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２０２０年度 第６回（１０月） 法学部教授会議事録 

 

 

日 時：2020年 10月 14日（水） 14：23～17：15 

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：３５名（定足数充足）   

欠席者： ２名 

議 長：法学部長 

 

Ⅰ．定足数の確認 

   教授会定足数 19名（37名の半数）以上 35名の出席が確認され、本教授会の成立が報告され 

  第６回（2020年 10月 14日）オンライン教授会の開会が宣言された。 

   あわせて第 5回（９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. 学部長選出に関する内規「オンライン会議の際の投票に関する申し合わせ」に関する件 

     学部長の推薦について（内規）【参考資料】 

   法学部長より資料に基づき、今回は通常の方法（投票用紙に記入）とは異なる方法を採用 

  しなければならないので、学部執行部として申し合わせを作成した。この申し合わせは、内規 

  のなかに繰り込むことになることが承認された。 

    

 2. 次期法学部長選出選挙に関する件【投票】 

    法学部長より、2021 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日を任期とする次期法学部長を法学部 

  内規に基づき選出することの提案があり、承認された。 

    法学部長より、選挙管理委員の報告に基づき、開票結果が確認され、過半数を得た法律学科 

 教授を次期法学部長として推薦することが、承認された。 

 

 3. 2021年度 学科目編成に関する件【資料なし】 

     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、政治学科については政治学科 

  主任により、2020年度の学科目編成に関して今回は特に訂正等がない旨、説明された。 

 

 4. 2021年度 全学共通科目学科目編成表（案）に関する件 

   法学部長より、科目名と科目担当者について確認の要請があった。 

 

 5. 2020年度 学科予算に関する件 

   法学部長より、両学科に向けて、資料を基に次年度予算案を作成するよう要請された。 
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  両学科とも次年度予算作成について執行部一任が承認された。 

 

 6. 2021年度 第一高等学校「定員外受入」のお願いに関する件（政治学科） 

  第一高等学校から「定員外受入」について政治学科のみ志願者があったことにつき、法学部長 

 の指名により政治学科主任から説明があり、受け入れることが提案され承認された。 

 

 7. 2021年度 編入学に関する件  

   法学部長の指名により法律学科主任から、問い合わせはあったが、まだ、実際に受験するか 

  どうかは判明していない。受験をしてきたら、合否については執行部一任が提案され、承認 

  された。 

 

 8. 2020年度 政治学インターンシップ 

（テーマ探究・日本の安全保障研修/沖縄社会調査研修、 

                 政策提言/政策提言展開・登別）の現地研修に関する件 

  法学部長の指名を受け、政治学科より資料に基づき提案があった。いずれもこれから実施する 

 現地研修である旨、説明があり承認された。 

  

 9.  2021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）の募集に関する件 

  法学部長の指名を受け、政治学科主任より資料に基づき、提案があり、来年 2021年度の募集で 

 ある旨、説明があり、承認された。 

 

 10. 法学部法律学科奨学金留学の再募集に関する件【資料なし】 

  法学部長の指名により、法律学科主任から、奨学金留学の再募集について、感染防止の観点 

 から、再募集はしないこととする、と説明があり承認された。 

 

 11. 法律学科 後期キャリア支援講演会に関する件 

  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、公欠措置を含めて、 

 承認された。 

        

 12. 政治学科 キャリアデザイン講演会に関する件  

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

 

 13. 国際比較政治研究所 シンポジウムに関する件  

  法学部長の指名を受け、国際比較政治研究所所長より資料に基づき提案があり、承認された。 

 

 14. 2021年度 授業方法の検討に関する件 

  学長より、2021 年度の授業については、3 つの段階を設けて対面式の授業を増やして欲しいと 

 いう要請があった、と法学部長から資料に基づき説明があった。 
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 15. 2021年度 専任教員人事計画の変更（案）に関する件 

   法学部長より資料に基づき、外国語学部日本語学科の専任教員の退職（死去）があり、 

  これを補充する採用人事を行ないたいという変更案であると、説明があり承認された。 

 

 16. 2021年度 特任教員・客員教員・助教等人事計画の変更（案）に関する件 

 法学部長より資料に基づき、外国語学部中国語学科の特任教員の任期の変更について説明が 

  あり、承認された。 

 

 17. 入学前教育（2020年度報告及び 2021年度実施体制に向けて）に関する件 

   法学部長より資料に基づき、2020 年度の入学前教育についての説明があった。 

  

 18. 2020年度 学生生活調査アンケート分析（速報値：2020.10.2時点）に関する件 

   法学部長より資料に基づき、コロナ禍における速報値が報告された。 

 

 19. 大東文化大学 教学ＩＲ委員会規程の改正（案）関する件 

   この委員会をどこに置くかが議論されてきて、現在、総合企画課（法人組織）に置くことが 

  提案されていることについて、可否が問われ、承認された。 

 

 20. 大東文化大学 学則（教育課程関連科目）の改正（案）に関する件 

   教職課程センターでは教育実習科目を遡及的に設置する提案を検討し、学則改正の提案が 

  行なわれ、承認した。これにより座学による教育実習も認められることになった。 

 

21.  大東文化大学 特別修学支援金給付規程の改正（案）に関する件 

   法学部長より資料に基づき、特別修学支援金給付規程の改正が提案されていることの説明が 

  あり、審議の結果、承認された。 

 

22.  大東文化大学授業料減免規程および大東文化大学授業料減免規程細則の改正（案）に関する件 

    法学部長より資料に基づき、改正（案）の説明があり、審議の結果、承認された。 

   

 23. 教員評価および研究支援ワーキング・グループ検討結果に関する件 

   法学部長より資料に基づき、ここで学長室に設置した教員評価および研究支援ワーキング 

  グループの答申が出され、それに学長意見を付した「検討結果」が出されたと説明があった。 

      

 24. その他 

  特になし。 
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Ⅱ 報告事項 

 1. 諸会議報告（2020 年 9 月 10 日から 10 月 14 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について  

    法学部長の指名により、東松山担当主任から報告があった。 

   

 3. 2021年度 入学試験スケジュールについて 

    法学部長より資料に基づき、文部科学省からの通達により、新型コロナウィルス感染症 

   対策により、高校での授業の遅れやスポーツ・文化関係の行事などの中止などがあり、入学 

   試験のスケジュールもこれに配慮してほしいという要請があったと報告された。 

    

 4. 推薦型選抜（指定校、第一高等学校、ｽﾎﾟｰﾂ推薦（前期・後期））の入学試験選考方法の変更について 

    法学部長より資料に基づき、新型コロナウィルス感染症対策として、一部の推薦型選抜 

   試験では、書類選考とし面接を実施しないことになったと報告された。 

   

 5. 2020年度 学年暦の変更について 

    法学部長より資料に基づき、今年度の学年暦の変更について、報告があった。 

 

 6. 2020年度 後期授業開始後の各方針等について 

    法学部長より資料に基づき、後期から対面式の授業が増えることが予定されており、学内 

   施設の利用、感染時の対応、対面授業を行なう教員への要望などがまとめられている、と 

   報告があった。 

 

 7.  2021（令和 3）年度 大東文化大学「行動計画」について 

    法学部長より資料に基づき、大東文化大学「行動計画」について報告があった。 

    

 8.  創立百周年（2023年）記念事業推進委員会からの報告について 

    法学部長より資料に基づき、2023 年 9 月 20 日には創立 100 周年を迎えることから、それ 

   にむけての準備が進められていることが報告された。 

 

 10. 学生支援センターからの報告（奨学金／国の学生支援給付金／学生手帳の電子化）について 

    加藤普章法学部長より資料に基づき、奨学金、国の学生支援給付金、学生手帳の電子化に 

   ついて報告があった。 

 

 11. 全学ＦＤ委員会からの報告（FD委員会／学生による授業評価アンケート実施 2020.11.25～12.15）について 

    法学部長より資料に基づき、全学 FD 委員会の開催とアンケート、学生による授業評価 

   アンケートの実施予定についてについて、報告があった。 
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 12. 地域連携センターからの報告（2020年度 TJUPによる共同 IRに係る調査）について 

    法学部長より資料に基づき、TJUP 参加大学の共同 IR 分析として、オンデマンド型授業 

   実施の割合と利用しているシステムについての調査について、報告があった。 

 

 13. 休講届の様式変更について 

    法学部長より資料に基づき、休講届の様式変更について報告があった。 

 

 14. 旅費申請の電子（システム）化について 

    法学部長より資料に基づき、日帰り出張について電子化する方針が報告された。 

 

 15. 通勤手当の取り扱いについて 

    法学部長より資料に基づき、報告があった。 

 

 16. 板橋校舎３号館喫煙所の閉鎖について 

    法学部長より資料に基づき、報告があった。 

 

 17. 大東文化会館バス乗り場の変更について 

    法学部長より資料に基づき、報告があった。 

 

 18.  2020年度 大東文化大学 課外特別セミナーの申請について／報告について 

    法学部長より資料に基づき、報告があった。 

 

 19. その他 

    特になし。 

 

 

Ⅲ 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、事務長から学籍異動について提案され、承認された。 

    【学籍異動】 退学：2名 休学：4名   合計 6名 

 

 2. 2019／2020年度 留学帰国者の単位認定に関する件 

    法学部長より資料に基づき、9ヶ月に亘ってアメリカの大学に奨学金留学をしていた政治 

   学科 4年生の留学修了が報告され、単位認定が提案され、承認された。 

    また、法学部長の指名で、法律学科主任より約 7 ヶ月、アメリカの大学に奨学金留学を 

   していた法律学科 4年生の留学修了が報告され、単位認定が承認された。 
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 3.  法学部政治学科奨学金留学に関する件 

   法学部長より資料に基づき説明があり、承認された。 

           

 4. 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。 

     

 5. 2021年度 教員の兼担（・乗入）依頼に関する件 

    法学部長より資料に基づき説明があり、１３件の兼担依頼について承認された。 

      

 6. その他 

    特になし。 

 

 

Ⅳ 人事教授会 

 1. 昇任人事に関する件【資料なし】 

    法学部長の指名により、法律学科主任から専任教員の昇任人事の提案があった。 

   法学部長より Zoomによる接続について、教授だけの審議にすることが要請され、教授による 

   接続が確認された。そこで、改めて法律学科主任の発言に戻り、２名の推薦を受けた准教授 

   の教授昇任について、選考委員会設置が承認された。 

 

 2. その他 

    法学部長の指名により、法律学科主任より専任教員人事計画の「備考」欄の解消について 

   提案があり、承認された。今後、手続きを進めて行くことにすることが確認された。 

    

  

 

 

 

  以上で 全ての審議が終了したので、加藤普章法学部長は閉会を宣した。 

 

 


