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２０２０年度 第９回（１月） 法学部教授会議事録 

 

 

日 時：2021年 1月 13日（水） 14：15～15：53 

会 場：板橋校舎 １-１０２教室（教授会・法律学科協議会） 

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    欠席者：１名 

議 長：法学部長 

 

 

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 36 名の出席が確認 

   され、本教授会の成立が報告され、第９回（2021年 1月 13日）オンライン教授会 

   の開会が宣言された。 

 

Ⅱ．議事録の確認 

    法学部長より、第８回（12 月）議事録について、法律学科教授の発言部分を別送 

   の文書に基づき訂正することの提案があり、疑義や意見を求めたが特になく承認 

   された。また、上記以外の訂正の提案はなく第８回の議事録が確定した。 

 

Ⅲ．議案の審議 

1. 2021年度 推薦入試合否判定に関する件（スポーツ推薦・自己推薦） 

    法学部長の指名により、法律学科主任と政治学科主任より、投影資料に基づき、 

   合否の提案があり承認された。 

 

2. 2022年度 海外研究員、海外留学者、国内研究員、特別研究期間制度適用者に関する件 

     法学部長より資料に基づき、前回の教授会の後、2020 年 12 月 18 日の締切に 

    おいて海外研究員（長期・短期）、海外留学者、特別研究期間適用者（ｻﾊﾞﾃｨｶﾙ）、 

    国内研究員の応募が全くないため再募集をする旨の提案があり、承認された。 

     

3. 法学研究所長ならびに国際比較政治研究所長の推薦に関する件【資料なし】 

    法学部長の指名を受け、次期法学研究所長について法学研究所所長代行より、 

   次期国際比較政治研究所長については国際比較政治研究所長より、提案があり、 

   承認され、推薦することとなった。 
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  4. 2021年度 学科目編成に関する件 

    法学部長の指名を受け前回教授会からの変更点について、法律学科主任と政治 

   学科主任より、現状での説明として最終的な確定は、「非常勤講師委嘱の辞退に 

   ついて」および「人事教授会」の後に学科目編成に関する件に戻り行なう提案が 

   あり、承認された。 

 

5. 卒業判定に係る再試験の実施に関する件 

   法学部長より資料に基づき、今回も例年とおり、非常勤講師の先生方に向けて 

  再試験実施に関する案内とスケジュールを送ることの提案があり、承認された。 

  また、法学部長の指名を受け、法律学科主任より「再試験の実施等に関する基本 

  原則（法律学科）」の内規を変更することが提案され、承認された。 

 

6. 法学部 シラバス・チェック体制に関する件 

     法学部長より、資料に基づきシラバス・チェック体制について説明があり、 

    承認された。 

   

7. 2021年度 高大連携開放科目に関する件 

     法学部長の指名を受け、両学科主任より高大連携の取り組みは実施していない 

    ので、開放科目はないと回答することが承認された。 

 

8. 2021年度 学内単位互換、及び TJUP単位互換の開放科目に関する件 

      法学部長の指名を受け、法律学科主任より、開放科目なし、政治学科主任より 

    政治学インターンシップについて該当開放科目とすると提案があり、それぞれ承 

    認された。また、法学部の学生は他学部の科目を履修できないことが確認された。 

 

9. 大東文化大学基本方針内部質保証に関する方針の改定（案）に関する件 

     法学部長より資料に基づき説明があり、以下の件について承認された。 

   ①部局ごとに「部局別自己点検・評価委員会」を置き、改善・向上に向けた取り組み 

   を行なう。また、これを全学的に実施する組織として「大東文化大学内部質保証 

   委員会」を置き、定期的に点検・評価を行なう。 

②内部質保証委員会は自己点検・評価結果及び外部評価結果に基づく改善事項を学長 

 へ報告・提案する。 

 

10. 大東文化学園内部質保証規程の廃止（案）および 

         大東文化大学外部評価委員会規程（大学）の制定（案）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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11. 大東文化大学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説明があり、以下の件について承認された。 

   ①表彰者の推薦時期を実態に合わせて 5月末日から 6月末日へ変更する。 

 ②学業成績優秀者（通称「温故知新報奨金」）の報奨金を 10万円から 20万円へ増額 

  する。 

 

  12. 大東文化大学被災地学生支援特別奨学金規程の改正（案）に関する件 

   法学部長より資料に基づき説明があり、以下の件について承認された。 

   本規程を 2021 年 4 月 1 日から募集を停止し、2024 年 3 月 31 日をもって廃止する。 

     ただし、本規程を廃止しても「災害救助法の適用地域」出身の高校生は「桐門の 

    翼」奨学金を活用できるので代替策はある。 

 

13. 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説明があり、以下の件について承認された。 

   給付枠を現行の 20名から 30名へと増員する。 

 

  14. 大東文化大学授業料減免規程施行細則の改正（案）に関する件 

    法学部長より資料に基づき説明があり、以下の件について承認された。 

   授業料減免の対象となる基準を「生計を一にする世帯全員の税込収入」から「父母 

   または父母に代わり家計を支える者の税込収入の合計」と改正する。 

   これにより多くの大学院生が減免の恩恵を受けることが可能となる。 

 

  15. 大東文化大学学生支援センター規程の改正（案）および関連規則の廃止（案）に 

     関する件 

       （大東文化大学学生支援センター運営委員会学生支援部会規則、 

        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、 

        大東文化大学学生支援センター運営委員会障がい学生支援部会規則） 

     法学部長より資料に基づき説明があり、以下の件について承認された。 

   現在、３つの専門部会（学生支援、学生相談、障がい学生支援）が設置されて 

  いるが、より機能的に作動するため廃止する。 

 

16. 大東文化大学学則第 46条に基づく 2020年度学長賞候補者 

                並びに 2020年度青桐賞候補者の推薦に関する件 

   法学部長より資料に基づき説明があり、もし該当する学生がいれば 1月 25日（月） 

  までに推薦をしていただきたいと要請された。 

 

   17. 機器備品調査の案内について 

    法学部長より、今年度も例年同様に機器備品の調査が依頼された。 
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18. 法学研究科委員長からの要請 

   法学部長の指名を受けて、法学研究科委員長から説明があった。 

   この説明により、事実関係の共有ができたことになるので、２月１６日に予定して 

  いる第 11回教授会において対応策を提案する旨予定が表明された 

 

 19. その他 

    特になし。 

 

 

Ⅳ．報告事項 

1. 諸会議報告（2020年 12月 2日から 2021年 1月 12日まで） 

   法学部長より資料に基づき、以下の報告があった。 

 

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、資料に基づき説明があった。 

 

  3. 法学研究所シンポジウム（12/3開催）について【資料なし】 

    法学部長の指名により、法律学科主任より報告があった。Zoom での開催である。 

 

   4. 政治学科キャリアデザイン講演会（12/3開催）について【資料なし】 

    法学部長の指名を受け、担当の政治学科准教授より 50名の Zoom配信による 

   参加があり、無事に終了した旨報告があった。 

    

   5. オフィスアワー・アンケートの結果について 

    法学部長の指名を受け、政治学科教授より調査結果の取りまとめの報告があった。 

   コロナ禍の影響により対面での相談ができない状況のため、メール等による学業に 

   関する相談が、今年度はオフィスアワー以外の時間に非常に多く昨年よりも 8.6倍 

   にも及んでいる。 

 

   6. 2020（令和２）年度 大東文化大学学位記授与式実施計画について 

     法学部長より資料に基づき、今年度（2020 年度）の学位記授与式について、 

    説明があった。 

       

   7. 2021（令和３）年度 大東文化大学入学式実施計画について 

     法学部長より資料に基づき、次年度（2021 年度）の入学式について、説明が 

    あった。 
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  8. 大東文化大学 2020年度 卒業→入学プロジェクト写真で集合！ 

                       「DAITO PHOTO CROSSING+」(仮称)  

     法学部長より資料に基づき、大学の 100 周年事業として、写真を使用して、 

    卒業式・入学式にムービーやモザイクアートを作成していく予定がある旨、説明 

    があった。 

 

  9. 2021年度 全学プロジェクト予算（学長予算）にかかる基本方針の公表 

                  および全学プロジェクト事業の決定について  

     法学部長より資料に基づき、全学プロジェクト予算（学長予算）が 2020 年度 

    には、コロナの影響で実施できなかったので、2021 年度に繰り越して、再度 

    同じものを行なうことになったと説明があった。 

 

 10. 2020（令和２）年度 私立大学等経常費補助金および 

                     私立大学等改革総合支援事業について 

    法学部長より資料に基づき、私立大学等経常費補助金事業の内容と、私立大学等 

   改革総合支援事業について、説明があった。 

 

   11. 2021年度 入学者の定員管理について 

     法学部長より資料に基づき、2021年度入学者の定員管理について説明があった。 

 

  12. 東松山キャンパス・板橋キャンパスへの入構について 

     法学部長より資料に基づき、以下の説明があった。 

     1 月 8 日（金）から 14 日（木）の期間、東松山校舎での対面授業をご遠慮いた 

     だきたいという要請があった。16 日と 17 日には大学共通テストを予定して 

     いるためである。 

    

  13. 入学センターからの報告について（推薦・科目等履修生/共通テスト） 

     法学部長より資料に基づき、以下の説明があった。 

     ①科目等履修生関係の入試日程が未定であったが、3 月 22 日(月)に確定した。 

     ②リスニング予行演習（機器操作確認）は 1 月 12 日から 14 日まで実施する。 

       

  14. 2022年度入試改革について（総合型選抜（自己推薦）の競争力強化について） 

     法学部長より資料に基づき、以下の説明があった。 

    自己推薦は専願を前提として実施してきたが、来年度から併願型も導入して 

     受験生の確保に努めたいという提案である。総合型選抜（自己推薦）を総合型 

    選抜（自己推薦・前期・併願型）と（自己推薦・後期・専願型）を検討して 

    欲しいという要請で、学科ごとに検討が必要である。 
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  15. 感染症対策本部より 

      法学部長より資料に基づき、説明があった。 

 

  16. 次期文学部長就任に伴う減コマ措置及び非常勤講師の採用について 

      法学部長より資料に基づき、報告があった。 

 

  17. 2021（令和 3）年度 国際関係学部非常勤講師担当コマの増加について 

      法学部長より資料に基づき、報告があった。 

 

  18. その他 

    特になし。 

 

Ⅴ．学籍・兼業・回収資料 

 1. 2021年度 推薦入試合否判定に関する件（志願者台帳） 

         （追認 試験日 12/13：スポーツ推薦、自己推薦） 

     法学部長から投影資料に基づき、議案１のところで審議済であることが確認 

    された。 

 

  2. 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。 

     【学籍異動】  休学 法律学科 １名 

 

  3. 2021年度 政治学ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（東松山市役所/板橋区役所）合格者に関する件 

     法学部長の指名を受け、政治学科主任より 2021年度の合格者が１名追加報告 

    され、承認された。 

     ・2021年インターンシップ受講者（合格者） 

      【政治学科インターンシップ（東松山市役所）】：４名 

      【政治学科インターンシップ（板橋区役所）】：３名 

      

4. 2021年度 沖縄国際大学との単位互換協定に基づく交流学生の受け入れに関する件 

    学部長の指名を受け、政治学科主任より 2021年度の沖縄国際大学の交流学生が 

   資料に基づき、提案され承認された。 

    〇沖縄国際大学 法学部地域行政学科 １年 

 

5. 2021年度 教育実習指導・派遣教員の選出に関する件 

      法学部長の指名を受け、政治学科主任・平尾淳一教授より 2021年度の 

   教育実習生指導・派遣教員の提案があり承認された。 
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 6. 教職副専攻申請者に関する件 

      法学部長の指名を受け、政治学科主任より 2021年度の教職副専攻申請者に 

    ついて、下記のように提案があり承認された。 

   希望者は法律学科の学生で、いずれも副専攻希望学科は政治学科である。 

 

7. 法律学科非常勤講師 更新辞退に関する件 

    法学部長の指名を受け、法律学科主任より、法律学科非常勤講師の出講辞退に 

   関して報告があり承認された。人事教授会が終了したら、学科目編成に戻り、 

   科目について確認することになった。 

   

8. その他 

   特になし。 

  

Ⅵ 人事教授会 

    法学部長より、人事教授会開催にあたり特任講師には、一旦 Zoom への接続を 

   切っていただき、２回目の出席確認の点呼が行なわれ、人事教授会としての定足数 

   充足の確認（人事教授会定足数：24名/出席 36名）が行なわれた。 

 

  1. 2021年度 非常勤講師採用に関する件 

    法学部長の指名を受け、法律学科主任と政治学科主任より、提案があった。 

   提案は以下のとおり、承認された。 

  【法律学科】 

   国際政治学 国際政治学 A/B   ３年次  板橋非常勤   

  【政治学科】 

   刑法    刑法 A/B      １年次  東松山非常勤   

   国際法   国際法 A/B     ２年次  東松山開講専任  

      現時点での 2021年度学科目編成案は、承認された。 

    

  2. 教員人事計画（基礎教育等）の定数変更に伴う科目の開設に関する件 

       法学部長の指名を受け、法律学科主任より教員人事計画（基礎教員等）の 

     定数変更に伴う科目の開設について、全学共通科目の「論理学」を担当できる 

     方を念頭にご検討いただきたい、と東松山キャンパス運営委員会委員長宛に 

     回答したいと提案があり、承認された。 

 

  3. 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。 


