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2022（令和 4）年度 第 8 回経済学部教授会議事録（要旨） 

 

日 時 ： 2022（令和 4）年 12月 9日（金） 14:00 ～ 15:51 

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 ： 32名（定足数充足） 

欠席者 ：  4名 

議 長 ： 経済学部長 

 

議題 

 １．専任教員の退職に関する件 

 ２．助教の退職に関する件 

 ３．教務委員会報告に関する件 

 ４．非常勤講師選考人事委員会設置に関する件 

 ５．兼業の承認に関する件 

 ６．学籍異動に関する件 

 ７．2023年度非常勤講師契約更新に関する件 

 ８．大東文化大学学則（全学共通科目）の改正（案）に関する件 

 ９．大東文化大学学則（義務教育特例）の改正（案）に関する件 

 10．大東文化大学科目等履修生規程の改正（案）に関する件 

 11．2023 年度学年暦（案）に関する件 

 12．その他 

 

報告承認事項 

 １．2023年度 学校推薦型選抜（指定校、第一高等学校、公募制）・ 

          外国人留学生特別選抜（前期） 入学試験合否判定に関する件 

 ２．2023（令和 5）年度奨学金留学未実施枠の取扱いに関する件 

 ３．東洋研究所兼担研究員の委嘱に関する件 

 ４．経済研究所「多田文庫」の取り扱いに関する件 

 ５．学生の派遣に関する件 

 ６．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 
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 ２．各部門主催行事における「大東文化大学 100周年」の「冠付け」のお願いについて 

 ３．「大東文化大学 100周年アクションワード」について 

 ４．各部門で収集している文化資源の実態調査について 

   （「大東文化ミュージアム（仮称）関係」） 

 ５．キャリアセンターからの報告について 

 ６．研究推進室からの報告について 

 ７．スポーツ奨学金制度の見直しについて 

 ８．育児のための特別休暇の新設について 

 ９．内部質保証委員会からの報告について 

 10．全学ＦＤ委員会からの報告について 

 11．大東文化大学教育職員研究活動等報告シート及び梧桐賞申請シートの入力について 

 12．研究推進室からの報告について 

 13．地域連携センターからの報告について 

 14．2023年度会議日程について 

 15．大学の名誉を高めた卒業生に対する表彰について 

 16．2023 年度「科目ナンバリング」一覧表作成について 

 17．2023年度入学生対象「入学前教育」に係る各学部・学科実施内容の報告について 

 18．2023 年度当初ガイダンス実施に伴う履修相談等について 

 19．各学科・研究科の評価指標の中間報告について 

 20．CAP 制による履修上限超過学生への指導報告について 

 21．経済学部演習成果発表会実行委員会からの報告について 

 22．経済研究所からの報告について 

 23．経済学会編集委員会からの報告について 

 24．進路報告未提出学生への連絡について（依頼） 

 25．令和 5年度以降の定員管理に係る私立大学経常費補助金の取扱いについて（通知） 

 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。 

 

議題１．専任教員の退職に関する件 

経済学部長が、現代経済学科准教授から退職の願い出があった旨を報告し、審議の結果、

教授会はこれを承認した。他大学から割愛要請があり次第、学内手続きをする旨の補足

説明があった。 

 

議題２．助教の退職に関する件 

経済学部長が、社会経済学科助教に他大学からの割愛要請があり、それに伴う退職の願
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い出があった旨の説明があり、審議の結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題３．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。 

  ①．シラバス執筆依頼・シラバスチェックについて 

    「資料」に基づき、シラバスの執筆依頼をした。また、提出されたシラバスを教

務委員会が精査し、必要であれば加筆修正を依頼する旨を説明した。 

  ②．ゼミ募集について 

    以下の二次募集のスケジュールについて、確認した。 

    入室試験：12月 5日（月）～ 12月 9日（金） 

    合格者名簿提出締切：12月 12日（月）13時 

    合格発表：12月 14日（水） 

  ③．2023年度経営学部生が履修できる経済学部科目一覧について 

    経済学部・経営学部間における単位相互互換制度として、経営学部の学生が履修

できる経済学部の「専門教育科目」について説明した。 

 

議題４．非常勤講師選考人事委員会設置に関する件 

経済学部長が前回の教授会で教務委員会委員長から要請のあった以下の科目を担当す

る非常勤講師選考人事委員会の設置について、立候補を募ったが立候補者がなかったこ

とから、執行部案を提示し、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 

・「経済・社会思想（近代経済学史Ａ・Ｂ）」および「経済倫理学Ａ・Ｂ」 

 

議題５．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

結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題６．学籍異動に関する件 

経済学部長が「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、審議の

結果、教授会はこれを承認した。 

 

議題７．2023年度非常勤講師契約更新に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、以下のとおり非常勤講師の契約更新および退職につい

て説明し、審議の結果、教授会はこれらを承認した。 

 

議題８．大東文化大学学則（全学共通科目）の改正（案）に関する件 
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経済学部長が「資料」に基づき、「全学共通科目」に係る学則の改正（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９．大東文化大学学則（義務教育特例）の改正（案）に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、「義務教育特例」に係る学則の改正（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 10．大東文化大学科目等履修生規程の改正（案）に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、科目等履修生規程の改正（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 11．2023年度学年暦（案）に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、次年度学年暦（案）について説明し、審議の結果、教

授会はこれを承認した。 

 

報告承認１．2023年度 学校推薦型選抜（指定校、第一高等学校、公募制）・ 

           外国人留学生特別選抜（前期） 入学試験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、先の教授会（2022 年

5月 13日開催）で承認された執行部一任による合否判定の結果について報告し、教授会

はこれを承認した。 

 

報告承認２．2023（令和 5）年度奨学金留学未実施枠の取扱いに関する件 

語学研修・留学サポート委員会委員長から、今年度募集した奨学金留学に希望者がなか

ったので、本学部の募集人数枠（3名）の取扱いについて同委員会で協議した結果、他学

部に移譲する旨の報告をし、教授会はこれを承認した。 

 

報告承認３．東洋研究所兼担研究員の委嘱に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、東洋研究所から社会経済学科教員 1名に対して兼担研

究員の委嘱依頼があった旨を報告し、教授会はこれを承認した。 

 

報告承認４．経済研究所「多田文庫」の取り扱いに関する件 

経済研究所研究部会長が、大東文化ミュージアム（仮称）基本計画策定委員会から 100

周年記念事業の一環として経済研究所の「多田文庫」が学問的価値等のある文化資源かど

うかの調査依頼があった旨を報告した。調査の手順としては経済研究所運営委員の 4 名

が暫定的に判断した後、経済研究所運営委員会で最終判断を仰ぐこととする。併せて、学

問的価値および資産価値などを考慮しつつ、保存が物理的に困難なものおよび図書館の
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蔵書と重複する文献資料については除却処分としたい旨の提案をし、教授会はこれを承

認した。 

 

報告承認５．学生の派遣に関する件 

経済学部長が「資料」に基づき、学生 4名の派遣について派遣先・目的・派遣期間等に

ついて報告し、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 

   「資料」に基づき、利用状況を説明した。 

 

報告２．各部門主催行事における「大東文化大学100周年」の「冠付け」のお願いについ

て 

経済学部長が「資料」に基づき、学部学科等が主催する行事（イベント）に「大東文化

大学 100周年記念」の「冠」をつけて実施してもらいたい旨の依頼をした。併せて、使用

時の手続き、ロゴ等使用について報告した。 

 

報告３．「大東文化大学100周年アクションワード」について 

経済学部長が「資料」に基づき、大東文化大学 100周年アクションワードについて報告

した。 

 

報告４．各部門で収集している文化資源の実態調査について 

   （「大東文化ミュージアム（仮称）関係」）  

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か

ら付置研究所で収集・保管されている文化資源の実態調査の依頼があり、既に経済研究所

に依頼済である旨を報告した。 

 

報告５．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、4 年生の就職動向、3 年生の就職動向、3 年生対象の

キャリアセンター主催の今後の行事について報告した。 

 

報告６．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、安全保障輸出管理におけるリスト規制保有状況調査お

よび安全保障輸出管理におけるキャッチオール規制保有状況調査を実施する旨の報告を

した。 
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報告７．スポーツ奨学金制度の見直しについて 

経済学部長が「資料」に基づき、スポーツ奨学金制度見直しの答申について報告した。 

 

報告８．育児のための特別休暇の新設について 

経済学部長が「資料」に基づき、新設された育児のための特別休暇の概要および運用方

法について報告した。 

 

報告９．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 10．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、2022年度後期の『学生による評価認識アンケート』実

施要領（案）について報告した。 

 

報告11．大東文化大学教育職員研究活動等報告シート及び 

                       梧桐賞申請シートの入力について 

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を

要請した。併せて、職員研究教育活動顕彰規程（梧桐賞）の運用について報告した。 

 

報告12．研究推進室からの報告について 

 ①．一般研究費およびアマゾンビジネスについて 

   経済学部長が「資料」に基づき、一般研究費における今年度の執行期限、年度末に

向けての注意事項について報告した。併せて、アマゾンビジネスの年度内の注文期

限、年末年始の注文禁止期間について確認した。 

 ②．令和 5（2023）年度以降の科学研究費助成事業（科研費）の 

                         公募スケジュールについて 

   経済学部長が「資料」に基づき、令和 5（2023）年度および令和 6（2024）年度の

公募スケジュール、審査結果通知等に係る留意事項に説明した。 

 

報告 13．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、2023 年 1 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 14．2023年度会議日程について 

経済学部長が「資料」に基づき、次年度会議日程を報告し、これを基に教授会日程を策

定する旨を説明した。 
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報告 15．大学の名誉を高めた卒業生に対する表彰について 

経済学部長が「資料」に基づき、「第 9回日展」において昭和 57年文学部中国文学科卒

業生が特選を、昭和 59年文学部中国文学科卒業生が東京都知事賞をそれぞれ受賞したこ

とにより同表彰の候補者として推薦された旨を報告した。 

 

報告 16．2023 年度「科目ナンバリング」一覧表作成について 

経済学部長が「資料」に基づき、「科目ナンバリング」の作成について報告し、登録作

業は経済学部事務室で対応する旨を説明した。 

 

報告17．2023年度入学生対象「入学前教育」に係る 

                    各学部・学科実施内容の報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、次年度の実施内容について「入学前教育実施状況」の

作成依頼があった旨を報告し、この作業を学部 FD委員会に依頼した。 

 

報告 18．2023 年度当初ガイダンス実施に伴う履修相談等について 

経済学部長が、次年度の当初ガイダンスも今年度同様対面で行う旨の説明をし、履修相

談についての協力要請をした。併せて、詳細日程については後日連絡する旨の補足説明を

した。 

 

報告 19．各学科・研究科の評価指標の中間報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、評価指標（2022-2025）の活用結果について中間報告

の作成依頼があり、執行部で対応する旨を報告した。 

 

報告 20．CAP 制による履修上限超過学生への指導報告について 

経済学部長が「資料」に基づき、2022 年度前期成績を踏まえた教職・諸資格課程履修

状況調査結果について報告した。 

 

報告 21．経済学部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、以下の件について報告

した。 

  ・開催日時、場所、参加チーム 

  ・審査結果 

  ・賞状、・副賞の授与について 

報告後、出席した教員から運営に対する様々な意見開陳があった。 

 

報告 22．経済研究所からの報告について 
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経済研究所研究部会長が「資料」に基づき、『大東文化大学経済研究所報第 37号』に掲

載する業績情報の提出依頼があり、詳細は後日メールにて連絡する旨の説明をした。 

 

報告 23．経済学会編集委員会からの報告について 

経済学会編集委員会委員長が「資料」に基づき、2022 年度経済学部学生懸賞論文の審

査結果について報告した。なお、昨年度から一定水準以上の作品については懸賞論文集と

して、ホームページに掲載している旨を報告した。 

 

報告 24．進路報告未提出学生への連絡について（依頼） 

経済学部長が「資料」に基づき、就職が内定した 4年生で進路報告書未提出の学生に対

して、卒業研究指導教員から進路報告書をキャリアセンターに提出するように連絡して

もらいたい旨の依頼をした。 

 

報告 25．令和 5年度以降の定員管理に係る 

               私立大学経常費補助金の取扱いについて（通知） 

経済学部長が「資料」に基づき、現行の補助金の不交付措置は入学定員超過率が 1.10

倍以上または収容定員超過率が 1.40倍以上であるが、令和 5年度以降は入学定員超過率

による不交付措置は廃止となり、収容定員超過率のみの不交付措置となる旨を報告した。 

 

報告26．その他 

  ①．経済学部長より「学長候補者選挙 再投票」の日時、投票場所について、周知し

た。 

 

 

                                     以 上 

 

 


