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2021（令和 3）年度 第 3回経済学部教授会議事録（要旨） 

 

日 時：2021（令和 3）年 6月 11日（金） 14:00 ～ 

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 ： 35名（定足数充足） 

欠席者 ：  3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 

 ３．2021年度大東文化大学主催夏期短期語学研修プログラムの単位認定に関する件 

 ４．懲戒処分の対象となり得る行為に関する件 

 ５．その他 

 

報告承認事項 

 １．2021年度博物館実習指導・派遣教員の選出に関する件 

 ２．2021年度教育実習・事後指導に関する件 

 ３．2022年度協定校派遣留学生募集（英語圏）の選考委員の委嘱について 

 ４．その他 

 

報告事項 

 １．2022年度入学試験実施概要について 

 ２．学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るＱ＆Ａ等について 

 ３．東松山キャンパス運営委員会報告について 

 ４．2021年度大学、大学院役職者について 

 ５．2021年度大学評議会委員について 

 ６．2021年度学長職務代理および 

       学部長、東松山キャンパス運営委員会委員長職務代行者について 

 ７．令和２年度大東古本募金の実績について 

 ８．次期中長期計画策定の検討体制（大学部会委員）について 

 ９．研究推進室からの報告について 
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 10．キャリアセンターからの報告について 

 11．入学センターからの報告について 

 12．学生支援センターからの報告について 

 13．2018‐2020年度 

      自己点検・評価目標シート（Ｂ票）の年度末経過報告と総括について 

 14．図書館からの報告について 

 15．内部質保証委員会からの報告について 

 16．全学ＦＤ委員会からの報告について 

 17．大東文化大学・第一高等学校連絡協議会からの報告について 

 18．板橋校舎自衛消防訓練（総合訓練）の一部中止について 

 19．学園の財務状況について 

 20．学部ＦＤ委員会からの報告について 

 21．エクスカーション委員会からの報告について 

 22．2021年キャリア特別講座「日本の企業社会Ａ」授業計画について 

 23．経済研究所からの報告について 

 24．経済学部演習成果発表会について 

 25．2020年度特別研究費の研究成果報告書について 

 26．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。 

・2022年度教務委員会予算 

  ・ゼミ募集に関する情報宣伝について 

  ・2022年度履修開始副免許希望者選考要領(案) 

  ・2022年度教職副専攻希望者選考要領（案） 

 

議題２．兼業の承認に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、教員 1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。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。 
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議題３．2021年度大東文化大学主催夏期短期語学研修プログラムの単位認定に関する件 

語学研修・サポート委員会委員長が「資料」に基づき、国際交流センターから依頼のあ

った同プログラムの単位認定について、38.5 時間以上で 2 単位とすることを基準とし、

「海外研修 A.B.C.D」1単位および「外国語特殊講座 A.B」2単位で認定すること。また、

オレゴン大学については極端な時間不足のため単位認定対象外とした委員会での検討結

果を説明し、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題４．懲戒処分の対象となり得る行為に関する件 

経済学部長が本学部の学生が学生懲戒処分規程に該当する行為を行ったため、同規定

により懲戒処分調査委員会を設置しなければならない旨の説明があった。説明の後、立候

補を募ったが立候補者はなかったことから、執行部より現代経済学科教授、社会経済学科

准教授 2名の 3名に依頼したい旨の提案があり、審議の結果、教授会はこれを承認した。

併せて、対象学生は現在保釈されており、規程第 10条による学部長命令で自宅待機をさ

せている旨の報告があった。 

 

報告承認１．2021年度博物館実習指導・派遣教員の選出に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、学生 2名の同実習指導・派遣教員について、ゼミ担当

の教員に依頼したい旨の提案があり、教授会はこれを承認した。 

 

報告承認２．2021年度教育実習・事後指導に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、各学科１名の教員に依頼したい旨の提案があり、審議

の結果、教授会はこれを承認した。併せて、今年度をもって現代経済学科の教職課程が終

了となる旨の補足説明があった。 

 

報告承認３．2022年度協定校派遣留学生募集（英語圏）の選考委員の委嘱について 

経済学部長が「資料」に基づき、同選考委員について説明をし、社会経済学科准教授に

依頼したい旨の提案があり、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

報告１．2022年度入学試験実施概要について 

経済学部長が「資料」に基づき、今年度の日程について報告した。併せて、以下の試験

方式については、合否判定期限までに教授会を開催すること困難であるため、合否判定は

執行部に一任してもらい、直後の教授会での報告承認にしたい旨の提案があり、審議の結

果、教授会はこれを承認した。 

対象試験方式：総合型選抜（自己推薦 併願可能型）、2年次編入、3年次編入、 

       学校推薦型選抜（第一高校、指定校、公募制）、 

       外国人留学生特別選抜（前期）、外国人留学生指定校推薦（前期）、 
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       学校推薦型選抜（スポーツ前期）、総合型選抜（自己推薦 専願型）、 

       社会人特別選抜 

 

報告２．学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るＱ＆Ａ等について 

経済学部長が「資料」に基づき、文部科学省発信 5 月 14 日付事務連絡文「遠隔授業の

活用に係る Q&A」更新版において、遠隔授業の実施方法・形態の具体的な取扱い例が記載され

ているので、各教員に内容を確認して欲しい旨の要請があった。 

 

報告３．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、以下について同委員会にかかる審議内容について

報告した。 

 ・前回の教授会での質疑に対する回答 

  ①．「全学共通科目のコマ数見直し」の対象は非常勤講師のみで、コマ数削減の要

請である。 

  ②．発展科目のアンケートの回答については、「現状維持」の選択肢が加わった。 

 ・朝ごはんプロジェクト 

 

報告４．2021年度大学、大学院役職者について 

経済学部長が「資料」に基づき、社会学科主任の交代について報告した。 

 

報告５．2021年度大学評議会委員について 

経済学部長が「資料」に基づき、社会学科主任の交代について報告した。 

 

報告６．2021年度学長職務代理および 

          学部長、東松山キャンパス運営委員会委員長職務代行者について 

経済学部長が「資料」に基づき、職務代理および職務代行者について説明した。 

 

報告７．令和２年度大東古本募金の実績について 

経済学部長が「資料」に基づき、前年度の実績について説明した。 

 

報告８．次期中長期計画策定の検討体制（大学部会委員）について 

経済学部長が「資料」に基づき、大学部会委員について報告した。 

 

報告９．研究推進室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。 

 ・令和 2年度間接経費執行実績報告 
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 ・2021（令和 3）年度大東文化大学紀要第 60号 原稿募集要領 

 ・令和 4年度科学研究費助成事業への申請について（ご案内） 

併せて、間接経費執行実績について、光熱水費を減らし直接研究部門に係る経費を増加

してほしい旨の要望が出された。 

 

報告 10．キャリア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、就職について 2020年度の進路概要と 2021年度の動向

について報告した。 

 

報告 11．入学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、2021年度入試報告（総括・分析と今後の方針）につい

て説明した。 

 

報告 12．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た。 

 ・授業などの困りごとホットラインの運用開始 

 ・体調不良や、濃厚接触者になった時のフローチャート 

 

報告 13．2018‐2020 年度自己点検・評価目標シート（Ｂ票）の 

                          年度末経過報告と総括について 

経済学部長が「資料」に基づき、学長の経過報告総括について報告した。 

 

報告 14．図書館からの報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、東松山図書館で専門スタッフ常駐による以下のワンス

トップサービスを実施している旨を報告した。 

 ・学習支援 

 ・ライティング支援 

 ・レファレンス支援（情報収集・活用支援） 

 

報告 15．内部質保証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。 

 ・内部質保証に関する報告 №5（2021年 5月の案件） 

 ・学科協議会における会議記録の作成について 

 

報告 16．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、以下について説明した。 
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 ・2021年度第 1回全学 FD研究会の開催について（お知らせ） 

 ・2021年度授業関連アンケートの実施について 

前回の教授会で開陳された授業関連アンケートに関する意見を学部長会議で報告・質

問したところ、以下の回答があった旨の報告があった。 

  ・「学生による評価認識アンケート」については、「学生による授業認識アンケート」

の質問項目を増加させたものであり、「学生による授業認識アンケート」の一部で

あるとの認識のため、決定権は全学 FD委員会にある。 

また、次の意見の開陳があった。 

  ・各教授会の同意なしで決定される項目については、学長に権限があり、併せて説明

責任もあることを明確にして欲しい。 

  ・FD研修会の 1年間のテーマを公開して欲しい 

  ・FD委員会には、説得力のある議論をして欲しい 

 

報告 17．大東文化大学・第一高等学校連絡協議会からの報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、「学校推薦型選抜（第一高等学校）改革（短期的な課

題）についての答申」を報告し、具体的には選抜方式の中で事前課題を課す場合、内容を

早期に第一高等学校宛に通知する旨と入学前指導等の実施について説明した。 

 

報告 18. 板橋校舎自衛消防訓練（総合訓練）の一部中止について 

経済学部長が「資料」に基づき、今年度の板橋校舎自衛消防訓練の中止を報告した。但

し、事務職員を中心に構成される自衛消防隊の個別学習を主とした訓練は実施する旨の

補足説明があった。 

 

報告 19．学園の財務状況について 

経済学部長が「資料」に基づき、2020（令和 2）の決算概要について報告した。 

 

報告 20．学部ＦＤ委員会からの報告について 

学部 FD委員会委員長が「資料」に基づき、推薦入試で入学する 2022年度入学生に向け

た学部入学前教育について、以下の説明をした。 

 ・ナガセ（東進ハイスクール）による入学前教育の講座受講 

 ・講座内容は英語を除き、国語（2講座）と数学（4講座）とする 

 ・受講料の半額を経済学部が負担 

 

報告 21．エクスカーション委員会からの報告について 

エクスカーション実行委員会委員長が「資料」に基づき、今年度も新型コロナウィルス

の影響によりエクスカーションを中止とする旨の報告があった。 
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報告 22．2021年キャリア特別講座「日本の企業社会Ａ」授業計画について 

現代経済学科講師が「資料」に基づき、2021 年度キャリア特別講座「日本の企業社会

Ａ」の学外担当講師などの授業計画について報告があった。 

 

報告 23．経済研究所からの報告について 

経済研究所研究部会長が「資料」に基づき、今年度も新型コロナウィルスの影響により

経済シンポジウムの開催を中止とする旨の報告があった。 

 

報告 24．経済学部演習成果発表会について 

経済学部演習成果発表会実行委員会委員長が「資料」に基づき、今年度の経済学部演習

成果発表会の以下の事項について説明があった。 

 ・成果発表会の実施に関して 

 ・学生委員会の招集およびパネル部門について 

 ・開催日および参加手続きについて 

 ・成果発表会についての諸連絡について 

 

報告 25．2020年度特別研究費の研究成果報告書について 

経済学部長が 3 名の教員から提出された、2020 年度特別研究費の研究成果報告書につ

いて報告した。 

 

報告 26. その他 

①．経済研究科委員長から以下の点について、学部生に周知して貰いたい旨の要請があ

った。 

・大学院の公開説明会を 7月 10日 13時～15時に予約制のオンラインで実施。 

・大学院の推薦入試を 10 月 2 日に実施。出願期間は 9 月 14 日～22 日で受験資格は

学部卒業 3年未満まで。 

②．予算委員会委員長が、次年度の予算策定に係る新規事業及び増額事業並びに廃止事

業の届け出について、本日 14時で締切った旨の報告 および 7月教授会で次年度

の事業計画書および予算要求書を依頼する旨の説明があった。 

③．新型コロナウィルスの職域接種について本学の対応について質疑があり、経済学部

長から本学は検討中である旨の回答があった。 

 

 

                                     以 上 

 


