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2021（令和 3）年度 第 1回経済学部教授会議事録（要旨） 

 

日 時：2021（令和 3）年 4 月 9 日（金） 

場 所：板橋校舎 1 号館 1 階 10202 教室 

開催方法：対面式および ZOOM による中継会議 

構成員 ： 38 名（定足数：19名） 

出席者 ： 33 名（定足数充足） 

欠席者 ：  5 名 

議 長 ： 経済学部長 

 

 

議題 

 １．非常勤講師採用に関する件 

 ２．教務委員会報告に関する件 

 ３．学部入試検討委員会報告に関する件 

 ４．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 

 ５．大東文化大学国内研究員規則の改正（案） 

          および大東文化大学特別研究期間制度規程の改正（案）に関する件 

 ６．2021（令和 3）年度大東文化大学学業成績優秀者表彰者（温故知新奨学金） 

                                の選考に関する件 

 ７．兼業の承認に関する件 

 ８．学籍異動に関する件 

 ９．その他 

 

報告承認事項 

 １．2021（令和 3）年度入学試験（英語外部試験活用総合評価入試）合否判定 

                                   に関する件 

 ２．2020（令和2）年度卒業・進級判定に関する件 

 ３．2021（令和3）年度経済研究所研究員の委嘱に関する件 

 ４．その他 

 

報告事項 

 １．東松山キャンパス運営委員会報告について 

 ２. 2021（令和 3）年度入試状況報告について 

 ３．2021年度学長職務代理について 
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 ４．2021年度前期キャンパスの入構について 

 ５．新型コロナウイルス感染対策に関する方針ならびに学生への啓発・注意喚起について 

 ６．入国できない留学生に対する修学上の配慮について（再依頼） 

 ７．基礎疾患があり対面授業が難しいと申し出のあった教員への対応について 

 ８．内部質保証に関する報告について 

 ９．「研究費ハンドブック」の改正点について 

 10．学生支援センターからの報告について 

 11．教職課程センターからの報告について 

 12．教育・研究業績システム登録データの更新・確認作業について 

 13．大学ポートレートの更新について 

 14．全学ＦＤ委員会からの報告について 

 15．研究室検討委員会からの報告について 

 16．気象警報等の発表時や交通機関の運休時等における授業の休講、 

                  及び定期試験の延期措置等に関する基準について 

 17．2021（令和 3）年度学部各種委員会について 

 18．2022（令和 4）年度経済学部奨学金留学生募集要項（案）について 

 19．予算委員会からの報告について 

 20．その他 

 

 

経済学部長が議長となり、出席者数が学則第 11 条の 5 に定める定足数（19 名）を充た

していることを確認の上、開会を宣言した。 

続いて 4月 1日付の人事異動について紹介と報告があり、議事に入った。 

 

議題１．非常勤講師採用に関する件 

人事選考委員会委員長が「資料」に基づき、2 名の候補者の履歴・研究業績等の審査を

行った結果、委員会として非常勤講師として適格であると判定した旨を報告した。審議の

結果、2021（令和 3）年 5 月 1 日付で社会経済学科非常勤講師として採用することを承

認した。 

人事選考委員会委員長が「資料」に基づき、候補者の履歴・研究業績等の審査を行った

結果、委員会として非常勤講師として適格であると判定した旨を報告した。審議の結果、

2021（令和 3）年 5 月 1 日付で現代経済学科非常勤講師として採用することを承認した。 

 

議題２．教務委員会報告に関する件 

教務委員会委員長が「資料」に基づき、以下の点について教務委員会での審議結果を説

明し、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 
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 ・教務委員長選出 

 ・教務委員会スケジュールについて 

 ・基礎演習クラス名簿 

 ・運動部の履修登録について 

 ・図書館ガイダンス 

 ・防災対応に関する新入生への説明 

 ・現代経済学科非常勤講師の退職 

 

議題３．学部入試検討委員会報告に関する件 

入試検討委員会委員長が「資料」に基づき、以下の点について入試検討委員会での審議

結果を説明し、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 

・総合型選抜（自己推薦 前期）試験（併願可能）を新規に追加（2 月 16 日 教授会

承認済） 

・総合型選抜（自己推薦 後期）試験（専願）の現代経済学科について B タイプ（政治

経済を主とする総合問題）を追加 

・指定校、一高、スポーツの学校選抜型入試（推薦入試）は今年度同様に口頭試験を行

わず、書類審査のみ 

・大学共通テスト利用入試のうち、前期・後出願型を廃止し、共通前期、共通中期の募

集人数を変更 

 

議題４．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 

経済学部長が「資料」に基づき、同規程の改正（案）の趣旨、改正の主な内容について

説明し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題５．大東文化大学国内研究員規則の改正（案） 

               および大東文化大学特別研究期間制度規程の改正（案）に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、同規程の改正（案）の趣旨、改正の主な内容について

説明し、審議の結果、教授会はこれを承認した。なお、この案件については、学部教授会

の審議及び議決をもって、研究科委員会の審議及び議決に替えることができる旨を補足

説明した。 

 

議題６．2021（令和 3）年度大東文化大学学業成績優秀者表彰者（温故知新奨学金） 

の選考に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、大学学業成績優秀者表彰者（温故知新奨学金）として、

学部 2、3、4 年生を対象に学科別・学年毎に各 1 名（計 6 名）を選考し候補者を選出し

た旨を説明し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 
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議題７．兼業の承認に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、4 名から提出された兼業について説明し、審議の結果、

教授会はこれを承認した。 

 

議題８．学籍異動に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、年度末の学籍異動者について報告し、審議の結果、教

授会はこれを承認した。 

 

報告承認１． 2021（令和 3）年度入学試験（英語外部試験活用総合評価入試） 

合否判定に関する件 

社会経済学科主任および現代経済学科主任が「資料」に基づき、英語外部試験活用総合

評価型入学試験結果について報告し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

報告承認２．2020（令和2）年度卒業・進級判定に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、学費未納で除籍となっていたが学費納入により除籍取

消となり卒業が可能となった学生について報告し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

報告承認３．2021（令和3）年度経済研究所研究員の委嘱に関する件 

経済研究所研究部会長が「資料」に基づき、2021 年度経済研究所研究員について報告

し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

報告１．東松山キャンパス運営委員会報告について 

東松山担当主任が「資料」に基づき、以下の点について同委員会にかかる審議内容につ

いて報告した。 

・基礎教育科目および全学共通科目担当の専任教員の持ちコマに関する申し合わせ事

項に関わる編成上の配慮 

・基礎演習における学生生活上の注意点および防災対応に関する新入生への説明の要

請 

  

報告２. 2021（令和 3）年度入試状況報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、2021（令和 3）年度の入試状況について報告した。 

  

報告３．2021年度学長職務代理について 

経済学部長が「資料」に基づき、2021 年度学長職務代理について報告した。 
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報告４．2021年度前期キャンパスの入構について 

経済学部長が「資料」に基づき、2021 年度前期キャンパスの入構について説明した。 

 

報告５．新型コロナウイルス感染対策に関する方針ならびに学生への啓発・注意喚起について 

経済学部長が「資料」に基づき、以下について説明した。 

・2021年度授業開始後の各方針等について 

・教員向けガイドライン 

・対面授業を実施する教員へのお願い 

・座席情報の報告について 

・新型コロナウイルス感染対策に関する学生への啓発・注意喚起について（依頼） 

 

報告６．入国できない留学生に対する修学上の配慮について（再依頼） 

経済学部長が「資料」に基づき、入国できない留学生に対する修学上の配慮について説

明し、該当する留学生に配慮してほしい旨の要請をした。 

 

報告７．基礎疾患があり対面授業が難しいと申し出のあった教員への対応について 

経済学部長が「資料」に基づき、基礎疾患があり対面授業が難しいと申し出のあった教

員への対応について報告した。 

 

報告８．内部質保証に関する報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、以下について説明した。 

・2021 年度点検・評価シートおよび根拠資料 作成依頼 

・DAITO VISION 2023 進捗状況確認表 作成依頼 

なお、昨年度までは学部執行部で作成していたが、今年度は学部基本問題検討委員会に

も作業に加わってもらう旨の協力要請があった。 

 

報告９．「研究費ハンドブック」の改正点について 

経済学部長が「資料」に基づき、研究費ハンドブックの以下の改正点について説明した。 

・学会費の振込手数料 

・研究室等に設置する Wi-Fiルーター 

・支払報酬における役務者の身分証と銀行通帳写しの提出の緩和 

・育児休業、介護休業復職後の領収書精算 

・ポイントの取り扱い及び請求書による支払いの推進 

 

報告 10．学生支援センターからの報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、以下について報告し、学生への配慮を依頼した。 
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・障がいのある学生への配慮について（お願い） 

・社会学科に在籍する障がいのある学生の履修について（お願い） 

 

報告 11．教職課程センターからの報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、以下について報告し、学生への配慮を依頼した。 

・2021 年度教育実習に赴く 4 年生および 

   2022 年度の教育実習先候補を訪問する 3 年生に係る授業等の配慮について 

・令和 4年度教員採用選考試験「特別選考（大学推薦）」について 

 

報告 12．教育・研究業績システム登録データの更新・確認作業について 

経済学部長が「資料」に基づき、各教員に「教育・研究業績システム」の内容確認およ

び更新を 5 月 15 日までに行ってほしい旨を依頼した。 

 

報告 13．大学ポートレートの更新について 

経済学部長が「資料」に基づき、広報委員会に大学ポートレートの更新を依頼した。 

 

報告 14．全学ＦＤ委員会からの報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、以下についての説明をし、FD 委員会に資料作成を依

頼した。 

・2019 年度「学生による授業評価アンケート」結果の分析について 

・2020 年度各学部・学科における FD 活動報告書及び参加者リストの提出について 

 

報告 15．研究室検討委員会からの報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、以下について報告した。 

・研究室の使用に関する申し合わせ 

・鍵の借用申請 

・研究室鍵貸出（学生証） 

・研究室鍵貸出し願い 

また、学生が研究室を利用する際に密な状況にならぬよう、感染症対策に注意を払うな

ど学生への指導対応を要請した。 

 

報告 16．気象警報等の発表時や交通機関の運休時等における授業の休講、 

                  及び定期試験の延期措置等に関する基準について 

経済学部長が「資料」に基づき、学部長会議申合わせ事項（制定案）について報告した。

併せて、内容に意見等あれば 4 月 14 日（水）12 時までに学部事務室に申出てもらいたい

旨の要請をした。 
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報告 17．2021（令和 3）年度学部各種委員会について 

経済学部長が「資料」に基づき、学部各種委員会について報告し、第 1 回各種委員会で

委員長選出の要請をした。 

 

報告 18．2022（令和 4）年度経済学部奨学金留学生募集要項（案）について 

東松山担当主任が「資料」に基づき、同募集要項（案）について説明があり、学生へ周

知してもらいたい旨の要請をした。 

 

報告 19．予算委員会からの報告について 

予算委員会委員長が「資料」に基づき、以下について説明した。 

・次年度予算決定までのフローチャート（MEMO） 

・2021（令和 3）年度経済学部経常予算 

・講演・講習等に関わる報酬支払申請書（個人宛支払用、法人宛支払用） 

・用品（教育用もしくは研究室研究用）・授業用消耗品・出版物購入希望書 

・学部予算・執行依頼書 

 

報告 20．その他 

①．経済学部長が特別研究期間制度適用・国内研究員・海外研究員の申請について、5

月 14日開催の教授会に諮るため希望する教員は 4月 28日（水）12:00までに申請書

を提出してほしい旨を依頼した。 

②．経済学部長から新 2 年生は昨年度入学式もなく、授業もオンラインが主であった

ため、入学したことを実感できるような配慮をしてほしい旨を依頼した。 

③．2020 年度フレッシュマンセミナー実行委員会委員長から manaba でのフレッシュ

マンセミナー動画について、DB ポータルでの再情宣および基礎演習において新入生

へ周知してもらいたい旨の要請をした。 

④．社会経済学科准教授から、教授会資料を事前にキャビネットにアップロードしてほ

しい旨の要請があり、検討することとなった。 

⑤．現代経済学科教授から授業で使用する資料の確認があり、経済学部長より対面授業

であればオンライン授業の資料は不要である旨の説明があった。 

 

 

                                     以 上 


