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第 11回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 3月 15日  15：00～17：00 

場 所 ： 東館地下 1階 学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第 10回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２８年度第 10回共通教育部教授会 議事録〕 

 

２. 平成２８年度第 13回共通教育委員会審議概要 

〔資料２ 平成２８年度第 13回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学・短大共通事項】 

１．平成２９年度編入学生及び平成２９年度前期所属変更学生の共通教育科目の単位認定

について 

〔資料３－１ 平成２９年度編入学既修得科目成績処理連絡票・前期所属変更既修得科

目成績処理連絡票〕 

〔資料３－２ 平成２９年度編入学既修得科目成績処理連絡票（他大学からの編入学生）〕 

 

２．２０１７年度大学初年次ゼミのアンケート調査（案） 

 〔資料４ アンケート全体像・初年次ゼミアンケート案について〕 

 

 【大学事項】 

１．平成２９年度前期 大学科目等履修生願出について 

 〔資料５ 平成２９年度前期 大学科目等履修生願出一覧〕 

 

【報告事項】 

１．平成２９年度共通教育部教授会開催日程について 

〔資料６ 平成２９年度共通教育部教授会予定表〕 

 

【その他】 

１．３月１日評議会報告  

 〔資料７－１ 2018（平成 30）年度入試の入試実施日ならびに 2017年度オープンキャン

パス日程について（確定）〕 
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 〔資料７－２ 平成２９年４月１日公表３つのポリシー〕 

 〔資料７－３ 入学後リメディアル教育講座に関する学生指導について回答（学科別） 

及び回答を踏まえたワーキンググループの提案〕 

 〔資料７－４ 英語チャレンジコース応募者・合格者推移〕 

 

 

第 10回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 2月 15日  15：00～16：05 

場 所 ： 東館地下 1階 学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第９回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２８年度第９回共通教育部教授会 議事録〕 

 

２. 平成２８年度第 12回共通教育委員会審議概要 

〔資料２ 平成２８年度第 12回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学・短大共通事項】 

１．平成２９年度 新規開設提案科目一覧 

〔資料３－１ 平成２９年度新規開設提案科目一覧〕 

〔資料３－２ 新規提案科目シラバス案〕 

 

２．平成２８年度開講科目のうち平成２９年度削除科目・平成２９年度新規科目について  

〔資料４－１ 平成２８年度開講科目のうち平成２９年度削除科目〕 

〔資料４－２ 平成２９年度新規科目〕 

 

 【大学事項】 

 １．交換留学生の共通教育科目の単位認定について 

  〔資料５ 共通教育科目単位認定願〈交換留学〉〕 

 

【報告事項】 

１．第２回共通教育懇談会について 
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【その他】 

１．初年次教育の見直しに向けた共通教育の抜本的改革について 

〔資料６－１ 初年次教育の見直しに向けた共通教育の抜本的改革について〕 

〔資料６－２ 主要大学における初年次・少人数教育の取り組み状況〕 

 

２．２０１７年度大学初年次ゼミのアンケート調査（提案） 

 〔資料７ ２０１７年度大学初年次ゼミのアンケート調査（提案）〕 

 

 

第９回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 1月 18日  15：00～16：10 

場 所 ： 東館地下 1階 学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第８回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２８年度第８回共通教育部教授会 議事録〕 

 

２. 平成２８年度第 11回共通教育委員会審議概要 

〔資料２ 平成２８年度第 11回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

１．新たな科目群の新設について 

〔資料３ 科目群一覧〕 

 

２．平成２９年度 新規開設提案科目一覧 

〔資料４ 平成２９年度新規開設提案科目一覧〕 

 

【報告事項】 

１．共通教育部教授会開催日（３月）について 

 

 ２．共通教育懇談会について 

  〔資料５ 平成２８年度第２回共通教育懇談会（案）〕 

 

【その他】 
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１．評議会報告 

〔資料６ ３つのポリシーの一体的策定にあたっての統一ルール〕 

 

２．国際化推進委員会報告 

 

３．学科所蔵資料について 

 〔資料７ 学科所蔵資料一覧〕 

 

 

第８回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 12月 14日  15：00～16：55 

場 所 ： 東館地下 1階 学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第７回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２８年度第７回共通教育部教授会 議事録〕 

 

２. 平成２８年度第９・10回共通教育委員会審議概要 

〔資料２ 平成２８年度第９・10回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

１．平成２９年度 新規開設提案科目一覧 

〔資料３ 平成２９年度新規開設提案科目一覧〕 

 

【報告事項】 

１．学部長会関連 

〔資料４ 平成２８年度鳴尾駅及び周辺地域活性化研究会の進捗状況報告（要点）〕 

 

２．評議会関連 

〔資料５ 武庫川女子大学における「サークル（届出サークル）」について〕 

〔資料６－１ Ｈ２８地域別教育懇談会アンケート 集計結果 地方会場〕 

〔資料６－２ Ｈ２８地域別教育懇談会アンケート 集計結果 本部会場〕 

〔資料７－１ 学生生活の満足度理由【Ｈ２７年詳細】〕 

〔資料７－２ 平成２７年度学生生活実態調査報告書〕 
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【その他】 

１．共通教育の改革について 

 

 

 

第７回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 11月 9日  15：00～16：20 

場 所 ： 東館地下 1階 学生部横会議室 

出席者 ： ７名 

欠席者 ： １名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第６回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２８年度第６回共通教育部教授会 議事録〕 

 

２. 平成２８年度第７・８回共通教育委員会審議概要 

〔資料２ 平成２８年度第７・８回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

１．平成２９年度 新規開設提案科目一覧 

〔資料３ 平成２９年度新規開設提案科目一覧〕 

 

【報告事項】 

１．学部長会関連 

〔資料４ 平成２９年度教学局運営方針の策定について〕 

 

２．評議会関連 

〔資料５ 他大学活躍 卒業生一覧〕 

〔資料６ 平成２９年度学年暦（案）について〕 

 

【その他】 

１．将来構想案 ＜中間報告＞ 

〔資料７ 将来構想案 ＜中間報告＞〕 

〔資料８ 共通教育科目 科目群一覧〕 
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第６回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 10月 12日  15：00～16：55 

場 所 ： 東館地下 1階 学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第５回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２８年度第５回共通教育部教授会 議事録〕 

 

２. 平成２８年度第６回共通教育委員会審議概要 

〔資料２ 平成２８年度第６回共通教育委員会 議事録〕 

 

【報告事項】 

１．評議会報告について 

〔資料３ シラバス作成依頼文書に記載する留意点について（修正案）〕 

〔資料４ 平成２８年度後期受講者僅少科目について〕 

〔資料５ 本学における国際化推進に関するビジョン・方針（国際化ビジョン）〕 

〔資料６ 認証評価結果に対する改善・改革計画について〕 

〔資料７ 私立大学等改革総合支援事業への取り組みについて〕 

 

【その他】 

１．初年次・少人数教育の具体化に向けた共通教育の改革について 

〔資料８ 初年次・少人数教育の具体化に向けた共通教育の改革について〕 

 

２．宇多喜代子さん 日本芸術院賞受賞記念講演会について 

〔資料９ 宇多喜代子さん 日本芸術院賞受賞記念講演会〕 

 

３．パブリックビューイングのお知らせ 

 

４．「なぜ、私たちはこんなにもこの仕事が好きなのか」講演会とトークセッション 

〔資料 10 なぜ、私たちはこんなにもこの仕事が好きなのか 

      －出版社が求める将来の人材・出版社が創り出す将来の読者－〕 

  

５．１６年度前期「アウシュビッツ 戦争と女性」授業アンケートから 
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  １６年度前期「アウシュビッツ 戦争と女性」最終回ＣＳから 

〔資料 11 １６年度前期「アウシュビッツ 戦争と女性」授業アンケートから〕 

〔資料 12 １６年度前期「アウシュビッツ 戦争と女性」最終回ＣＳから〕 

 

 

 

第 5回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 9月 28日  15：00～16：35 

場 所 ： 東館地下 1階 学生部横会議室 

出席者 ： ７名 

欠席者 ： １名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第４回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２８年度第４回共通教育部教授会 議事録〕 

 

２. 平成２８年度第５回共通教育委員会審議概要 

〔資料２ 平成２８年度第５回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

１．平成２８年度 後期所属変更者の共通教育科目の単位認定について 

〔資料３ 平成２８年度後期所属変更既修得科目成績処理連絡票〕 

 

【報告事項】 

１．共通教育科目後期履修状況について 

〔資料４－１ 開講及び履修許可状況（群）〕 

〔資料４－２ 科目群別開講及び履修許可状況（詳細）〕 

〔資料４－３ 共通教育科目学年別許可状況〕 

〔資料４－４ 共通教育科目登録許可人数（学科学年別）〕 

〔資料４－５ 共通教育科目履修許可状況（のべ申込数の多いもの順）〕 

 

 

２．平成２９年度新規開設提案科目一覧 

〔資料５ 平成２９年度新規開設提案科目一覧〕 

 

３．共通教育懇話会について 
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【その他】 

１．「ハングルⅠ」および「ハングルⅡ」の科目名称について 

〔資料６ 「ハングルⅠ」および「ハングルⅡ」の科目名称について〕 

 

２．平成２８年度私立大学等改革総合支援事業について 

〔資料７－１ 私立大学等改革総合支援事業設問項目から見る本学の課題〕 

〔資料７－２ 平成２８年度 私立大学等改革総合支援事業について〕 

 

３．初年次・少人数教育の具体化に向けた共通教育の改革 

〔資料８－１ 初年次・少人数教育の具体化に向けた共通教育の改革〕 

〔資料８－２ 主要大学における初年次・少人数教育の取り組み状況〕 

 

 

第 4回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 7月 13日  15：00～17：00 

場 所 ： 東館地下 1階 学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第３回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２８年度第３回共通教育部教授会 議事録〕 

 

２. 平成２８年度第４回共通教育委員会審議概要 

〔資料２ 平成２８年度第４回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

１．科目等履修生について 

〔資料３ 大学科目等履修生願出一覧〕 

 

【報告事項】 

１．平成２８年度第１回共通教育懇話会について 

〔資料４ 平成２８年度 前期 共通教育懇話会について（案）〕 

 

２．共通教育の改革について 
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〔資料５ 平成２８年度 教育改革推進委員会 重点検討課題〕 

 

３．各種会議報告 

〔資料６ 在外・国内・在職研修 予備調査表〕 

〔資料７－１ 武庫川学院８０年史制作にあたり、５大ニュース提供のお願い〕 

〔資料７－２ 共通教育の改善・改革について進捗状況報告〕 

〔資料７－３ 共通教育関連の歩み〕 

 

 

第 3回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 6月 22日  15：00～16：15 

場 所 ： 公江記念講堂地下 1階 第 1会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第２回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２８年度第２回共通教育部教授会 議事録〕 

 

２. 平成２８年度第２・３回共通教育委員会審議概要 

〔資料２ 平成２８年度第２・３回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

１．１年次入学前既修得単位の認定について 

〔資料３ １年次入学前既修得単位認定書〕 

 

２．交換留学生の共通教育科目の単位認定について 

〔資料４ 共通教育科目 単位認定願〈交換留学〉〕 

 

【報告事項】 

１．評議会報告 

〔資料５ 大学教員教職メソッド―教育トレーニングプログラムの実施について―（案）〕 

〔資料６ 科学研究費助成事業内定状況＜研究種目別＞〕 

〔資料７ 女性研究者研究活動支援事業〕 

〔資料８ ３つのポリシーの一体的策定に向けた対応について〕 
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２．学部長会報告 

〔資料９ 平成２９年度 在外研修員の募集について（通知）〕 

〔資料１０ 【速報】平成２８年度 私立大学等改革総合支援事業の追加設問について〕 

〔資料１１ 平成２８年度 私立大学等改革総合支援事業 ～平成２８年度の変更点と 

      申請上の留意点～〕 

〔資料１２ 平成２８年度 大学・短大行事予定表〕 

 

３．英語チャレンジコースの成績証明書の記載について 

 

４．総合ミュージアムの学科委員について 

 

５．共通教育の改革について 

 

６．受験資格制度・成績評価について 

 

 

第 2回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 5月 25日  15：00～16：15 

場 所 ： 東館地下 1階 学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第１回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２８年度第１回共通教育部教授会 議事録〕 

 

２．平成２８年度第１回 共通教育委員会審議概要 

〔資料２ 平成２８年度第１回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

１．１年次入学前既修得単位の認定について 

〔資料３ １年次入学前既修得単位認定書〕 

 

２．平成２８年度 共通教育科目 担当者アンケートについて 

〔資料４ 共通教育科目担当者アンケート用紙〕 
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【報告事項】 

１．授業アンケートについて（FD推進委員会） 

 

２．リビエールついて 

 

３．評議会報告 

〔資料５ 平成２８年度 特別学期 特別教育科目 運営基本計画（案）〕 

〔資料６ 大学教員教職メソッド―教育トレーニングプログラムの実施について―（案）〕 

〔資料７ 入試 成績優秀者対象 奨学金制度（給付型）について〕 

〔資料８ 平成２７年度 特別学期 担当コマ数一覧表（担当者別）〕 

〔資料９ 2015年度 特別教育科目 全学プログラム出席状況について〕 

〔資料１０ 平成２８年度 前期 受講者僅少科目について〕 

〔資料１１ 平成２８年度前期 外国語教育推進室提供科目 学科別履修状況一覧〕 

〔資料１２ 平成２８年度英語チャレンジコース在籍学生〕 

 

 

第 1回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 4月 27日  15：00～16：07 

場 所 ： 講堂地下第 1会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２７年度第１１回）共通教育部教授会審議概要 

〔資料１ 平成２７年度第１１回共通教育部教授会 議事録〕 

 

【審議事項】 

１．平成２８年度前期再入学者の共通教育科目の単位認定について 

〔資料２ 平成２８年度前期再入学者 単位認定書〕 

 

２．１年次入学前既修得単位の認定について 

〔資料３ １年次入学前既修得単位認定書〕 

 

【報告事項】 

１．平成２８年度前期共通教育科目履修許可状況について 

〔資料４－１ 開講及び履修許可状況（群）〕 
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〔資料４－２ 科目群別開講及び履修許可状況（詳細）〕 

〔資料４－３ 共通教育科目学年別許可状況〕 

〔資料４－４ 共通教育科目登録許可人数（学科学年別）〕 

〔資料４－５ 共通教育科目履修許可状況（のべ申込数の多いもの順）〕 

 

２．自己評価委員会報告 

〔資料５－１ 武庫川女子大学に対する大学評価（認証評価）結果〕  

〔資料５－２ 武庫川女子大学短期大学部基準別評価表〕  

〔資料５－３ 武庫川女子大学短期大学部機関別評価結果〕  

〔資料５－４ 大学基準協会 大学評価結果に対する「改善・改革」への取り組みについて〕  

〔資料５－５ 短期大学基準協会 第三者評価に対する「改善・改革」への取り組みについて〕  

 

３．学生による授業アンケート及び結果の活用について 

 

４．「近畿圏実践型課題解決プロジェクト」について 

〔資料６ 近畿圏実践型課題解決プロジェクトの御案内（近畿経済産業局〕 


