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2021（令和 3）年度 第 2回経済学部教授会議事録（要旨） 

 

日 時：2021（令和 3）年 5 月 14 日（金） 

場 所：板橋校舎 1 号館 3 階 10301 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．教務委員会報告に関する件 

 ２．兼業の承認に関する件 

 ３．学籍異動に関する件 

 ４．2022（令和 4）年度転部・転科の取扱に関する件 

 ５．2022年度学校推薦型選抜（指定校）に係る指定校の選考に関する件 

 ６．2022年度学校推薦型選抜（指定校）に係る新規指定校の選考に関する件 

 ７．2022年度学校推薦型選抜（スポーツ推薦）入学試験配分案に関する件 

 ８．2021年度スポーツ奨学生の認定に関する件 

 ９．2022（令和 4）年度特別研究期間制度適用者、国内研究員、 

                      海外研究員（長期・短期）等の推薦に関する件 

 10．2020（令和 2）年度国内研究員経過報告書に関する件 

 11．大東文化大学国内留学生修学助成規程及び 

       大東文化大学国内留学生修学助成制度運用委員会規則の廃止（案）並びに 

           大東文化大学国内協定校派遣留学生取扱要領の制定（案）に関する件 

 12．大東文化大学教育ローン利子補給金給付規程の改正（案）に関する件 

 13．その他 

報告承認事項 

 １．2019（令和元）年度「学生による授業評価アンケート」結果の分析及び 

   2020（令和2）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関する件 

 ２．2021年度点検・評価シートおよび基礎要件確認シート 

            並びに DAITO VISION2023 進捗状況確認表の提出に関する件 

 ３. 2021（令和 3）年度オープンキャンパス担当者の派遣に関する件 
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 ４. 2022年度推薦入試等委員選出に関する件 

 ５．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年度大学、大学院役職者について 

 ３．2022年度教員人事及びカリキュラム編成等にかかる日程について 

 ４．2021年度科学研究費補助金採択状況について 

 ５．2022年度科学研究費補助金公募開始時期の前倒しについて 

 ６．図書館からの報告について 

 ７．学生支援センターからの報告について 

 ８．創立 100 周年記念事業 共同研究プロジェクト 

              「大東文化大学創立 100 周年記念若手奨励賞」の募集について 

  ９．大東文化大学教育職員研究活動等報告シートの提出および 

               職員研究教育活動顕彰規程（梧桐章）の運用について 

 10. 学校法人大東文化学園令和２年度事業報告（大学部分）（案）について 

 11. 教学ＩＲ委員会からの報告について 

 12. 内部質保証委員会からの報告について 

 13. 全学ＦＤ委員会からの報告について 

 14. 緊急連絡先届の提出について 

 15. 板橋校舎自衛消防訓練（総合訓練）の実施について 

 16．予算委員会からの報告について 

 17．経済学会からの報告について 

 18. その他 

 

 

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、経済学部に関わる訃報の報告および本日の資料についての説明をした後、議事

に入った。 

 

議題１．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。 

  ・履修者人数一覧表 

  ・2022 年度ゼミ担当教員一覧 
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  ・ゼミ募集日程表 

  ・ゼミ募集必要書類一式 

  ・ゼミ入室試験の際、止むを得ず授業を欠席する学生（受験者・面接補助者）への公欠 

届の教授会承認 

  ・2022 年度 全学共通科目の科目編成に関する事前調査について 

  ・その他 

議題２．兼業の承認に関する件 

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、審議結果、教授

会はこれを承認した。 

議題３．学籍異動に関する件 

学部長が「資料」に基づき、1 名の退学および 1 名の休学について説明し、審議結果、

教授会はこれを承認した。 

議題４．2022（令和 4）年度転部・転科の取扱に関する件 

学部長が「資料」に基づき、転部・転科の取扱について説明し、審議結果、教授会はこ

れを承認した。 

議題５．2022年度学校推薦型選抜（指定校）に係る指定校の選考に関する件 

入試検討委員会委員長が「資料」に基づき、入試検討委員会で指定校の見直しについて

審議した結果を報告し、審議結果、教授会はこれを承認した。 

議題６．2022年度学校推薦型選抜（指定校）に係る新規指定校の選考に関する件 

入試検討委員会委員長が「資料」に基づき、入試検討委員会で新規指定校の選定につい

て審議した結果を報告し、審議結果、教授会はこれを承認した。 

議題７．2022年度学校推薦型選抜（スポーツ推薦）入学試験配分案に関する件 

学部長が「資料」に基づき、次年度の同推薦入学試験の配分案について説明し、審議結

果、教授会はこれを承認した。 

議題８．2021年度スポーツ奨学生の認定に関する件 

学部長が「資料」に基づき、今年度のスポーツ奨学生について説明し、審議結果、教授

会はこれを承認した。なお、同資料は個人情報保護の観点から DB ポータルのキャビネッ

トに格納されている資料には掲載されていない旨の補足説明があった。 

議題９．2022（令和 4）年度特別研究期間制度適用者、 

                 国内研究員、海外研究員（長期・短期）等の推薦に関する件 

学部長が社会経済学科教授から提出された、2022（令和 4）年度 大東文化大学特別研

究期間制度適用申請書について説明し、審議結果、教授会はこれを承認した。 

議題 10．2020（令和 2）年度国内研究員経過報告書に関する件 

学部長が社会経済学科准教授から提出された、2020 年度 大東文化大学国内研究員研

究経過報告書について説明し、審議結果、教授会はこれを承認した。 

議題 11．大東文化大学国内留学生修学助成規程及び 
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         大東文化大学国内留学生修学助成制度運用委員会規則の廃止（案）並びに 

            大東文化大学国内協定校派遣留学生取扱要領の制定（案）に関する件 

学部長が「資料」に基づき、同規程、同規則の廃止（案）の趣旨について説明した後、

「資料」に基づき、新たに制定する規程の制定（案）の趣旨、制定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 12．大東文化大学教育ローン利子補給金給付規程の改正（案）に関する件 

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。 

報告承認１．2019（令和元）年度「学生による授業評価アンケート」結果の分析及び 

   2020（令和2）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関する件 

学部長が「資料」に基づき、授業評価アンケートの結果分析および FD活動報告書並び

に参加者リストについて報告し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

報告承認２．2021年度点検・評価シートおよび基礎要件確認シート 

            並びに DAITO VISION2023 進捗状況確認表の提出に関する件 

学部長が「資料」に基づき、各シートおよび進捗状況確認表について報告し、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）年度オープンキャンパス担当者の派遣に関する件 

学部長が「資料」に基づき、オープンキャンパス担当者について報告し、審議の結果、

教授会はこれを承認した。 

報告承認４. 2022年度推薦入試等委員選出に関する件 

学部長が「資料」に基づき、推薦入試等委員について報告し、審議の結果、教授会はこ

れを承認した。併せて、担当日を変更する場合は教員間で相対にて調整し、結果を各学科

主任および入学センターに報告してもらいたい旨の要望をした。 

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。 

・東松山キャンパスの駐車許可証配布について 

・東松山キャンパスの喫煙所について 

・全学共通科目発展科目の取扱いについて 

・開講コマ数の推移と、それに基づくコマ数の見直し検討依頼について 

・前期の授業措置・方針等に基づく全学共通科目の対応について 

報告２．2021年度大学、大学院役職者について 

学部長が「資料」に基づき、人文科学研究所長が河内利治文学部書道学科教授に変更と

なった旨を報告した。 
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報告３．2022年度教員人事及びカリキュラム編成等にかかる日程について 

学部長が「資料」に基づき、今年度の日程について報告した。 

報告４．2021年度科学研究費補助金採択状況について 

学部長が「資料」に基づき、科学研究費助成事業（文科省・厚労省）の推移および採択

状況について報告した。 

報告５．2022年度科学研究費補助金公募開始時期の前倒しについて 

学部長が「資料」に基づき、次年度の公募および内定時期が前倒しになるため、学内手

続きも早まる旨を報告した。 

報告６．図書館からの報告について 

学部長が「資料」に基づき、以下の点について説明した。 

・開館時間について 

・利用できないサービスについて 

・平常と異なるサービスについて 

報告７．学生支援センターからの報告について 

学部長が「資料」に基づき、以下の点について説明した。 

・LGBT等の学生対応について 

・経済学部における対応を必要とする新入生について 

・「授業など困りごとホットライン」の開設について 

・スクールバス乗車ルール「黙乗」徹底の呼びかけについて（協力依頼） 

報告８．創立 100周年記念事業 共同研究プロジェクト 

             「大東文化大学創立 100周年記念若手奨励賞」の募集について 

学部長が「資料」に基づき、「大東文化大学創立 100周年記念若手奨励賞」について報

告した。 

報告９．大東文化大学教育職員研究活動等報告シートの提出および 

               職員研究教育活動顕彰規程（梧桐章）の運用について 

学部長が「資料」に基づき、大東文化大学教育職員研究活動等報告シートおよび職員研

究教育活動顕彰規程（梧桐章）の運用について報告した。 

報告 10．学校法人大東文化学園令和２年度事業報告（大学部分）（案）について 

学部長が「資料」に基づき、令和 2年度事業報告について報告した。 

報告 11．教学ＩＲ委員会からの報告について 

学部長が「資料」に基づき、2021 年度教学 IR 委員会の活動方針および作成データの

依頼方法について報告した。 

報告 12．内部質保証委員会からの報告について 

学部長が「資料」に基づき、内部質保証に関する進捗状況について報告した。 

報告 13．全学ＦＤ委員会からの報告について 

学部長が「資料」に基づき、FD委員会から以下の依頼事項があった旨を報告した。 
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・各学部・学科における 2021 年度 FD 研究会の実施について 

・各学部・学科における 2021 年度 FD 活動報告書の提出について 

・全学 FD 研究会について 

併せて、以下のアンケート実施要領について説明した。 

・2021 年度大東文化大学『授業に関する学生の認識アンケート』実施要領(案) 

・2021 年度大東文化大学『授業に関する振り返りアンケート』実施要領(案) 

・2021 年度大東文化大学『評価に関する学生の認識アンケート』実施要領(案) 

これらのアンケート実施については、出席した教員から様々な意見の開陳があり、次回

学部長会議で学部長が表明された意見について報告することとなった。 

報告 14．緊急連絡先届の提出について 

学部長が「資料」に基づき、緊急連絡先届の提出依頼があった旨を報告した。提出書類

についてはすでに配布済であり、5 月 21 日（金）までに経済学部事務室に提出してもら

う。但し、学部事務室へ直接提出ができない場合は、教員本人の了解を得たうえでメール

での提出も可能である旨の補足説明をした。 

報告 15．板橋校舎自衛消防訓練（総合訓練）の実施について 

学部長が「資料」に基づき、今年度の板橋校舎自衛消防訓練の実施要項を報告した。但

し、新型コロナウイルス禍で中止となる可能性もあり、詳細については後日連絡がある旨

の補足説明をした。 

報告 16．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、2022 年度予算策定に係る以下の点について説

明した。 

・新規事業及び増額事業にかかるプロポーザルの作成について 

・廃止事業の届け出について 

報告 17．経済学会からの報告について 

『経済論集』編集委員会委員長「資料」に基づき、以下の点について説明し、前年度か

らの変更点について補足説明をした。 

・『経済論集』第 116 号原稿募集 

・大東文化大学経済学会（2021 年度）学生懸賞論文募集要項 

報告 18. その他 

①．学部長が「資料」に基づき、経済学部アルバイト職員の勤務体制について報告した。 

②．学部長が教授会資料について、教授会開催前に資料を DB ポータルのキャビネット

に格納するにあたり、教授会 3 日前（火曜日）までに学部事務室に提出してもらいた

い旨の要請をした。 

③．学部長が教授会議事録の確認方法について、対面形式で教授会が開催できない期間

に限り、個人情報・機密事項は黒塗りとした議事録を各教員にメール配信し、修正・

加筆・訂正がある場合はメールで返信する方法にしたい旨を提案し承認された。 
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④．図書館運営委員会委員より、図書館へ図書購入希望をする場合は、購入申請書に記

入の上、各学科、大学院担当の図書館運営委員会委員まで申し出てほしい旨を連絡し

た。 

 

 

                                     以 上 


