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2019年度 第７回 法学部教授会議事録 

        

日 時：2019年 11月 13日（水）16：00～18：18 

場 所：板橋校舎 二号館 2階 2-0220会議室 

           （政治学科協議会 2号館 7階 政治学科研究スペース） 

出席者：３０名   欠席者：７名 

議 長：法学部長 

 

  

Ⅰ．定足数の確認 

 教授会定足数 18名（37-2名の半数）以上の 30名の出席が確認され、本教授会の成立が 

報告され、第 7回（2019年 11月）教授会の開催が宣言された。 

 

Ⅱ．議案の審議  

 審議に先立ち法学部長より、第 6回法学部教授会議事録（案）について、東松山キャン

パス運営委員会報告の部分で、「DAITO BASIS」としたが、「芸術学（書道入門・書道中級）」

が正確であることの指摘があり、訂正について内容確認が行なわれ、確定した。 

 

【第７回（１１月）；一般資料：議案】 

 1. 2020年度 編入学試験合否判定に関する件 

 法学部長より、本案件については、学部長並びに学科主任に一任いただくことが承認 

されている。法学部長の指名を受け、法律学科主任から編入学試験の合否について報告が

あり、承認された。 

 

 2. 2020年度 （各種）推薦入試合否判定に関する件 

 法学部長より、これから先、11 月 17 日（日）の公募制推薦入学試験があるが、その 

合否判定について学部執行部にご一任いただきたいと提案があり、承認された。 

 

 3. 2020年度 学科目編成に関する件  

 法学部長の指名を受け前回教授会からの変更点について、法律学科については法律学科

主任より、政治学科については政治学科主任より、資料に基づき説明があった。 

 現時点での 2020年度学科目編成案について、承認された。 

 

 4. 2020年度 学科予算に関する件 （法律学科）（政治学科） 

 法学部長の指名を受け、法律学科については法律学科主任より、政治学科については政

治学科主任より、資料に基づき説明があった。 

 法学部としては、現時点での 2020年度学科予算案について、承認された。 
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 5． 2020年度 評価付与内規（修正版）試験的導入に関する件  

 法学部長より資料に基づき、修正版 GPAについて説明があり、これを一つの目安として、

採用するよう要請された。 

  

 6. シラバスの作成と点検体制に関する件  

 法学部長より資料に基づき、シラバスの作成例と点検体制について、説明があった。 

 

 7. 法学研究所からの要請文に関する件  

 法学部長の指名を受け、法学研究所・所長より、法学研究所板橋研修室の受講生から、

21 時以降の法学研修室使用に関して利用の延長願を提出していたが、それを不要にして 

いただきたい、という要請であり、今後、警備室を含め、管理課との交渉で解決していく

方向で確認された。 

 

 8. 自己点検・評価シート（B票）に関する件  

 法学部長より資料に基づき、前任の学部長からの引継ぎ事項であり、点検・評価シート

の B 票の「教員組織の編成方針を改定すること」および「教員の社会における活動」に 

ついて、今後実施予定であることの説明があり、承認された。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 9. 事業計画・事業確認シートに関する件（執行部一任） 

 法学部長より、2019 年度の事業確認・中間報告ならびに 2020 年度の事業計画について

来週 11 月 18 日（月）が締切であるが、学部執行部に一任いただきたい、と提案され、 

承認された。 

 

 10. 2020年度 大学入学前教育プログラムの案内文書に関する件 

 法学部長の指名により、法律学科は法律学科主任から、政治学科は政治学科主任から、

それぞれ学科独自の課題に加えて、大学執行部が提案する大学入学前教育プログラム（任

意で有料、22,000円）の案内文書が提案され、承認された。 

 

 11. 福島民友新聞社との包括的連携協力協定書に関する件  

 法学部長の指名により、政治学科教授から説明があった。これに対し、法律学科教授か

ら、具体的にやらなければならないことは何か、という質問について、政治学科教授から、

福島には民友と民報の２つの新聞社があり、今回は民友との協定になること、そこでアク

ティブ・ラーニングの協力と福島での情報を提供してもらうことになる、と回答があった。

この協定に関する件は承認された。 

 

 12.  台風15号・19号および台風21号の大雨により被害を受けた学生へのケアに関する件 

 法学部長より資料に基づき、説明があった。被害を受けた学生が回復にむけた作業のた

め、授業に出られない可能性がある。被害状況については、学生支援センターが確認して
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学生に証明書を発行するので、法学部の専任と非常勤の先生方には、欠席についてご配慮

いただきたい、という要望が法学部長から提案され、承認された。 

 

 13. 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 

 加藤普章法学部長より資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。 

 

 14. 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 

 加藤普章法学部長より資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。 

 

 15.  その他 

  特になし。 

 

 

【②第７回（１１月）；一般資料：報告】 

  1. 諸会議報告 

 法学部長より、資料に基づき報告があった。 

 

 2. 東松山キャンパス運営委員会報告  

 法学部長の指名を受け、東松山キャンパス主任より、資料に基づき説明があった。 

 

 3. 政治学科 キャリアデザイン講演会の実施について 

 法学部長の指名により、政治学科主任より資料はないが、11 月 12 日（火）3 時限目に 

東松山校舎でキャリアデザイン講演会を開催した。 

 

 4. プロジェクターの搬入について 

 法学部長の指名により、法律学科主任より、本学卒業生である並木氏のご厚意により 

今年度もご寄付があり、プロジェクターを購入することができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 5. 2020年度 全学プロジェクト事業（公募採択事業）の決定について 

 法学部長より資料に基づき、説明があった。 

 

 6. 2020年度 入学者の定員管理について  

 法学部長より資料に基づき、これは、総務課から私立大学経常費補助金に関連する入学

者の定員管理であり、法学部は 1.10未満であると説明があった。 

 

 7. 2020年度 入学試験における受入れ目途数および判定ラインについて  

 法学部長より資料に基づき、入学センターから、法学部の 2020年度入学定員超過率は、

1.08を守って欲しいという指示である。 
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 8. 2019（令和元）年度「全国学生調査（試行実施）」について  

 法学部長より資料に基づき、文部科学省から「全国学生調査（試行実施）」を実施する

ので、各ゼミ単位で学生に協力してもらうよう要請があった。 

 

 9. 2019年度 大東文化大学 課外特別セミナーの報告について  

 法学部長より資料に基づき、先般、スポーツ・健康科学部健康科学科准教授のセミナー

について既に報告済であるが、今回は社会学部の二人の先生について追加の報告があった。 

 

 10. 学生支援センターからの報告について 

 法学部長より資料に基づき、学科ごとの退学・除籍者数が学生支援センターの報告が

あった。 

 

 11. 株式会社 大東スクラムについて  

 法学部長より資料に基づき、報告があった。 

 

 12. 大東文化大学 科研費申請・採択状況の推移（5ヶ年度） 

 法学部長より資料に基づき、研究推進室より今年度の申請件数が過去最多であると報告

があった。今後も科研費の研究に応募していただきたい、と要請された。 

 

 13.  「大学の名誉を高めた卒業生への表彰」に係る表彰候補者の推薦について 

 法学部長より資料に基づき、書道研究所・所長の推薦により日展で「特選」を受賞した

文学部中国文学科の卒業生が推薦されたことが報告された。 

 

 14. 「学習成果の可視化」に関する講演会の動画公開について 

 法学部長より資料に基づき、11月 5日（火）に開催された「学習成果の可視化」に関し

て、期間限定であるが、動画が公開されることになったことが報告された。 

 

 15. その他  

 法学部長の指名を受け、国際比較政治研究所・所長より、2019 年度 国際比較政治研究

所シンポジウムを 10月 29日（火）、3限・4限（13時 15分～16時 30分）、大東文化大学

板橋キャンパス 多目的ホールで開催し、無事に終了したと報告があった。 

 

Ⅳ. 学籍・兼職・回収資料 

【③第７回（１１月）；学籍・兼業・回収資料】 

 1. 学籍異動に関する件 

法学部長の指名を受け、法学部事務室事務長より、資料に基づき説明があり、以下のと

おり承認された。 

 【学籍異動】  退学 法律学科 ２名 
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 2. 副免許取得希望学生の他学科履修願い出書に関する件 

 法学部長の指名を受け、政治学科主任より資料に基づき、中国文学科 3年生１名、歴史

文化学科 1年生 2名、副免許希望者合計 3名について、受け入れたいと提案があり、承認

された。 

 

 3. 2021年度 海外研究員、海外留学者、国内研究員および特別研究期間制度適用者の募集に関する件 

 法学部長より資料に基づき、それぞれの希望者は申請書類を 11月 29日（金）16時まで

に、法学部事務室に提出していただきたいと要請があった。 

 

 4.  名誉教授の推薦に関する件  

 法学部長の指名を受け、政治学科主任より政治学科教授（複数）による資料に基づき、

説明があり、以下のとおり承認された。 

【名誉教授への推薦】 

氏  名：中村 昭雄 教授 

所  属：政治学科 教授 

 

 5. 2020年度 法学部所属教員の兼担依頼に関する件  

 法学部長より資料に基づき説明があり、兼担依頼（24件）について承認された。 

 

 6. 法学部専任教育職員の兼業に関する件  

 法学部長より資料に基づき説明があり、承認された（3件）。 

 

 7. その他 

  特になし。 

 

 

Ⅴ.人事教授会 

【④第７回（１１月）；人事教授会・回収資料】 

 法学部長より、人事教授会定足数 22 名（35-2 の 2/3）以上 30 名の出席が確認され、 

人事教授会の開催が宣言された。 

 

 1. 政治学科 非常勤講師の新規採用に関する件 

法学部長の指名を受け、政治学科主任より資料に基づき説明があり、2020年度非常勤講

師採用について提案があり、承認された（2名）。 

 

 2. 法律学科 研究補助員の更新に関する件  

 法学部長の指名を受け、法律学科主任より資料に基づき提案があり、承認された。 
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 3. 法律学科 非常勤講師の辞退に関する件  

 法学部長の指名を受け、法律学科主任より資料に基づき提案があり、承認された。 

 

 

  

 以上で全ての審議が終了したので、法学部長は閉会を宣した。 

 

 

 

     

 

 

 

 

               

 

 

 


