
 

2019（平成 31）年度 第 11回経済学部教授会議事録（要旨） 

議題１．2020（令和 2）年度入学試験 

（3教科、センター前期_後出願型）合否判定に関する件 

松村岳志社会経済学科主任、村俊範現代経済学科主任が「資料」に基づき、教授会に

先立ち開催された両学科協議会において、合否判定した結果を報告した。審議の結果、

教授会はこれらを承認した。 

 

議題２．学生懲戒処分に関する件 

上遠野武司学部長から懲戒処分調査委員会を設置したい旨の説明があった。執行部案

を提示し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題３．非常勤講師の採用に関する件 

松村岳志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、委員会として同候補者を「経済史特殊講義 ABCD（日本社会経済史

AB）」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 日付で社会経済学科非常勤講師として採用することを承認した。 

引き続き、石井寿美世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、委員会として同候補者を「経済史 ABCD（日本経済史

AB）」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 日付で社会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４．非常勤講師選考人事委員会設置に関する件 

角田保教務委員会委員長が、「アクティブ・リーディング A」、「プロジェクト・イング

リッシュ A」、「コミュニカティブ・イングリッシュ A」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。これを受け、上遠野武司学部長が、同選考人事

委員会を設置する旨を説明し、審議の結果、教授会はこれを承認した。引き続き、上遠

野武司学部長が同選考人事委員会について、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、この案件について、本学部は第 8 回教授会（2019

（令和元）年 12 月 13 日開催）および第 9 回教授会（2019（令和 2）年 1 月 10 日開催）

で否決し意見を付した。「資料」はスポーツ･健康科学部長およびスポーツ科学科主任が

各学部から出た意見についての返答である旨を説明した。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６．健康科学科 2022年度カリキュラム改編に伴う履修モデルの提案に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同提案について説明し、審議の結果、以下の

通り意見を付すことが承認された。 

 ・理科教員養成課程設置について、現有の教員で担当する旨の説明を受けていたが、非

常勤講師の新規採用が示されている。 

 

議題７．大東文化大学学費納入手続及び学費滞納による除籍手続 

に関する規程の改正（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、教授会はこれを承認した。 

 

議題８．大東文化大学学生支援センター運営委員会学生相談部会規則の改正（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、教授会はこれを承認した。 

 

議題９．大東文化大学と札幌大学・札幌大学女子短期大学部との交流協定に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同交流協定に関する包括協定書（案）および

単位互換に関する覚書（案）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 10. 2021年度専任教員人事計画（案）に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同人事計画（案）について説明し、中村年春

社会経済学科教授退職（2021（令和 2）年 3 月 31 日付）に伴う補充はしない旨を確認し、

審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題 11. 2021年度特任教員・客員教員・助教等人事計画（案）に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同人事計画（案）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 12. 大東文化大学学則（第 32条／休学 他）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、教授会はこれを承認した。 

 

議題 13. 2019（平成 31）年度春期語学研修参加者および単位認定に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同研修参加者および研修終了後に単位振替が

ある旨を説明し、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 



 

 

議題 14. 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、郡司大志現代経済学科教授および山下東子現

代経済学科教授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 15. 海外渡航に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、津布久将史現代経済学科講師の海外渡航につ

いて説明し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題 16. 学籍異動に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、8 名の退学、7 名の休学、7 名の復学および 

6 名の除籍について説明し、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 

 

議題 17. 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、7 名の派遣について派遣先・目的等も含めた報

告があり、教授会はこれらを承認した。 

 

報告承認事項１．2020（令和 2）年度各種委員会委員の選出に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、「同委員会委員（第 1 次案）」を提示した。内

容に不都合があれば執行部に申し出てほしい旨を依頼した。 

 

報告承認事項２．非常勤講師の退職に関する件 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、社会経済学科非常勤講師 2 名の退職について

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、2020（令和 2）年 1 月 23 日に開催さ

れた第 9 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．防犯カメラの設置、管理および運用に関する基準について 

２．東松山キャンパス全面禁煙化に向けた中間報告案とポスター案について 

３．2019（平成 31）年度 12 月度の朝ごはんプロジェクト補助利用者数について 

４．自動販売機の撤去について 

５．全学共通科目総会の開催について 

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、2020(令和 2)年 1 月 22 日に開催された第 9 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、以下の件について補足説明した。 

１．スポーツ科学系副専攻プログラムについて 

２．PROG について 

３．「学修成果の可視化検討部会」について 

４．高等教育の修学支援制度について 

５．「社会人の受入れ環境整備」について 

６．DAITO BASIS 科目について 

 

報告３．2020（令和 2）年度専任教員人事計画の変更（案）について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同人事計画の変更（案）について報告した。 

 

報告４．留学（英語）副専攻にかかる学則改正（案）について 

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

明した。 

 

報告５．大東文化大学国内留学生修学助成規程の制定（案）について 

報告６．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）について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、本学部は第 7 回教授会（2019（令和元）年 11

月 8 日開催）、第 8 回教授会（2019（令和元）年 12 月 13 日開催）および第 9 回教授会

（2019（令和 2）年 1 月 10 日開催）で否決し継続審議としていたが、大学評議会（2020

（令和 2）年 1 月 20 日開催）で承認された旨を報告した。 

 

報告７．全学プロジェクト事業（学長提案事業）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８．2020(令和 2)年度学校法人大東文化学園事業計画書（案）（大学部分）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、意見を求めたが特段意見はなかった。 

 

報告９．東松山キャンパス新体育館整備事業及び 

緑山キャンパス多目的グラウンド等整備事業の基本設計について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同整備事業の基本設計について報告した。 

 

報告 10. 100周年ロゴマーク選定のための Web投票実施について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同 Web 投票への協力を依頼した。 



 

 

報告 11. 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、2020（令和 2）年 2 月 1 日までの同感染症対

策に関する本学の対応について報告した。 

 

報告 12. 人事課からの報告について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、本学園ハラスメント防止委員会によるハラス

メントアンケートへの協力を依頼した。引き続き、「資料」に基づき旅費申請の電子（シ

ステム）化について、2020（令和 2）年 4 月 1 日出張分より日帰り出張（100km 未満の

短距離出張）精算について導入する旨を連絡した。 

 

報告 13. 2019（平成 31）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、2019（平成 31）年度同課外特別セミナーの実

施について報告した。 

 

報告 14. 2020(令和 2)年度大東文化大学課外特別セミナーについて 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、2020（令和 2）年度課外特別セミナー奨励金

交付要領について説明した。 

 

報告 15. 学生懲戒処分に関係する学生の学籍に関する措置について 

上遠野武司学部長が「資料」に基づき、同措置について報告した。 

 

報告 16. 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、以下について報告した。 

 ・フレンドシップ･ウォーク 2020 実施要領 

 ・2019（平成 31）年度退学・除籍者数（2019（平成 31）年 12 月 31 日現在） 

 

報告 17. 教職課程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、教職セミナー分析について報告した。 

 

報告 18. 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枠に係

る調整（結果）について報告した。 

 

報告 19. 2020(令和 2)年度フレッシュマンセミナーについて 

布袋正樹フレッシュマンセミナー実行委員会委員長が、「資料」に基づき、同実施内容



 

について説明し、基礎演習担当教員の出席と基礎演習担当以外の教員も出席してほしい

旨を依頼した。なお、基礎演習担当教員で出席できない場合は、委員長あて連絡してほ

しい旨を依頼した。 

 

報告 20. 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、経済研究所運営委員会の合議により 2020（令和 2）

年 4 月 1 日付で研究部会長に葛目知秀社会経済学科准教授が就任する旨を報告した。 

 

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 3 月 2 日（月）14:00 より開催することを確認

し、上遠野武司学部長が 16:15 閉会を宣言した。 

 


