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２０２０年度 第１３回 法学部教授会議事録（案） 

        

日 時：２０２１年 ３月 １２日（金）１４：００～ 【Zoom 利用】 

場 所：板橋校舎 1号館 １-０１０２教室 （教授会、法律学科協議会） 

   （政治学科協議会 １号館 １-０１０１教室） 

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   欠席者：１名 

議 長：法学部長 

 

   □は、学部教授会及び大学評議会の審議及び議決をもって、 
     研究科委員会及び大学院評議会の審議及び議決に替えることができる事項 

   ＊は、事前に資料を送付した事項 

 

 

Ⅰ．定足数の確認 

     法学部長より教授会定足数 19名（37-2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、今年度、最後である第 13 回（2021 年 3 月 12 日） 

    教授会の開会が宣言された。 

     

Ⅱ．議案の審議  

     審議に先立ち、法学部長より、第 11 回、第 12 回、第 13 回の教授会議事録に 

    ついては 3 月 26 日（金）を目標として、送付させていただくと通知があった。 

     送付後、議事録の記載事項に何か訂正などのご提案があれば 3 月 30 日（火） 

    法学部事務室までお知らせください、とアナウンスがあった。 

     

  1. 2021年度 共通ﾃｽﾄ利用入試（中期）、 

全学部統一（後期）、ｽﾎﾟｰﾂ推薦（後期）に関する件【追認】 

     法学部長の指名を受け、法律学科主任と政治学科主任から判定を行なった旨の 

    説明があり、承認された。 

      

  2. 2021年度 共通テスト利用入試（後期）合否判定に関する件 

      法学部長の指名を受け、法律学科主任と政治学科主任から、両学科の合格者、 

    繰り上げ対象等について報告があり、承認された。 

      

  3. 2021年度 科目等履修生合否判定に関する件 

     法学部長より、出願の締切が３月１３日（土）なので、出願があれば執行部の 

    責任で合否判定を行ないたい、と提案があり承認された。 

 



2/6 2020年度 第１３回（2021/3/12）法学部教授会 議事録【Zoom・HP簡易版】 

 

 

 4. 2021年度 学科目編成に関する件（最終版） 法律 ／ 政治 

     法学部長の指名を受け、法律学科主任授より、英語担当の非常勤講師が体調 

    不良により休職することになったので、その科目を、専任の教授と、准教授で 

    カヴァーすることから、科目編成が変更になることの説明があり承認された。 

     また、政治学科教授より、全学共通科目の哲学Ａ/Ｂ（西洋哲学史概説Ａ/Ｂ） 

    については、ご本人が学科主任に就任することから、休講になることが伝えられ 

    た。政治学科主任より、ほかには特に変更はない旨、報告があった。 

    いずれも、承認された。 

 

 5. 2021年度 法学部オフィスアワーに関する件 

     法学部長より資料に基づき、これまではオフィス・アワーに関する件は事務に 

    提出して、まとめていたが、2021 年 4 月より、DB ポータルを通して各自で入力 

    いただく方法へと変更する旨、案内があった。 

 

 6. 2020年度 法学研究所事業報告、2021年度 法学研究所事業計画案、 

        2021年度 法学研究所研究班編成表に関する件 

     法学部長の指名を受け、法学研究所の所長代行より、今年度は会議も研究会も 

    オンライン中心で行なった旨、報告があった。 

    また、2021年度の事業計画案、研究班編成表に関して説明があり、承認された。 

 

 7. 2020年度 国際比較政治研究所事業報告、2021年度 国際比較政治研究所事業計画案、 

       2021年度 国際比較政治研究所研究員に関する件 

     法学部長の指名を受け、所長より資料に基づき、副研究員の一名が博士号を 

    取得できたので、副研究員から客員研究員に身分が変更になった旨、説明が 

    あった。また、2021 年度の事業計画案、研究班編成表に関しても説明があり、 

    いずれも承認された。 

 

 *8. 2022年度 入試概要に関する件 

     法学部長より、資料は事前に配信してある旨、説明があり、資料に基づき、 

    2022年度に変更される点の説明があった。  

    

 9. 大東文化大学 私費外国人留学生学業成績優秀者表彰規程の改正（案）に関する件 

    法学部長より資料に基づき、下記の点について説明があった。 

     ①名称の変更（「温故知新奨学金」から「温故知新報奨金」と変更） 

     ②学業成績の基準について、前年度までの修得単位数を 30単位以上とし、 

      順位を平均点から GPAに変更 

     ③表彰者の選考時期を毎年 5月末から毎年 6月末と変更する 
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 10. その他 

     法学部長の指名に基づき、法律学科教授から、下記の質問があり学部長より、 

    まだ方針が決まっていない、と回答があった。 

    質問：学生や教職員が、新型コロナウィルスのワクチン接種のために休暇を取得 

       した場合、公用になるのか。 

 

 

Ⅲ．報告 

  1. 諸会議報告（2021 年 3 月 1 日から 3 月 11 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 

     法学部長より資料に基づき、新学期の対面オリエンテーション、１～２年生 

    ガイダンス日程等について、報告された。 

 

 3. 法学部 2021年度 履修スケジュールについて 

     法学部長より資料に基づき、Web での履修スケジュールについて、報告が 

    あった。 

 

  4. 2022年度 専任教員人事計画（案）について 

     法学部長より資料に基づき、法律学科の箇所で、「論理学」で法律学科教授の 

    後任についての申請が許可された、と報告があった。また、政治学科「比較政治 

    学」の後任については、引き続き募集をしていく、ということの確認が取れて 

    いる旨、説明があった。 

 

 5. 2022年度 特任教員・客員教員・助教等人事計画（案）について 

     法学部長より資料に基づき、政治学科の箇所で、2022年度は、研究補助員では 

    なく「助教」を申請しており、それが許可された旨、報告があった。 

 

 6. 機器備品調査報告について 

     法学部長の指名を受け、法律学科主任と政治学科主任より、資料のとおり機器 

    備品調査が完了し、実施報告書の提出が報告され、承認された。 

 

  7. 2021年度 TJUP（埼玉東上地域大学教育ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ）単位互換制度について 

     法学部長より資料に基づき、単位互換制度について、説明があった。 
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  8. キャリア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、４年生の内定率と、３年生の登録状況（求人検索 

    NAVIの登録状況）が報告された。 

 

 9. 基礎疾患があり対面授業に出席できないと申し出のあった学生への対応について 

     法学部長より資料に基づき、学生には保健室へ相談に行くように指示していた 

    だきたいと要請された。 

 

10．オンライン授業の実施指針について 

     法学部長より、この資料については既にポータルで先生方に送信済であるが 

    来年度（2021年度）はこの方針に沿って授業を開講する旨、説明があった。 

 

11. 基礎教育科目および全学共通科目担当の専任教員の人事に関するお願いについて 

     法学部長より資料に基づき、大学設置基準が定める専任教員数と教授数がある 

    ので、各学部における人事関連についてはこれを念頭において対応いただきたい、 

    という学長からの要請であると、説明があった。 

 

 12. 内部質保証に関する報告について 

     法学部長より資料に基づき、内部質保証の副学長から毎月、報告するという 

    資料が学部長会議で報告されているので、確認するよう要請された。 

 

13. 大東文化大学 学部長等選考規程の制定（案）について 

     法学部長より資料に基づき、前回（2021/3/1）の教授会で承認された案件が、 

   大学評議会で承認された、と報告された。 

 

14. 大東文化大学 学生懲戒処分規程の改正（案）について 

     法学部長より資料に基づき、前回（2021/3/1）の教授会で承認された案件が、 

   大学評議会で承認された、と報告された。 

 

15. 大東文化大学 給付金等認定委員会規程の改正（案）について 

     法学部長より資料に基づき、前回（2021/3/1）の教授会で承認された 

   案件が、大学評議会で承認された、と報告された。 

 

16. 名誉教授の推薦について 

    法学部長より資料に基づき、他学部の名誉教授について報告があった。 
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17. 法学部各種委員会に関する件 

    法学部長より資料に基づき、2021年度の法学部内の各種委員会委員について各自、 

   確認するよう促された。 

 

18. 2021年度 大学各種委員会および法人等各種委員会について 

    法学部長より資料に基づき、2021年度の法学部内の各種委員会委員とも連動して 

   いるので、確認するよう促された。 

 

 19. その他 

    特になし。 

  

 

Ⅳ．学籍・兼業 

 1. 2020年度 法学部再試験の結果に関する件 

     法学部長の指名により、両学科主任より報告があり、承認された。 

 

  2. 2020年度 卒業判定に関する件 

     法学部長の指名により、両学科主任より報告があり、承認された。 

 

 3. 2020年度 国内留学単位認定に関する件 

     法学部長の指名を受け、政治学科主任より、３２単位認定する旨の説明があり、 

    承認された。 

 

 4. 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、 

   承認された。また、法学部長より、3月末日までの学籍異動については、学部長 

   一任により事務処理を行なうことが再確認された。 

    【学籍異動】休学４名、復学７名、退学 5名 計１６名 

 

 5. 2021年度 大東文化大学入学式挙行に係る新入生宣誓者に関する件 

（政治学科 正・副）【資料なし】 

    法学部長の指名を受けて、政治学科主任より、入試の成績順に、宣誓者を選定 

   する旨、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。 
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 7. その他 

     特になし。 

    

Ⅴ．人事教授会 

     法学部長より、人事教授会定足数 24名（37-1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. ＴＡの採用に関する件（３件） 

   【新規】 

     法学部長の指名を受け、法律学科主任より、2021年度のＴＡ（教育補助員）と 

    して推薦すると、３名の候補者の履歴とともに提案があり、審議の結果、承認と 

    なった。 

    

  2. 専任教員（論理学）の採用に関する件 

     法学部長の指名を受け、法律学科主任より、論理学の選考委員会委員の提案が 

    あり、承認された。 

     【法律学科・論理学】選考委員会委員長以下、５名の教授で構成。 

     

     また同じく指名を受け、政治学科主任より、助教の選考委員会の提案があり、 

    承認された。 

     【政治学科・助教】選考委員会委員長以下、５名の教授、准教授、講師で構成。 

      

 3. その他 

   特になし。 

 

 

 

   以上で全てが終了したので、法学部長は閉会を宣した。 

 

 

 

  

 

 


