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2021年度 第 13回  法 学 部 教 授 会  議事録 

 

 

日   時 ： 2022年3月 11日（金） 15:25～16:55 

会   場 ： 板橋校舎 1－0101教室 

開催形式 ： Zoomを利用し、自宅、研究室、会場での開催となる 

構 成 員 ： 34名（37名－特別研究期間１名－国内研究員 1名－その他 1名） 

定 足 数 ： 17名 

出 席 者 ： 31名 

欠 席 者 ： 3名 

議   長 ： 法学部長 

 

 

Ⅰ．定足数の確認 

教授会定足数17名（34名の半数）以上の 31名の出席により本教授会の成立が報告され、議長より 2021年度第 13

回教授会の開催が宣言された。 

 

 

Ⅱ．議案の審議 

１．2022年度 一般選抜（全学部統一後期）、学校推薦型選抜（スポーツ後期）の合否判定に関する件（執行部一任・追認） 

議長の指名により、両学科主任より、配布資料に基づき、2022 年度 一般選抜（全学部統一後期）、学校推薦型選

抜（スポーツ後期）の合否判定に関する件について報告があり、承認された。 

 

  ２．2022年度 一般選抜（大学入学共通テスト利用入試後期）の合否判定に関する件 

議長の指名により、両学科主任より、配布資料に基づき、2022年度 一般選抜（大学入学共通テスト利用入試後期）

の合否判定に関する件について報告があり、承認された。 

 

３．2022年度 学科目編成に関する件（政治学科） 

議長の指名により、学科主任より、配布資料に基づき、2022年度学科目編成に関する件について報告があり、承認され

た。 

 

  ４．2022年度 法学部オフィスアワーに関する件 

議長より、配布資料に基づき、2022年度オフィスアワーに関する件について報告があり、承認された。 

 

５．2021年度 法学研究所事業報告、2022年度 法学研究所事業計画案、2022年度 法学研究所研究班編成表に関

する件 

議長の指名により、担当教員より、配布資料に基づき、2021 年度法学研究所事業報告、2022 年度法学研究所事

業計画案、2022年度法学研究所研究班編成表に関する件についてそれぞれ報告があり、承認された。 

 

６．2021年度 国際比較政治研究所事業報告、2022年度 国際比較政治研究所事業計画案に関する件 

議長の指名により、担当教員より、配布資料に基づき、2021 年度国際比較政治研究所事業報告、2022 年度国際

比較政治研究所事業計画案に関する件についてそれぞれ報告があり、承認された。 

 

７．2021年度 事業報告兼業務確認シートの提出に関する件（両学科・両研究所） 

議長より、配布資料に基づき、2021 年度事業報告兼業務確認シートの提出に関する件について報告があり、承

認された。 
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８．2022年度 学習成果の可視化のための星付け表（DPと科目の関連度）の更新作業に関する件 

議長より、配布資料に基づき、2022年度 学習成果の可視化のための星付け表（DPと科目の関連度）の更新作業

に関する件について報告があり、承認された。 

 

９．2022年度 カリキュラムツリーに関する件 

議長の指名により、両学科主任より、配布資料に基づき、2022年度カリキュラムツリーに関する件について報告が

あり、承認された。 

 

10．2023年度 入試概要に関する件 

議長の指名により、両学科主任より、配布資料に基づき、2023 年度入試概要に関する件について報告があり、承

認された。 

 

11．大東文化大学リカレント教育の推進に関する規程の制定（案）に関する件 

議長より、配布資料に基づき、大東文化大学リカレント教育の推進に関する規程の制定（案）に関する件につい

て説明があり、承認された。 

 

12．その他 

特になし。 

 

 

Ⅲ．報告事項 

１．諸会議報告（2022年 3月 1日～2022年 3月 10日） 

議長より、配布資料に基づき、前回教授会以降に開催された諸会議の状況について、報告があった。 

 

２．東松山キャンパス運営委員会報告 

議長の指名により、担当教員より、東松山キャンパス運営委員会の活動状況等について、報告があった。 

 

３．2021年度 機器備品調査報告について 

議長より、配布資料に基づき、2021年度機器備品調査報告について、報告があった。 

 

４．2022年度 運動部学生の履修登録について 

議長より、配布資料に基づき、2022年度運動部学生の履修登録について、報告があった。 

 

５．2023年度 教員採用選考試験「特別選考（大学推薦）」について 

議長より、配布資料に基づき、2023年度 教員採用選考試験「特別選考（大学推薦）」について、報告があった。 

 

６．2021年度 政治学科行事報告について 

議長の指名により、学科主任より、配布資料に基づき、2021年度政治学科行事について、報告があった。 

 

７．2022年度 履修登録期間について 

議長より、配布資料に基づき、2022年度履修登録期間について、報告があった。 

 

８．2021年度 私立大学等改革総合支援事業の選定（タイプ 3「地域社会への貢献」）について 

議長より、配布資料に基づき、2021 年度私立大学等改革総合支援事業の選定（タイプ 3「地域社会への貢献」）に

ついて、報告があった。 

 

９．2022年度 TJUP（埼玉東上地域大学教育プラットフォーム）単位互換制度について 

議長より、配布資料に基づき、2022 年度 TJUP（埼玉東上地域大学教育プラットフォーム）単位互換制度について、
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報告があった。 

 

10．2022年度 大学、大学院役職者について 

議長より、配布資料に基づき、2022年度大学、大学院役職者について、報告があった。 

 

11．2022年度 大学評議会委員について 

議長より、配布資料に基づき、2022年度大学評議会委員について、報告があった。 

 

12．2023年度 特別研究期間制度、国内研究員、海外研究員、海外留学者の申請について 

議長より、配布資料に基づき、2023 年度特別研究期間制度、国内研究員、海外研究員、海外留学者の申請につ

いて、報告があった。 

 

13．DAITO VISION 2023 進捗状況報告書について 

議長より、配布資料に基づき、DAITO VISION 2023 進捗状況報告書について、報告があった。 

 

14．2021年度大東文化大学外部評価委員会報告書について 

議長より、配布資料に基づき、2021年度大東文化大学外部評価委員会報告書について、報告があった。 

 

15．入学センターからの報告について 

議長より、配布資料に基づき、2022年度オープンキャンパス実施日程(案)並びに2023年度学校推薦型選抜(指定

校)対象校の選定日程について、報告があった。 

 

16．キャリアセンターからの報告について 

議長より、配布資料に基づき、2021年度学科別4年生進路報告書提出状況、 3年生就活関連データ並びにWeb

学内就職セミナー2022参加状況について、報告があった。 

 

17．100周年記念事業「ホームカミングデー」案内チラシの配布について 

議長より、配布資料に基づき、100 周年記念事業「ホームカミングデー」案内チラシの配布について、報告があっ

た。 

 

18．課外スポーツ支援検討部会の検討結果について 

議長より、配布資料に基づき、課外スポーツ支援検討部会の検討結果について、報告があった。 

 

19．板橋校舎 3号館改修工事に伴う対応について 

議長より、配布資料に基づき、板橋校舎 3号館改修工事に伴う対応について、報告があった。 

 

20．データサイエンス基礎教育に関する検討部会の設置について 

議長より、配布資料に基づき、データサイエンス基礎教育に関する検討部会の設置について、報告があった。 

 

21．大学としての SDGsへの取組み推進について 

議長より、配布資料に基づき、大学としての SDGsへの取組み推進について、報告があった。 

 

22．内部質保証に関する報告について 

議長の指名により、担当教員より、内部質保証委員会の活動状況等について、報告があった。 

 

23．全学FD委員会からの報告について 

議長より、配布資料に基づき、2021 年度後期・学生による授業認識アンケート分析補足(履修者数と総合満足度)

について、報告があった。 
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24．地域連携センターからの報告について 

議長より、配布資料に基づき、2022 年度における大東文化会館の施設貸出について、報告があった。 

 

25．学部長会議申合せ事項について 

議長より、配布資料に基づき、学部長会議申合せ事項について、報告があった。 

 

26．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・学生への対応について 

議長より、配布資料に基づき、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・学生への対応について、

報告があった。 

 

27．2021年度 大東文化大学課外特別セミナーの報告について 

議長より、配布資料に基づき、2021年度 大東文化大学課外特別セミナーについて、報告があった。 

 

28．2022年度 主要会議日程について 

議長より、配布資料に基づき、2022年度 主要会議日程について、報告があった。 

 

29．2022年度 授業方針について 

議長より、配布資料に基づき、2022年度 授業方針について、報告があった。 

 

30．2022年度 大学・法人各種委員会委員について 

議長より、配布資料に基づき、2022年度 大学・法人各種委員会委員について、報告があった。 

 

31．大東文化大学学則第 46条に基づく 2021年度学長賞候補者の推薦について 

議長より、配布資料に基づき、大東文化大学学則第 46 条に基づく 2021 年度学長賞候補者の推薦について、報

告があった。 

 

32．2023年度 大東文化大学専任教員人事計画（案）について 

議長より、配布資料に基づき、2023年度 大東文化大学専任教員人事計画（案）について、報告があった。 

 

33．2023年度 大東文化大学特任教員・客員教員・助教等人事計画（案）について 

議長より、配布資料に基づき、2023 年度 大東文化大学特任教員・客員教員・助教等人事計画（案）について、報

告があった。 

 

34．大東文化大学学長選考規程及び大東文化大学学長選挙等選挙管理委員会規程の改正（案）について 

議長より、配布資料に基づき、大東文化大学学長選考規程及び大東文化大学学長選挙等選挙管理委員会規程

の改正（案）について、報告があった。 

 

35．大東文化大学基本方針の見直しについて 

議長より、配布資料に基づき、大東文化大学基本方針の見直しについて、報告があった。 

 

36．大学院事務室廃止に伴う学園各種関連規則の改正（案）について 

議長より、配布資料に基づき、大学院事務室廃止に伴う学園各種関連規則の改正（案）について、報告があった。 

 

37．大東文化大学学則の条番号変更に伴う大学各種関連規則の改正（案）について 

議長より、配布資料に基づき、大東文化大学学則の条番号変更に伴う大学各種関連規則の改正（案）について、

報告があった。 

 

38．名誉教授の推薦について 

議長より、配布資料に基づき、名誉教授の推薦について、報告があった。 
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39．年次有給休暇取得願兼報告書について 

議長より、配布資料に基づき、年次有給休暇取得願兼報告書について、報告があった。 

 

40．その他 

特になし。 

 

 

Ⅳ.学籍・兼業 

１．2021年度 再試験の結果に関する件 

議長の指名により、両学科主任より、配布資料に基づき、2021 年度再試験の結果に関する件について報告があ

り、承認された。 

 

２．2021年度 卒業判定に関する件 

    議長の指名により、両学科主任より、配布資料に基づき、2021 年度卒業判定に関する件について報告があり、承

認された。 

 

３．2021年度 再試験の実施に関する件 

議長の指名により、学科主任より、配布資料に基づき、2021 年度再試験の実施に関する件について報告があり、

承認された。 

 

４．学籍異動に関する件 

議長の指名により、幹事より、配付資料に基づき、学籍異動（2件）について報告があり、承認された。 

 

５．専任教員の兼業に関する件 

議長より、配付資料に基づき、教員の兼業（4件）について報告があり、承認された。 

 

６．その他 

特になし。 

 

 

Ⅴ．人事教授会 

１．専任教員の採用に関する件 

議長の指名により、両学科主任より、配布資料に基づき、専任教員の採用に関する件について報告があり、承認

された。 

 

 

以上で全ての議事が終了したため、議長は閉会を宣した。 


