の教授会で

も説明したとおり、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、「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。併せて事務方（幹事）より、新たな変更点としての追加

項目の注意喚起と要請がそれぞれなされた。 

 

１６．その他 

・議長より、次回の定例教授会は、来年 1月 14日(火) 臨時休講日であるものの、通常

どおり各学科協議会 13:30～、教授会 15:00～となっていることの確認がなされた。 

 

 

《報告承認事項》 

１．看護学科助教【2018.4.1就任者】の研究成果の報告について 
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議長より、本学助教規程第 12条に基づく報告である旨前置きののち、議長の指名により

看護学科主任教授から資料に基づき、看護学科助教３名の 2018年度分の研究成果につい

て概略説明があり、教授会はこれを承認した。 

 

２．2020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〕の合否判定結果について＜追認＞ 

議長より、11月 17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、12月 1日に実施された指定校、第一高校推薦入学試験にかかる合

否判定については、前回教授会においてそれぞれ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、これがすべ

て承認〔追認〕された。 

 

３．第 66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。 

 

４．関東大学バスケットボール連盟主催「令和元年度ビッグマン・キャンプ」実施に伴う 

東松山校舎体育施設の使用について 

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、12月 21日(土)～22日

(日)に実施される「令和元年度ビッグマン・キャンプ」においては、東松山校舎総合体育

館を中心に幾つかの体育施設を使用したい旨の依頼を受け、先刻の学科協議会において協

議した結果、これを了承したことの報告があり、教授会もこれを承認した。 

 

５．学部国際交流事業 CIOS International Sports Proguramme in 2020（オランダ・NOVA 

大学 CIOS校）募集要項について 

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資料に基づき

経過報告、及びオランダ･NOVA大学 CIOS校との国際交流協定に基づく CIOS海外協定校国

際教育スポーツイベントへの本学部所属学生の参加募集に関する要項に沿って説明がな

された。このことを踏まえ、審議の結果、これが承認となった。 

 

６．その他 

①2020年度 スポーツ・健康科学部ウェルカムセッション（仮称）の計画･実施について 

〔上級生ファシリテーショントレーニングの実施 含む〕 

議長より、本件についてはあらかじめ各学科協議会において初年次教育を担当する教

員を中心にその趣旨・目的を説明のうえ、本プログラムへの参加の意思確認を行うこと

になっていたことから、その審議結果について報告願いたい旨指示があり、各学科主任

よりいずれも本プログラムへの参加が表明され、2020年 4月 3日(金)午前中の新年度３

学科合同オリエンテーションの時間をこれに充てる予定で進めることが了承された。 

 

 

《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、社会人特別選

抜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。 
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  ２．看護学科非常勤講師の採用人事について（選考委員会 報告） 

議長より、本件は看護学科非常勤講師の自己都合退職に伴う後任人事である旨前置き

ののち、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。 

 

３． 2020年度 スポーツ科学科非常勤講師の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：情報科学 他） 

議長の指名により、スポーツ科学科主任教授から、長年にわたり担当されてきた健康科

学科非常勤講師の自己都合退職に伴う後任補充について、当該講師は両学科共通科目「情

報科学」の他に、スポーツ科学科では必修科目「応用情報科学」も更に担当されている関

係から、今年度末をもって退職予定となるスポーツ科学科非常勤講師の後任枠を使用する

かたちで採用したい旨の提案があり、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：体育実技[ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ] 他） 

議長の指名により、スポーツ科学科主任教授から、スポーツ科学科非常勤講師の自己都

合退職に伴う後任補充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。 

 

  ４．2020年度 客員研究員の申請について＜看護学科＞ 

   議長の指名により、看護学科講師から資料に基づき、客員研究員の受入について、新規

2 件の申請をしたことの報告があり、続いて看護学科主任教授から補足説明がなされ、看

護学科協議会の推薦に基づき、審議の結果これが承認された。 

 

５．2020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、日本文学科 1名、教育学科 2名、歴

史文化学科 1名の 2020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、教授会はこれを承認した。 

 

６．2020年度 学年暦の一部変更（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、これが承認となった。 

 

  ７．大東文化大学スポーツ振興センター規程の改正（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。 

 

  ８．健康科学科将来構想について＜継続審議＞ 

   議長より、前回の教授会において示された提案内容の方向性については承認とし、次回

以降の教授会において再提案するとして継続審議となった案件である旨前置きののち、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た。種々意見の

開陳があり、審議の結果、健康科学科のカリキュラム改編と３学科コースの導入・設置（案）

について、これが承認された。 

 

  ９．兼職について 

   議長より、資料に基づき説明があり、これが承認された。 

 

 １０．学籍異動について 

   議長の指名により、看護学科主任教授とスポーツ科学科主任教授から「退学１名」と「再

入学１名」にかかる資料に基づきそれぞれ説明があり、これが承認された。 

 

 １１．学生の派遣について 

   議長より、資料に基づき説明があり、これが承認された。 
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 １２．その他 

①2020年度 転学部・転学科の合否結果について＜スポーツ科学科＞ 

議長の指名により、事務方から資料に基づき、対象学生の経過報告と説明があり、ス

ポーツ科学科［１年次］から経営学科［２年次］への転入について、これが承認された。 

②2020年度 学生支援センター運営委員会教員兼担相談員の継続願いについて 

議長より、資料に基づき説明があり、学生支援センター運営委員会教員兼担相談員の

継続依頼がなされている対象教員（各学科１名）に対し、各所属学科の学科主任による

意思確認と本人の内諾を踏まえ、教授会として選出することが承認された。 

 

以 上 

 


