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第 11回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 3月 13日  15：00～15：58 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ２名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 平成 31年度編入学生の共通教育科目の単位認定について 

 〔資料１ 平成 31年度編入学既修得科目成績処理連絡票〕 

 

【報告事項】 

１． 平成 30年度開講科目のうち平成 31年度削除科目（開講コマ数減の科目含む）・平成

31年度新規科目（開講コマ数増の科目含む）について 

   〔資料２－１ 平成 30 年度開講科目のうち平成 31 年度削除科目（開講コマ数減の科

目含む）〕 

   〔資料２－２ 平成 31年度新規科目（開講コマ数増の科目含む）〕 

   〔資料２－３ 平成 31年度大学学び発見ゼミ・平成 31年度短大学び発見ゼミ〕 

２． 平成 31年度共通教育部教授会開催日程について 

 〔資料３ 平成 31年度共通教育部教授会予定表〕 

３． 共通教育・英語チャレンジコースについて 

   〔資料４ 大学ホームページより「英語チャレンジコースを修了した４年生３人が大

河原量学院長、瀬口和義学長と懇談しました〕〕 

４． 学科資料の発掘についての梗概について 

 〔資料５ 学科資料の発掘についての梗概〕 

 

 

第 10回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 2月 20日  15：05～16：05 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ２名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 交換留学生の共通教育科目の単位認定について 
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 〔資料１ 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 

２． 特別学期に集中講義として開講する共通教育科目の履修状況について 

 〔資料２ 特別学期に集中講義として開講する共通教育科目の履修状況〕 

３． 各種会議報告 

４． 学び発見ゼミ記録について 

５． 自己評価点検表について 

 

 

第９回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 1月 16日  15：00～16：25 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： 10名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 平成 31年度新規開設科目について 

 〔資料１ 平成 31年度新規開設提案科目一覧〕 

２． M’s collectionの扱いについて 

 〔資料２ 発行物『教養のチカラ』（仮題）企画案〕 

３． 交換留学生の共通教育科目の単位認定について 

 〔資料３ 共通教育科目単位認定願〈交換留学〉〕 

 

【報告事項】 

１． 「新任職員育成制度の初年次ゼミへのプレ参画」について 

 〔資料４ 新任職員育成制度の初年次ゼミへのプレ参画について〕 

２． 共通教育部教授会開催日（３月）について 

３． 初年次ゼミ（学び発見ゼミ）の記録について 

４． 各種委員会報告 

 

 

第８回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 12月 12日  15：00～16：10 
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場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： 10名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 平成 31年度新規開設提案科目一覧について 

 〔資料１ 平成 31年度新規開設提案科目一覧〕 

２． 次年度シラバス「受講上の注意」欄追加文（案）について 

 〔資料２ 次年度シラバス「受講上の注意」欄追加文（案）〕 

 

【報告事項】 

１． 次年度共通教育ガイドブック 

 〔資料３ 共通教育 履修ガイドブック〕 

２． 各種委員会報告 

 〔資料４ 初期演習Ⅰ シラバス〕 

 〔資料５ 「高等教育段階の教育費負担軽減新方策」導入に伴うシラバス作成項目の 

      追加について（案）」〕 

 

 

第７回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 11月 14日  15：00～16：15 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： 10名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 平成 31年度新規開設提案科目一覧について 

 〔資料１ 平成 31年度新規開設提案科目一覧〕 

２．共通教育部教授会日程の変更について 

 

【報告事項】 

１． 各種委員会報告等 

２． 非常勤講師履修ルール説明会状況報告 

 〔資料２ 共通教育科目の履修ルールの変更について〕 

３． 大学・初年次ゼミ 学び発見ゼミ担当者説明会状況報告 
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 〔資料３ 大学・学び発見ゼミ 担当者説明会資料〕 

４． 共通教育科目担当者への依頼手順について 

 〔資料４-１ 共通教育から非常勤講師に次年度の科目担当を依頼する場合〕 

 〔資料４-２ 学科から共通教育所属の非常勤講師に次年度科目の担当依頼があった場合〕 

５． M’s Collection の今後の方針について 

 

 

第６回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 10月 10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 ： ２名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 平成 31年度新規開設提案科目一覧について 

 〔資料１ 平成 31年度新規開設提案科目一覧〕 

２．共通教育科目の履修ルールの変更について（案） 

 〔資料２ 共通教育科目の履修ルールの変更について〕 

３．シラバス作成についての依頼事項について 

 〔資料３ シラバス作成上のお願い〕 

 

【報告事項】 

１． 各種委員会報告等 

２． 「学び発見ゼミ」次年度担当者説明会について 

３．次年度採用非常勤講師の模擬授業について 

 

 

第５回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 9月 26日  15：00～16：25 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： １名 

 

《議題》 

【審議事項】 
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１．M’s Collection について 

２．再入学者の単位認定について 

 〔資料１ 単位認定書〕 

 

【報告事項】 

  １．共通教育科目後期履修状況について 

   〔資料２－１ 平成 30年度後期共通教育科目開講及び履修許可状況（群）〕 

   〔資料２－２ 平成 30年度後期共通教育科目開講及び履修許可状況（詳細）〕 

   〔資料２－３ 平成 30年度後期共通教育科目学年別許可状況〕 

   〔資料２－４ 平成 30年度後期共通教育科目登録許可人数（学科学年別）〕 

   〔資料２－５ 平成 30年度後期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 31年度新規開設提案科目一覧について 

   〔資料３ 平成 31年度新規開設提案科目一覧〕 

  ３．次年度初年次ゼミについて 

   〔資料４ 平成 31年度大学・学び発見ゼミ担当者〕 

４．教務委員会連絡事項 

 〔資料５ 教務委員会連絡事項〕 

５．共通教育科目の履修ルールの変更について 

 〔資料６ 共通教育科目の履修ルールの変更について〕 

６．2018年度共通教育科目評価方法（科目群別・評価項目毎の科目数）の現状 

 〔資料７ 2018年度共通教育科目評価方法（科目群別・評価項目毎の科目数）の現状〕 

 

 

第４回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 7月 11日  15：00～16：13 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： 10名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．新任事務職員の共通教育初年次ゼミへの参画について 

 〔資料１ 新任事務職員の共通教育初年次ゼミへの参画にあたっての再検結果について〕 

２．交換留学生の共通教育科目の単位認定について 

 〔資料２ 共通教育科目単位認定願〈交換留学〉〕 

 

【報告事項】 
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  １．平成 31年度「学び発見ゼミ」担当者選出依頼 

   〔資料３ 平成 31年度共通教育科目・大学「学び発見ゼミ」担当者選出のお願い〕 

  ２．受験資格制度について 

   〔資料４ 共通教育の改革の取り組みについて〕 

   〔資料５ 来年度から共通教育の履修ルールを変更〕 

  ３．教育改革推進委員会の報告 

   〔資料６ 教員情報検索システム〕 

 

【その他】 

  １．次年度開講科目担当者一覧表作成について 

 

 

第３回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 6月 13日  15：00～16：33 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： １名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．共通教育科目の新たな展開について 

２．共通教育委員会からの申し入れ（M’s Collection について） 

 〔資料１ M’s Collection〕 

 〔資料２ 【参考資料】大学初年次ゼミ「変化の時代に学ぶ」関連〕 

３．新任事務職員の共通教育初年次ゼミへの参画に関するお願い 

 〔資料３ 新任事務職員の共通教育初年次ゼミへの参画に関するお願い〕 

４．１年次入学前既修得単位の認定について 

 〔資料４ 単位認定書〈１年入学時〉〕 

 

【報告事項】 

  １．教務委員会報告 

  ２．各種会議・委員会報告 

 

 

第２回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 5月 9日  15：00～16：05 
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場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： ２名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．平成 30年度共通教育科目担当者アンケート 

 〔資料１ 共通教育科目担当者アンケート用紙〕 

２．共通教育の改革の取り組み（受験資格制度の廃止）について 

３．１年次入学前既修得単位の認定について 

 〔資料２ 単位認定書〈１年入学時〉〕 

 

【報告事項】 

  １．共通教育委員会報告 

  ２．部長連絡会報告 

 

【その他】 

  １．自己点検評価表について 

 

 

第１回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 4月 25日  15：00～15：38 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： １０名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

 【大学事項】 

１．再入学者の単位認定について 

 〔資料１ 単位認定書〈再入学時〉〕 

 

 【短大事項】 

１．再入学者の単位認定について 

 〔資料２ 単位認定書〈再入学時〉〕 

 

【報告事項】 
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 【大学・短大共通事項】 

  １．共通教育委員会概要報告 

 

２．前期共通教育科目履修許可状況について 

〔資料３－１ 開講及び履修許可状況（群）〕 

〔資料３－２ 科目群別開講及び履修許可状況（詳細）〕 

〔資料３－３ 共通教育科目学年別許可状況〕 

〔資料３－４ 共通教育科目登録許可人数（学科学年別）〕 

〔資料３－５ 共通教育科目履修許可状況（のべ申込数の多いもの順）〕 

〔資料３－６ 共通教育科目 言語リテラシー科目履修状況〕 

 

３．教育改革推進委員会報告 

〔資料４－１ カリキュラムのスリム化検証スケジュール（案）〕 

〔資料４－２ 平成 29年度教育改革推進委員会重点検討課題〕 


