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２０２０年度 第５回（９月） 法学部教授会議事録 

 

日 時：2020年 9月 9日（水） 

会 場：板橋校舎 １-１０２教室（教授会・法律学科協議会）、１０１教室（政治学科協議会） 

開催形式：オンライン（Zoom）を利用し、自宅、研究室、会場での開催となる 

構成員：３７名（定足数１９名） 

出席者：３６名（定足数充足）   

欠席者： １名 

議 長：法学部長 

 

Ⅰ．定足数の確認 

   教授会定足数 19名（37-1名の半数）以上 36名の出席が確認され、本教授会の成立が報告 

  され、後期最初の第５回（2020年 9月 9日）初めてのオンライン教授会の開会が宣言された。 

   併せて、第４回（７月）教授会の議事録の確認があり、確定した。 

    

Ⅱ．議案の審議  

 1. 2021年度 学科目編成に関する件 

   法学部長より、以下の説明があった。 

   学科主任を責任者として、2021 年度の科目編成を進めるので協力が要請された。 

     

 2. 札幌大学との交流協定に基づく国内留学（派遣）に関する件 

   法学部長の指名により、それぞれの学科協議会での結果が報告され、承認された。 

    法律学科 政治学科 

実施について 実施する 実施する 

派遣先（専攻） 法学専攻 経済学専攻・ロシア語専攻・歴史文化専攻 

 

 3. 2021年度 専門演習合同説明会（9/30（水））について 

   法学部長より資料に基づき、Zoom により 2 年生を対象として説明会を実施する、と説明が 

  あった。公欠措置が示され、配慮科目についても承認された。 

 

 4. 2020年度 政治学ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（ﾃｰﾏ探究：東北被災地/福島被災地）の現地研修に関する件 

   法学部長の指名により、政治学科主任から、以下の説明があり承認された。 

  テーマ探究（東北被災地研修） 

   現地研修：９月２４日（木）～ ９月２６日（土）  

        引率教員は２名。参加学生は８名。 

  テーマ探究（福島被災地研修） 

   現地研修：１０月１９日（月）～ １０月２１日（水） 

        引率は、教員１名。現地研修補助は、研究補助員。参加学生は６名。 
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 5. 大東文化大学 学則（第 36条/入学検定料）の改正（案）に関する件 

   法学部長より資料に基づき、入試改革の関連で各種の入試の名称が変更されることに伴い、 

  学則の第 36条を変更するという提案であり、テクニカルな改正であると説明され承認された。 

 

 6. 大東文化大学 入学者選抜試験規程の改正（案）に関する件 

   法学部長より資料に基づき、入試改革の関連で各種の入試の名称が変更されることに伴い、 

  入学者選抜試験規程を変更し、また本部要員も変更するという、こちらも上記と同様にテク 

  ニカルな提案であると説明され、承認された。 

 

  7. 法学部教授会スケジュール 2021年２～３月の日程に関する件 

   法学部長より資料に基づき、入試日程が確定したことにより、2 月 8 日と 16 日、そして 

  3 月 1 日と 12 日に法学部教授会を開催したいという説明があり提案された。 

    

 8. 大東文化大学 ３つのポリシー（新旧対照表）に関する件 

   法学部長より資料に基づき、企画調整委員会からシラバスとカリキュラムポリシー（CP） 

  を関連づけるため、一部、変更したいという連絡があり、資料に示した。 

    

 9. 後期の対面式授業に関する件 

   法学部長より資料に基づき、後期の授業について法学部としては、３、４年生の専門演習 

  と現地研修などを伴う政治学科の実習系科目について対面式授業することを感染症対策本部 

  に申請しており、概ね、承認を得た。 

 

 10. その他 

   特になし。 

 

 

Ⅲ．報告事項 

 1. 諸会議報告（2020年 7月 9日から 9月 8日まで） 

    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 

    法学部長の指名により、東松山担当主任である法律学科教授から、以下の報告があった。 

    第 4回 東松山キャンパス運営委員会 （7月 30日 メール会議） 

  ・2020年 8月 31日付で東松山校舎学内食堂業務を担当する業者（アイビー・シー・エス）が 

   撤退することとなった。今後、新規の業者の選定を進めるとのこと。 

  ・後期授業の実施方法について議論があり、東松山キャンパスでの対面授業実施の際に検討 

   すべき事項について、8月～9月に意見を集約し、大学執行部会議に提案することとなった。 
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 3. 2020年度 大東文化大学・大学院 前期学位記授与式について 

    法学部長より資料に基づき、9 月 15 日（火）、午前 10 時より学位記授与式が挙行 

   される予定で、法学部長も列席する。会場は、中央棟多目的ホール。 

 

 4. 2020年度 政治学ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（自治体研修・板橋区役所／東松山市役所）の実施について 

    法学部長の指名により、担当の政治学科の教員から下記のような報告があった。 

   新型コロナウィルスの感染防止の観点から、例年に比して期間を短縮して行なわれた。 

   東松山市役所は、８月３１日の１日だけ参加者７名の仕事紹介セミナーという形で実施 

  された。 

   板橋区役所は、８月２１日～２８日に、法律学科１名、政治学科２名の３名で実施された。 

  事前研修としては、７月２４日に３０分程度の Zoom 形式でレクチャーを実施した。 

   来年度も同様の人数枠を確保することができた。 

   

 5. 2020年度 後期 法学研究所 講座募集について 

   法学部長の指名により、法学研究所・所長代行から報告があった。 

   

 6. 2021年度 入学試験要領の変更について 

   法学部長より資料に基づき、報告があった。 

   大学案内 Crossing 2021 に表記した入試関連の日程や内容の変更の説明があった。 

  

 7. 2021（令和３）年度 科学研究費の申請について 

    法学部長より資料に基づき、説明があった。 

   

  8. 2021年度 全学プロジェクト予算（学長予算）に係る公募採択事業について 

   法学部長より、諸会議報告のなかでも触れたが、2020 年度、新型コロナ感染防止のため 

  予定していた全学プロジェクト予算が実施できないので、これを 2021 年度へ回すことに 

  ついて、報告があった。これにより、2021 年度の公募採択事業の募集を行なわない。 

 

  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、マルチ商法による被害を受けた学生がいることが判明したと 

  報告があった。ゼミの学生などに注意するようにお願いしたい。 

 

 10. 2020年度 自己点検・評価シートについて 

  法学部長より資料に基づき、2020 年度分を両学科の事務室に置くので、ご確認いただきたい、 

 と案内があった。 

 

 11. 給与等支給明細等の電子交付について 

   法学部長より資料に基づき、これまで書面にて実施していたもの（給与等支給明細書、 
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  源泉徴収書、年末調整に関する書類）を 2020 年後期から電子交付に切り替えるという、通知 

  が人事課よりあると報告された。 

     

 12. その他 

  法学部長より資料に基づき、DBポータルの「授業実施内容」フォーマットの記入が求め 

 られているが、締切は 9/19となっていると要請があった。 

 

 

Ⅳ 学籍・兼業・回収資料 

 1. 2020年度 9月卒業に関する件 

    法学部長より資料に基づき、９月卒業者の紹介があった。 

   【法学部９月卒業予定者】 合計 １０名 法律学科３名、政治学科 7 名 

 

 2. 学籍異動に関する件 

   法学部長の指名を受け、事務長から、学籍異動、学費未納に関わる除籍について、提案が 

  あり、承認された。 

  【学籍異動】 退学：3名 休学：1名 復学：4名 除籍：1名  合計 9名 

 

  ●沖縄国際大学へ国内留学中の政治学科 3 年生は当初、前期のみの予定で留学を開始した。 

   その後、前期だけではなく通年での留学へ変更したいという要望があった。 

 このたび、この延長したいという変更が沖縄国際大学から認められた。【資料なし】 

 

 3. 2020年度 放送大学受講に関する件 

    法学部長より資料に基づき、3 名の学生（法律学科 4 年）から放送大学の科目受講希望が 

   出ていることが紹介され、承認された。 

   

 4. 2020年度 教育実習指導・派遣教員の選出に関する件・・・・・・・・・・・・・取り下げ 

    

 5. 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。 

    【兼職者】 ７件 

   

 6. その他 

    特になし。 
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Ⅴ.人事教授会  

    人事教授会の開催に際して、学部長が専任教員の名前を呼んで、出欠を確認した結果、 

  人事教授会定足数 24 名（37-1 名の 2/3）以上 34 名の出席が確認され、人事教授会の開催が 

  宣言された。 

 

 1. 非常勤の採用に関する件（法律・英語担当後任） 

    法学部長の指名を受け、法律学科主任より回収資料に基づき、下記の非常勤講師の採用 

   について、履歴書、業績書に関して説明があり、承認された。2021年度 4月の就任となる。 

 

 2. 学部執行部選挙等のスケジュールに関する件 

       

 3. 昇任人事に関する件 

    講師や准教授の方は Zoom との接続を切っていただき、昇任人事の審議には教授のみの 

   参加となった。 

 

   法学部長の指名を受け、政治学科主任から政治学科の教授２名より推薦があり、政治学科 

  准教授の昇任が提案されたことの報告があった。 

  それに伴ない、選考委員会の設置が政治学科主任より提案され承認された。 

  

   非常勤講師の新規採用が承知されたところで、一度、人事教授会を閉じ、学科目編成に 

  戻ることになった。 

   教授会に戻り、新規採用の担当者が法律学科の学科目編成において、承認された。 

 

 4. 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。 

 


