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2020年度 第２回 法学部教授会議事録 

        

日 時：2020年 5月 13日（水） 

場 所：＊新型コロナウィルス感染症拡大防止のためメール会議 

出席者：３７名    欠席者：0名 

議 長：法学部長 

 

 

Ⅰ．定足数の確認 

 メール会議のため、全員出席を前提とし、定足数は充足と見なす。 

  

 審議に先立ち、加藤普章法学部長より、下記の声明が発表された。 

 １ 第１回法学部教授会に引き続き、第２回もメール会議方式で実施いたします。 

この「議事・報告要旨」と各種書類をご確認いただき、ご意見のある場合、 

５月 22 日（金）の午後４時までに学部長と法学部事務室事務長までお知らせ 

ください。 

なお議事・報告要旨をまとめるにあたり、個人情報にふれる事柄は特定されない 

ように表記した。 

２ この議事・報告要旨に添付した会議資料については、個人情報を含むもの、 

そして重要度の低いもの（議事・報告要旨で説明が足りるもの）は除いた。 

ただし、個人情報を含む会議資料については、ご要望があれば法学部事務室で 

閲覧できるように手配する。 

３ 先日、送付した４月教授会の議事録について訂正など の必要箇所があれば、 

お知らせください。 

 

 

Ⅱ．議案の審議  

1. 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に関する件 

法学部長より、4 月 17 日締め切りまでに応募が無かったことから、2021 年度の特別 

研究期間制度適用者と国内研究員を正式決定すると提案があり、承認された。 

 

 2．2021 年度全学共通科目の科目編成に関わる事前調査に関する件 

 法学部長より資料に基づき、東松山キャンパス運営委員会から 2021 年度の全学共通 

科目（基本科目 D 系の総合体育 A、体育実技 AB、健康スポーツ科学 AB、野外実習 

AB を除く）を担当する教員（専任教員と非常勤講師を含む）を確認して欲しい、と 

いう要請があり、両学科で確認して期日の 5 月 15 日までに回答することになった。 
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 3. 2020 年度法律学科科目編成表の修正について 

法学部長より資料に基づき、英語を担当していただく予定であった非常勤講師の方 

（3 コマ担当予定）が都合により辞退され、急遽、T 先生に英語応用 AB（1 クラス分）、 

非常勤講師の M 先生に現代英語 AB（2 クラス分）をご担当いただくことになったと 

説明があり、承認された。 

 

4. 2021 年度 転部・転科の扱いに関する件 

 法学部長より、2021 年度の転部・転科に関しては資料の通りである旨、説明が 

あった。 

 

5. 2021年度 指定校推薦入試に係わる指定校の選考に関する件 

 法学部長より、両学科でそれぞれ検討した結果の指定校のリストは添付した資料の 

通りである。 

 

6. 2020年度 設定曜日時限と授業日程が異なる講義一覧に関する件 

法学部長より、資料に基づき以下の通り報告があり承認された。 

政治学科で開講されている実習系の科目（政治学インターンシップ）がこれに該当 

することを総務部まで報告。 

 

7. 大東文化大学 学長室規定の改正（案）について 

法学部長より、資料に基づき、現在の規程を変更して、部会を設置できること、学長 

室構成員には副学長全員とすること、必要に応じて室員以外の者も会議に出席可能と 

することを盛り込んだ。 

 

8.その他 

   特になし。 

 

Ⅲ．報告事項 

1. 諸会議報告 

各種の会議や理事会についての審議事項などをリストアップした。 

 5 月 7 日の学部長会議において、「学生特別支援金」をすべての学生に給付し、また、 

パソコン＆ポケットＷｉ－Ｆｉの貸与を行うと決定。アルバイトなどができない学生 

生活を支えることになった、と法学部長より報告があった。 

 

 2. 東松山キャンパス運営委員会報告 

法学部長より資料に基づき、以下の報告があった。 

 駐車場を利用する教員には駐車許可証を 5 月 7 日より管理課から配布する予定。 

また、防犯カメラを東松山キャンパスに設置し、稼働開始予定は 5 月 21 日とのこと。 
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  3. 2020年度学部長会議申合せ事項について 

法学部長より資料に基づき、以下の報告があった。 

2020 年度版の申合せについては、一部変更があったが、その他には変更はない。 

 

4. 2020年度 学年暦の変更について 

法学部長より、オンライン講義となったことにより、板橋校舎の前期授業開始は 

5 月 7 日、東松山校舎の前期授業開始は 5 月 21 日となった。 

祝日（7 月 23 日と 24 日）は、ともに通常授業日とする。前期終了は 8 月 12 日。前期 

の定期試験を行なわないため、8 月 12 日までに成績判定に関するレポートの回収や 

小テストなどは完了しておいて欲しい、という要請があった。 

 

5. 2021年度 教員人事及びカリキュラム編成等に係る日程について 

法学部長より、教員人事などの日程については会議資料をご参照いただきたい、と 

説明があった。 

 

6. 2020年度 入試状況について 

 法学部長より、2020年度の入試状況は資料のとおりであるので、確認いただきたい、 

と報告があった。 

 

7. 2020年度 大学評議会委員について 

法学部長より資料に基づき、2020 年度 大学評議会委員について最終的にすべての 

委員が確定したと、説明があった。 

 

8. 「大東学生特別支援金」の一律給付及びﾊﾟｿｺﾝ､ﾎﾟｹｯﾄＷｉ－Ｆｉの貸与について 

法学部長より資料に基づき、「大東学生特別支援金」について具体的にどのように 

5 万の給付やパソコンの貸与を行なうかについては検討中であることの報告があった。 

あわせて学費納入の期日も延長することで対応（前期は 6 月 30 日まで、後期は 11 月 

21 日）する予定であることも報告された。 

 

9. 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、下記について報告があった。 

① 退学者数の増加により、2019 年度は例年より退学者率が少し上がる（3.14％）。 

② 休学・退学事前調査票の導入について 

 

10.  2020年度 課外特別セミナーについて 

法学部長より資料に基づき、例年通り、5 月末日を締め切りとして課外特別セミナー 

を募集する。応募書類についてご確認いただき、希望される方は応募いただきたいと 
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要請があった。 

 

11. その他 

 特になし。 

 

 

Ⅳ．学籍・兼業・回収資料 

1. 学籍異動に関する件 

  法学部長より、以下の説明があり承認された。 

① 政治学科 4 年の学生が経済的理由で退学、法律学科 1 年のＮ君も経済的理由で

休学を希望しており、認めたいと提案する。 

② 政治学科 4 年の学生がセーラム州立大学での 11 ヶ月の留学（奨学金留学）を 

終え、帰国した。帰国届も提出されている。 

 

2. 法律学科奨学金留学生の単位認定に関する件 

法学部長より資料に基づき、以下の説明があり承認された。 

① 法律学科 4 年の学生は留学から帰国済（2 月教授会承認）。単位認定にあたり、 

当該学生は他の学生よりも比較的多くの単位を取得してきたこともあり、 

政治学科の英語科目も含めて 12 単位を認定したいと学科主任より提案があり、

学部教授会としてこれを認めたい。 

② 法律学科 3 年の学生は 2020 年 2 月 19 日、留学開始をしたが、コロナ騒動の 

  ため、3 月 22 日、留学を断念して帰国。短期間の留学であったが、90 時間分 

  の授業に出ていたことを確認し、コミュニケーション英語ＡＢ（2 単位）を 

認定したいと学科主任より提案があった。学部教授会としてこれを認めたい。 

 

3. スポーツ推薦入学試験配分（案）及びスポーツ奨学生候補者の認定について 

法学部長より資料に基づき、以下の説明があり承認された。 

① 昨年と同じように法律学科へ弓道部 1 名、剣道部 1 名。 

政治学科へ男子バスケットボール部 1名、硬式野球部 1名、ボクシング部 1名、

アメリカンフットボール部 1 名、バトミントン部 1 名の推薦枠（案）があり、

法学部としてこれを認めたい。 

② スポーツ奨学生として 2 名が候補者になっている。学部教授会としてこれを 

認めたい。なお一名は硬式野球部、もう一名はテコンドー部に所属して実績を 

あげている。 

 

4. 2021年度 推薦入試等入試委員の選出について 

  法学部長より、両学科で推薦入試等の担当者を、協議のうえ確定したとの説明が 

 あり承認された。 
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5. 非常勤講師（英語）科目担当辞退に関する件 

法学部長より、非常勤講師が英語の科目担当を辞退との希望があり、了解いただき 

たいと提案があり承認された。 

 

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（２件）。 

 

7. 2019年度 海外研究員成果物公表および特別研究期間報告書 

法学部長より資料に基づき、以下の説明があり、各々承認された。 

 

8. その他 

特になし。 

 

 

  

 

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。 

 

 

 


