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第 12回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2020 年 2月 19日（水）  16：30～16：40 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 ４名） 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．2020（令和 2）年度一般入試Ｂおよび外国人留学生入試の合否判定について 

[資料１ 2020（令和 2）年度 一般入試Ｂおよび外国人留学生入試大学文学部判定資料

（案）] 

 

２．学籍異動願について 

[資料２ 学籍異動願出者一覧表・原級留置願出者一覧] 

 

 

【報告・連絡事項】 

１．次回の文学部教授会開催日 

 令和 2年 3月 9日（月）10：30～ 

 

 

 

 

第 11回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2020 年 2月 7日（金）  16：30～16：44 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 １３名） 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．2020（令和２）年度 一般入試Ｄの合否判定について 

[資料１ 2020（令和２）年度 一般入試Ｄ入学試験大学文学部判定資料（案）] 

 

２．再入学願について 
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     [資料２ 再入学願出者一覧表] 

 

 

【報告・連絡事項】 

１．各種委員会報告について 

（１）第 10回学部長会      〔2月 5日（水）〕 

（２）第 10回評議会       〔2月 5日（水）〕 

（３）第 10回部長連絡会     〔2月 3日（月）〕 

 

２．次回の文学部教授会開催日 

  令和 2年 2月 19日（水）16：30～ （短大教授会 17：00～） 

 

 

 

 

第 10回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2020 年 2月 3日（月）  16：30～16：50 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 ９名） 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．2020（令和２）年度 一般入試Ａおよび附属高校入学試験合否判定について 

[資料１ 2020（令和２）年度 一般入試Ａおよび附属高校入学試験大学文学部判定資料

（案）] 

 

２．交換留学生の派遣について 

     [資料２ 交換留学生の派遣について] 

 

３．学籍異動願について 

   [資料３ 学籍異動願出者一覧表] 

 

４．令和２年度編入学選抜（第２次）合否判定について（再） 

[資料４ 令和２年度編入学選抜（第２次）合否判定（案）] 
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【報告・連絡事項】 

１．各種委員会報告について 

（１）第９回学部長会      〔1月 8日（水）〕 

（２）第９回部長連絡会     〔1月 8日（水）〕 

（３）第９回評議会       〔1月 8日（水）〕 

   （４）第５回自己評価委員会   〔12月 23日（月）〕 

   （５）第８回教育改革推進委員会 〔1月 20日（月）〕 

 

２．次回の文学部教授会開催日時および場所 

令和 2年 2月 7日（金） 16：30～ （短大教授会 17：00～）  

於 Ｌ２-11教室 

 

 

 

 

第９回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 12月 18日（水）  15：00～15：25 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 ２名） 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和２年度編入学選抜（第 2次）合否判定について 

   [資料１ 令和２年度編入学選抜（第 2次）合否判定（案）] 

 

２．交換留学生の受入について 

   [資料２ 交換留学生の受入について] 

 

  ３．学籍異動願について 

     [資料３ 学籍異動願出者一覧表] 

 

 

【報告・連絡事項】 

１．各種委員会報告について 
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（１）第８回学部長会      〔12月 4日（水）〕 

（２）第８回評議会       〔12月 4日（水）〕 

（３）第８回部長連絡会     〔12月 2日（月）〕 

（４）第７回教育改革推進委員会 〔12月 16日（月）〕 

 

２．次回文学部教授会開催日について 

   2月 3日（月） 16：30～ 

 

 

 

 

第８回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 12月 2日（月）  16：30～16：45 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 １９名） 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．２０２０（令和２）年度公募制推薦入試（後期）の合否判定について 

   [資料１ ２０２０（令和２）年度推薦入試大学文学部判定資料（案）] 

 

２．学籍異動願について 

   [資料２ 学籍異動願出者一覧表] 

 

 

【報告・連絡事項】 

１．各種委員会報告について 

  （１）第６回教育改革推進委員会 〔11月 18日（月）〕 

 

 

 

 

第７回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 11月 16日（土）  10：01～10：18 
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場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 １２名） 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．２０２０（令和２）年度推薦入試および特別選抜合否判定について 

[資料１ ２０２０（令和２）年度推薦入試および特別選抜合否判定 大学文学部 

判定資料] 

 

 

【報告・連絡事項】 

１．各種委員会報告について 

  （１）第７回学部長会      〔11月 ６日（水）〕 

（２）第７回評議会       〔11月 ６日（水）〕 

   （３）第７回部長連絡会     〔11月 ５日（火）〕 

   （４）第４回自己評価委員会   〔10月 28日（月）〕 

 

２．12月～3月文学部教授会開催日 

12月 2 日（月） 16：30～ 

12月 18日（水） 15：00～ 

2月 3日（月） 16：30～ 

2月 7日（金） 16：30～ 

2月 19日（水） 16：30～ 

3月 9日（月） 10：30～ 

3月 12日（木） 10：00～ 

 

 

 

 

第６回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 10月 23日（水）  15：00～15：22 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 ５名） 

欠席者 ：  ０名 
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《議題》 

【審議事項】 

１．学籍異動願について 

[資料１学籍異動願出者一覧表] 

 

２．交換留学生の派遣候補について 

    [資料２ 交換留学生の派遣候補について] 

 

 

【報告・連絡事項】 

１．一般連絡・報告事項 

 （１）大学院のオープンキャンパスについて 

 

２．各種委員会報告について 

  （１）第６回学部長会      〔10月 ２日（水）〕 

（２）第６回評議会       〔10月 ２日（水）〕 

   （３）第６回部長連絡会     〔10月 ８日（火）〕 

   （４）第５回教育改革推進委員会 〔10月 21日（月）〕 

 

 

 

第５回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 9月 18日（水）  15：00～15：30 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 ４名） 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和元年 9月 30日付卒業判定について 

[資料１ 平成 31年 3月卒業延期者における令和元年 9月 30日付卒業判定資料] 

[資料２ 令和元年 9月 30 日付卒業判定資料] 

 

２．学籍異動願について 

    [資料３ 学籍異動願出者一覧表] 
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【報告・連絡事項】 

１．各種委員会報告について 

（１）第４回教育改革推進委員会 〔７月 22日（月）〕 

（２）第５回学部長会      〔９月 13日（金）〕 

  （３）第５回評議会       〔９月 13日（金）〕 

  （４）第５回部長連絡会     〔９月 18日（水）〕 

 

 

 

第４回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 7月 10日（水）  15：00～15：20 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 ５名） 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和元年度 後期 大学科目等履修生願について 

[資料 1 令和元年度 後期 大学科目等履修生願一覧] 

 

２．学籍異動願について 

    [資料２ 学籍異動願出者一覧表] 

 

【報告・連絡事項】 

１．一般連絡・報告事項 

 （１）令和元年度 学部長裁量経費採択者について 

  [資料３ 令和元年度 学部長裁量経費：採択者一覧] 

 

２. 各種委員会報告 

   （１）第４回学部長会      〔７月３日（水）〕 

（２）第４回評議会       〔７月３日（水）〕 

   （３）第４回部長連絡会     〔７月１日（月）〕 

   （４）第３回自己評価委員会   〔７月８日（月）〕 

    

３．9月～12月文学部教授会開催日について 
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9月 18日（水） 15：00～ 

10月 23日（水） 15：00～ 

11月 16日（土） 10：00～ 

12月 2 日（月） 16：30～ 

12月 18日（水） 15：00～ 

 

 

 

第３回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 6月 20日（水）  15：00～15：20 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 ３名） 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

 

１．学籍異動について 

    [資料１ 学籍異動願出者一覧表] 

 

【報告・連絡事項】 

１．一般連絡・報告事項 

１．一般連絡・報告事項について 

  （１）「２０１９年度学部長裁量経費の申請応募」について 

 

 ２．各種委員会報告について 

    （１）第３回学部長会      〔６月５日（水）〕 

    （２）第３回評議会       〔６月５日（水）〕 

    （３）第３回部長連絡会     〔６月３日（月）〕 

    （４）第２回自己評価委員会     〔５月２７日（月）〕 

（５）第３回教育改革推進委員会 〔６月１７日（月）〕 

 

 

 

第２回 文学部教授会議事次第 
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日 時 ： 2019年 5月 22日（水）  15：0２～15：44 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４７名  （委任出席 ４名） 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

 

１．令和２年度編入学選抜（第１次）合否判定について 

[資料１ 令和２年度編入学選抜（第 1次）合否判定（案）] 

２．2019年度後期受け入れ交換留学願について 

[資料２ 2019年度後期受入れ交換留学願] 

３．学籍異動願について 

[資料３ 学籍異動願出者一覧表] 

 

【報告・連絡事項】 

１．一般連絡・報告事項 

（１）2019年度学部長裁量経費の申請応募について 

 [資料４ 2019 年度学部長裁量経費の申請応募について] 

 ２．各種委員会報告について 

    （１）第２回学部長会      〔５月８日（水）〕 

    （２）第２回評議会       〔５月８日（水）〕 

    （３）第２回部長連絡会     〔５月７日（火）〕 

    （４）第１回教育改革推進委員会 〔４月１５日（月）〕 

（５）第２回教育改革推進委員会 〔５月２１日（月）〕 

    （６）第１回自己評価委員会   〔４月２２日（月）〕 

 

 

 

第１回 文学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 4月 10日（水）  15：00～15：23 

場 所 ： 本館７階会議室 

出席者 ： ４４名  （委任出席 ２名） 

欠席者 ：  １名 

 

《議題》 
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【審議事項】 

１． 平成 31年度 前期 大学科目等履修生願について 

 〔資料 1 平成 31年度 前期 大学科目等履修生願出一覧〕 

１.  学籍異動願について 

     〔資料２ 学籍異動願出者一覧表〕 

【報告・連絡事項】 

１． 各種委員会報告について 

（1）平成 30年度 第７回 自己評価委員会    ３月 13 日（水） 

（2）平成 30年度 第９回 教育改革推進委員会  ３月 15 日（金） 

（3）平成 31年度 第１回 学部長会       ４月 １日（月） 

（4）平成 31年度 第１回 評議会        ４月 ２日（火） 

（5）平成 31年度 第１回 部長連絡会      ４月 ８日（月） 

２．５月～７月文学部教授会開催日について 


