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2020年度 第１２回 法学部教授会議事録 

        

日 時：2021年 3月 1日（月）14：00 ～ 16：48 【Zoom 利用】 

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

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 

 

 

  議案のうち 

   ＊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案件 
 
  

Ⅰ．定足数の確認 

    法学部長より教授会定足数 19名（37名の半数）以上の 36名の出席が確認され、 

   本教授会の成立が報告され、第 11 回（2021 年 2 月 16 日）教授会の開催が宣言 

   された。 

    

Ⅱ．議案の審議  

     審議に先立ち、法学部長より、2021 年 2 月 8 日開催第 10 回法学部教授会 

    議事録（案）を送付したので、何か訂正などの提案があればお知らせいただき 

    たいと要請があった。 

     特に提案等はなく、第 10回の法学部議事録は確定された。 

       

  1. 2021年度 全学部統一入試（後期）、共通テスト利用入試（中期）、 

                 スポーツ推薦入試（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、政治学科主任より資料に基づき提案 

   があり、以下のとおり承認された。法学部長より、繰上げ合格の実施について 

   は、学部長及び各学科主任に一任願いたい旨の提案があり、承認された。 

   

  2.  2021年度 法学部教授会日程に関する件 

      法学部長より資料に基づき、2021 年 4 月から 2022 年 1 月までの教授会 

     日程について提案があった。法学部長より、質問、意見等が要請され、会場 

     が決められていないという質問があった。それに対して、来年度、改めて 

     会場をお知らせしたい、と学部長から回答があり、承認された。 
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  3. 星付け表最新データとカリキュラムマップに関する件（3/5まで） 

      法学部長より資料に基づき、学修の成果の可視化のための資料として DP 

     と科目の関連確認（星付け表）、およびカリキュラムマップを作成し、意見等 

     を求めたが、特になく、承認された。 

      

  4. 2020年度 自己点検・評価シート(B票）経過報告に関する件（3/12まで） 

      法学部長より資料に基づき、B 票（6Ⅲ-1）と、もう一方の B 票（6Ⅲ-2） 

     についての議論を続けていくこととなった。 

 

   5. 2021年度 大学・法人 各種委員会委員の選出に関する件（3/4まで） 

      法学部長より資料に基づき各学科の委員が報告され、これが承認された。 

 

  6. 2022年度 専任教員人事計画（案）、助教・研究補助員等人事計画（案） 

      法学部長の指名を受け、法律学科主任より、法律学科教授の後任として、 

     新規採用人事を起こしたいと説明があり、また、政治学科主任より、2022 

     年度は研究補助員ではなく「助教」を採用したいと説明があり、いずれも 

     承認された。 

 

  7. 教員数内訳表、学科教職教員数内訳表の提出に関する件（3/31まで） 

      法学部長より資料に基づき、大学設置基準に定める教員数に合致するよう 

     採用計画を立てる必要がある旨、説明があり、承認された。 

     

  8. 大東文化大学 学部長等選考規程の制定（案）に関する件 

      法学部長より資料に基づき、これまで学部ごとに学部長選考の内規はある 

     が、全学統一的な規程はないので新しく制定する案であることの説明があり、 

     承認された。 

 

 ＊ 9. 大東文化大学 学生懲戒処分規程の改正（案）に関する件 

      法学部長より資料に基づき、学生支援部会が廃止されたことに伴う改正で 

     あり、法務研究科に関する規程も同様であると説明があり、承認された。 

 

 ＊10. 大東文化大学 給付金等認定委員会規程の改正（案）に関する件 

      法学部長より資料に基づき、こちらも、学生支援部会が廃止されたことに 

     伴う改正である、法務研究科に関する規程も廃止となったと説明があり、 

     承認された。 
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  11. 2020年度 社会連携・社会貢献活動に関する実態調査に関する件（3/31 まで） 

      法学部長より資料に基づき、次のような説明があった。 

     2018 年 4 月から 2021 年 3 月まで 3 年間、学部や研究所の社会連携や社会 

     貢献に関する実績を報告して欲しいという要請が地域連携センターからあり、 

     学部と両研究所より提出することになる。 

 

  12. 法学部内規（9月卒業に関する再試験について）に関する件 

      法学部長より資料に基づき、９月卒業に関する再試験を、３月の卒業と 

     同様にするため、内規の改正が提案され、承認された。 

 

  13. 学校法人 大東文化学園 評議員候補者の推薦に関する件 残任期間【投票】 

      法学部長より資料に基づき、現在、学園評議員の教授が 4 月より学部長に 

    就任されるため、残任期間（4月 1日から 6月 29日）を担当いただく評議員の 

    推薦を投票で行なうと説明があり投票の結果、承認された。 

      

  14. 法学研究科委員長からの要請【投票】【資料別紙】 

      法学部長より資料に基づき、A案と B案が提示され、さらに「C案 いずれ 

    にも賛成しない」を含め、投票となった。 

     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、A.案が 

    過半数を占めたので、承認された。 

   

  15.  その他  

     特になし。 

 

 

Ⅲ．報告 

    1.  諸会議報告（2021年 2月 15日から 2月 28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 

      法学部長の指名を受け、東松山キャンパス主任より、資料に基づき報告が 

     あった。 

          

   3. 2021年度の授業措置・方針について 

      法学部長より資料に基づき、講義ごとに指定されている教室の収容定員を 

    確認いただき、新学期に備えていただきたいと要請された。 
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   4. シラバスチェックの実施報告について  

      法学部長より資料に基づき、先生方のご協力をいただき、無事にシラバス 

     チェックが完了した、と報告があった。 

 

  5. 科目ナンバリングコードについて 

      法学部長より資料に基づき説明があり、科目ナンバリングコードが示され 

     た内容の確認が促された。 

 

  6． 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 

      法学部長より資料に基づき説明があり、これに該当する先生方の確認が 

     要請された。 

 

   7. 2020年度 大学役職者の変更について（人文科学研究所所長） 

      法学部長より資料に基づき、大学役職者のうち、人文科学研究所所長に 

     ついて、英米文学科教授が、2021 年 3 月 31 日までの残任期間を担当する 

     ことになったと報告があった。 

 

   8. 学園・大学役職者の推薦について（図書館長） 

      法学部長より資料に基づき、図書館長について、経営学科教授が選出され 

     たことが報告された。 

      

   9. 大東文化大学 創立百周年記念事業推進委員会からの進捗報告について 

      法学部長より資料に基づき説明があり、事業推進委員会から写真提供の 

     協力が求められているので、ご協力願いたいと要請された。 

 

  10.  全学ＦＤ委員会からの報告について（卒業時 Web アンケートの実施） 

      法学部長より資料に基づき、卒業時には Web でのアンケートを実施する 

     予定であることが報告された。 

 

  11. 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、従来の学生手帳に代わり DB ハンドブックと 

     いう形で Web 上に載せる予定であることが報告された。 

 

  12. 教育職員研究活動等報告シートの提出等についての報告 

      法学部長より資料に基づき、既に大学評議会で決定しているが、法学部 

     以外の学部からもこれについて多くの意見が出されているので紹介しておき 

     たいと説明があった。 
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  13. その他 

     特になし。 

 

 

Ⅳ．学籍・兼業 

  1.  放送大学単位認定に関する件  

      学部長より資料に基づき 2020 年度 放送大学受講者(特別聴講生)の説明 

     があり、承認された。 

 

  2.  2020年度 卒業・進級判定に関する件 

    ・卒業の人数 

      法学部長より、資料に基づき説明があり、現時点での卒業判定と進級 

     判定が承認された。 

    ・再試に関する件 

      法学部長より、再試験実施について提案があり、承認された。 

    ・進級に関する件 

      法学部長より、資料に基づき説明があり、2021年 2月 25日現在の進級・ 

     留年者が示された。 

   

 3.  2020年度 学位授与式の挙行に係る総代等の選出に関する件 

     法学部長より、卒業生代表挨拶（正と副）を行うのは法律学科で学科の総代 

    1 名と副総代を 5 名、成績順位で行なうことが確認された。資料に基づき、 

    提案があり、承認された。 

     

 4.  年度末の学籍異動手続に関する件【資料なし】 

     法学部長より、2020年度の教授会が 3月 12日をもって終了することに伴い、 

   3月 12日開催の教授会以降、4月教授会までに発生する学籍異動については学部 

   長に一任し、4月の教授会で追認することが提案され、承認された。 

 

 5.  学籍異動に関する件 

    法学部長の指名を受け、横山美智子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。なお、期日までに学費が納入された際は、「除籍取消」 

  となるが、その場合は学部長承認が提案され、承認された。 

 

 6. 国内留学学生の帰着に関する件  

    法学部長の指名により、政治学科主任より、政治学科３年の学生が、１年間 

   の国内留学を終了して、沖縄国際大学より帰着したことが報告され、承認された。 

   単位の読み替えについては、次回教授会で報告の予定である。 
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 7. 兼担依頼に関する件  

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

     

  8. 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。 

        

  9.  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 31 名の出席が 

    確認され、人事教授会の開催が宣言された。 

 

  1. 研究補助員に関する件 

   【更新】 

     法学部長の指名を受け、法律学科主任より、現在の研究補助員が，2021年度 

    も更新する（３年目・最終）ことの提案があり、承認となった。 

   【新規】 

     法学部長の指名を受け、政治学科主任より、現在の研究補助員が 2021 年 

    3 月末で退職するので、その後任として推薦すると、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  ＴＡに関する件 

   【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、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。 

    

    法学部長より、人事教授会終了後、人事教授会を閉じ通常の教授会に 

   戻した。 

 

 

 

   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。 

 

 

 


