
1 

 

2022（令和 4）年度 第 5 回経済学部教授会議事録（要旨） 

 

日 時：2022（令和 4）年 9月 16日（金） 14:00 ～ 16:01 

場 所：板橋校舎 2号館 2階 20220会議室 

開催方法：対面式 

構成員 ： 36名（定足数：19名） 

出席者 ： 30名（定足数充足） 

欠席者 ：  6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．創立 100周年記念ホームカミングデーアンケートに関する件 

 ５．その他 

 

報告承認事項 

 １．2022（令和 4）年度前期卒業判定に関する件 

 ２．海外渡航に関する件 

 ３．2022年度海外出張の申込みに関する件 

 ４．成績不振者・出席不良者の面談に関する件 

 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. 2023年度入学試験実施概要について 

 ３．ＧＰＡの活用について 

 ４．ＣＡＰオーバーした学生の対応ＷＧからの報告について 

 ５．THE 世界大学ランキング日本版「学生調査 2022」について 

 ６．100 周年記念事業「カフェつく！」「みんなの交流本棚」企画への 

                          本のご寄贈のお願いについて 

 ７．2023（令和 5）年度大東文化大学「行動計画」について 

 ８．大東文化ミュージアム（仮称）基本計画策定委員会の設置について 

  ９．大学設置基準の改正に伴う検討部会の設置について 
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 10．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 

 11．2021年度 大東文化大学教育職員研究活動等報告シート 

                         「研究活動」の公表について 

 12．研究成果公開等に関する検討部会の設置について 

 13．データサイエンス基礎教育 WG答申について 

 14．SDGs関連アンケートの結果報告について 

 15．全学ＦＤ委員会からの報告について 

 16．大東文化大学における学生の性別違和・性別不合を理由とする 

                         通称名使用の取扱いについて 

 17．図書館からの報告について 

 18．内部質保証委員会からの報告について 

 19．大学非常勤講師の業務内容等明確化に伴う諸規則の改正について 

 20．懲戒に関する諸規則の改正について 

 21．地域連携センターからの報告について 

 22．埼玉東上地域大学教育プラットフォーム(TJUP)連携事業の展開について 

 23．大東文化大学スポーツ振興センター 

                運営委員会専門部会設置要綱の改正（案）について 

 24．大東文化大学スポーツ強化対策委員会規則の改正（案）について 

 25．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 

 26. 経済学演習成果発表会実行委員会からの報告について 

 27. 経済研究所からの報告について 

 28．キャリアサポート委員会からの報告について 

 29．次期経済学部長および次期社会経済学科主任の選挙について 

 30．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。 

 

議題１．教務委員会報告に関する件 

  教務委員会委員長が、以下について教務委員会での審議の結果を説明し、審議の結

果、教授会はこれらを承認した。 

  ・「ゼミ募集に関する情報宣伝について（ご協力のお願い）」 

 

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報告し、審議の
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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 

経済学部長が「資料」に基づき、4名の退学、2名の復学および 2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．創立 100周年記念ホームカミングデーアンケートに関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、7月開催の教授会でイベント（案）を募集したところ、

教員 3名から企画案が提出され、執行部で検討した結果、今年度の「経済学部演習成果報

告会」で最優秀賞、優秀賞を受賞したゼミのプレゼンテーションの実施、および第 1回か

ら現在までの演習成果報告会の研究テーマの変遷の考察について発表したい旨の提案が

あり、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題５．その他 

  ①．ＧＰＡ制度の活用（今後の進め方について） 

   経済学部長が「資料」に基づき、ＧＰＡの活用に関する対応策については学部毎に

委ねられることとなった旨を報告し、この作業を学部基本問題検討委員会に諮問し

たい提案があり、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

報告承認１．2022（令和 4）年度前期卒業判定に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、社会経済学科 6名、現代経済学科 7名が前期卒業の要

件を満たし、9月 15日に卒業した旨を報告し、教授会はこれを承認した。 

 

報告承認２．海外渡航に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、教員 1名から提出された海外渡航について報告し、教

授会はこれを承認した。 

 

報告承認３．2022年度年度海外出張の申込みに関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、教員 1名から提出された海外出張について報告し、教

授会はこれを承認した。 

 

報告承認４．成績不振者・出席不良者の面談に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、基礎演習または専門演習Ⅰ・Ⅱの担当教員に対し、前

期定期試験の結果、修得単位が 10単位未満または GPA1.0以下の 1～3年生を対象に面談

のうえ状況把握と指導・助言をし、この面談記録を 10月末日までに経済学部事務室に提

出して欲しい旨の依頼があり、教授会はこれを承認した。 
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報告１．東松山キャンパス運営委員会報告について 

東松山担当主任から、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。 

 ・朝ごはんプロジェクト 

 

報告２. 2023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、7月開催の教授会に報告した入学試験実施概要の中で

未確定または変更のあった日程および実施要項について報告した。 

 

報告３．ＧＰＡの活用について 

経済学部長がこの報告は「議案５．その他（ＧＰＡ制度の活用・今後の進め方について）」

で審議した内容に変更となった旨の説明をした。 

 

報告４．ＣＡＰオーバーした学生の対応ＷＧからの報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、本学の単位の履修制限超過対象となる学生とその対応

に関する依頼について報告した。 

 

報告５．THE 世界大学ランキング日本版「学生調査 2022」について 

経済学部長が「資料」に基づき、『THE 世界大学ランキング日本版「学生調査 2022」』

への参加を目指しており、学生に対して DBポータルよりアンケートへの回答依頼をして

いる旨の報告をした。 

 

報告６．100 周年記念事業「カフェつく！」「みんなの交流本棚」企画への 

                          本のご寄贈のお願いについて 

経済学部長が「資料」に基づき、100周年記念事業プロジェクトとして設置される期間

限定カフェ内で展示するための本の寄贈依頼があった旨の報告をした。 

 

報告７．2023（令和 5）年度大東文化大学「行動計画」について 

経済学部長が「資料」に基づき、次年度の学校法人大東文化学園の基本方針・行動計画

（案）について説明した。 

 

報告８．大東文化ミュージアム（仮称）基本計画策定委員会の設置について 

経済学部長が「資料」に基づき、大東文化ミュージアム（仮称）基本計画策定委員会の

設置について報告した。 

 

報告９．大学設置基準の改正に伴う検討部会の設置について 
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経済学部長が「資料」に基づき、大学設置基準の改正に伴う検討部会の設置について報

告した。 

 

報告 10．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 

経済学部長が「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の提出依

頼をした。また、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、該当者に

申請書の提出依頼をした。 

 

報告 11．2021年度 大東文化大学教育職員研究活動等報告シート 

                         「研究活動」の公表について 

経済学部長が「資料」に基づき、2021 年度大東文化大学教育職員研究活動等報告シー

トの「研究活動について」を、2022年 10月 1日より大学 HPに公表する旨を報告した。 

 

報告12．研究成果公開等に関する検討部会の設置について 

経済学部長が「資料」に基づき、研究成果公開等に関する検討部会の設置について報告

した。 

 

報告 13．データサイエンス基礎教育 WG答申について 

経済学部長が「資料」に基づき、データサイエンス基礎教育についての答申を報告した。 

 

報告14．SDGs関連アンケートの結果報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、SDGs関連の教育・研究上の取組について、調査結果の

報告をした。 

 

報告 15．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、以下について報告した。 

 ・2022年度前期・学生による授業認識アンケートの結果報告。 

 ・2022年度 第 1回全学ＦＤ研究会の開催について（お知らせ） 

 

報告 16．大東文化大学における学生の性別違和・性別不合を理由とする 

                         通称名使用の取扱いについて 

経済学部長が「資料」に基づき、学生の性別違和・性別不合を理由とする通称名使用の

取扱いについて報告した。 

 

報告 17．図書館からの報告について 
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経済学部長が「資料」に基づき、以下の点について説明した。 

・東松山図書館 2階ラーニングコモンズの開室 

・東松山図書館 3、4階のグループ学習室の開室 

 

報告18．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、内部質保証に関する進捗状況について報告した。 

 

報告 19．大学非常勤講師の業務内容等明確化に伴う諸規則の改正について 

経済学部長が「資料」に基づき、大東文化大学特任教員就業規則及び大東文化大学専任

教育職員就業規則の改正（案）について説明した。 

 

報告 20．懲戒に関する諸規則の改正について 

経済学部長が「資料」に基づき、学校法人大東文化学園懲戒規程及び学校法人大東文化

学園職員懲戒規程施行規則の改正について説明した。 

 

報告21．地域連携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、2022年 10月 1日以降における大東文化会館の施設貸

出について、貸出条件、貸出期間および利用人数の上限等を報告した。 

 

報告 22．埼玉東上地域大学教育プラットフォーム(TJUP)連携事業の展開について 

経済学部長が「資料」に基づき、埼玉東上地域大学教育プラットフォーム(TJUP)連携事

業の展開について、2021年の活動指標に対する達成状況の報告をした。併せて、2022年

度においても継続して私立大学等改革総合支援事業（タイプ 3PF型）に申請予定である旨

の説明があった。 

 

報告 23．大東文化大学スポーツ振興センター 

                運営委員会専門部会設置要綱の改正（案）について 

経済学部長が「資料」に基づき、大東文化大学スポーツ振興センター運営委員会専門部

会設置要綱の改正（案）について説明した。 

 

報告 24．大東文化大学スポーツ強化対策委員会規則の改正（案）について 

経済学部長が「資料」に基づき、大東文化大学スポーツ強化対策委員会規則の改正（案）

について説明した。 

 

報告 25．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 

経済学部長が「資料」に基づき、大東文化大学学長選挙等選挙管理委員会規程の改正（案）
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について説明した。 

 

報告 26. 経済学演習成果発表会実行委員会からの報告について 

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

成果発表会の実施要項について説明をした。 

 

報告 27. 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、以下について報告した。 

 ・刊行物の原稿募集 

  「経済研究」第 36号、「経済研究所報」第 37号 

 ・次年度研究プロジェクト募集 

 ・経済研究所シンポジウム開催 

 

報告 28．キャリアサポート委員会からの報告について 

キャリアサポート委員会委員長が、専門演習Ⅱ（3 年ゼミ）担当教員に対して、「2022

年度 3年生向けキャリアガイダンス」に関するアンケートを依頼した。 

 

報告 29．次期経済学部長および次期社会経済学科主任の選挙について 

経済学部長が次期経済学部長および次期社会経済学科主任の選挙日程について報告し

た。 

 

報告30．その他 

① 経済学部長より、4月の教授会で承認された「大東文化大学外国語による研究論文

作成助成規程」については、現在継続審議中である旨の報告があった。 

 

 

                                     以 上 


