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第７回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 11月 13日  15：00～16：20 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： １０名 

欠席者 ：  １名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和２年度新規開設提案科目 

〔資料１ 令和２年度新規開設提案科目一覧〕 

 

【報告事項】 

１．大学・初年次ゼミ学び発見ゼミ担当者説明会 

 〔資料２ 大学・初年次ゼミ（学び発見ゼミ）担当者説明会開催のお知らせ〕 

 

２．アウシュビッツツアー 

 〔資料３ アウシュビッツ研修ツアー研修内容説明会のお知らせ〕 

 

３．令和元年度第７回評議会報告 

 〔資料４〕 

 

４．学科別共通教育科目担当状況について 

 〔資料５ 学科別共通教育科目担当状況 2019 年 11月現在〕 

 

 

 

第６回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 10月 9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 ：  １名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和２年度新規開設提案科目 

〔資料１ 令和２年度新規開設提案科目一覧〕 
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【報告事項】 

１．後期共通教育科目履修許可状況について 

 〔資料２－１ 令和元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 令和元年度後期共通教育科目 科目群別開講及び履修許可状況（詳細）〕 

 〔資料２－３ 令和元年度後期共通教育科目 学年別許可状況〕 

 〔資料２－４ 令和元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 令和元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．令和元年度第６回評議会報告 

 〔資料３〕 

 

３．令和元年度前期幹事懇談会への回答 

 〔資料４〕 

 

 

 

第５回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 9月 25日  15：00～16：20 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： １１名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和２年度新規開設提案科目 

〔資料１ 令和２年度新規開設提案科目一覧〕 

 

       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】 

１．M’s collection について 

 

２．人材育成プログラムの募集について 

    〔資料３ AI時代に求められる人材育成プログラムの募集について（依頼）〕 

 



                                                                  2019年度 

 共通教育部 

教授会議事次第 

                        

第４回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 7月 10日  15：00～16：30 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： １０名 

欠席者 ：  １名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和２年度新規開設提案科目 

〔資料１ 令和２年度新規開設提案科目一覧〕 

 

       ２．海外研修及び国内研修の取り組みについて 

        〔資料２ 共通教育主催「学外研修」の考え方（案）〕 

   

【報告事項】 

１．令和２年度 KT 作成時における講師派遣依頼について 

  〔資料３ 共通教育から学科等の専任教員に共通教育科目を担当依頼する場合他〕 

 

 

 

第３回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 6月 12日  15：00～16：12 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： １０名 

欠席者 ：  １名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和２年度新規開設提案科目 

〔資料１ 令和２年度新規開設提案科目一覧〕 

 

       ２．相談窓口 最大許可定員の変更について 

        〔資料２ 共通教育言語リテラシー科目履修相談窓口での履修登録追加許可人数に

ついて〕 

             ３．海外研修及び国内研修について 

        〔資料３ 学生引率に関する内規〕 
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４．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．「大学 学び発見ゼミ」中間意見交換会報告 

 

２．各種会議・委員会報告 

〔資料５－１ 各種委員会・会議議題報告〕 

〔資料５－２ 新学部・新学科のアドミッション・ポリシー（案）〕 

〔資料５－３・４ 入学後リメディアル講座学科別対象者数一覧〕 

   

 

 

第２回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 5月 15日  15：00～16：10 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： １１名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 令和元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． 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．各種会議報告 

（１） 学部長会報告 

    〔資料３ 非常勤講師の自己点検制度について〕 

（２） 評議会報告 

〔資料４ グローバル（英語重視型）入試について（案）〕 

〔資料５ 平成 30年度特別教育科目担当コマ数一覧表（担当者別）〕 

   

  ２．学び発見ゼミ ミーティングについて 
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第１回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2019年 4月 24日  15：00～16：08 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： １１名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 学院広報誌「リビエール」2019 年度学科担当者の選出 

 

２． 平成 31年度前期科目等履修生願出について 

〔資料１ 平成 31年度前期大学科目等履修生願出一覧〕 

   

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．前期共通教育科目履修許可状況について 

〔資料３－１ 平成 31年度前期共通教育科目開講及び履修許可状況（群）〕 

〔資料３－２ 平成 30年度前期共通教育科目開講及び履修許可状況（群）〕 

 

２．各種会議報告 

（１） 教務委員より 

    〔資料４ 学生の学外引率について〕 

（２） 教育改革推進委員会 

〔資料５－１ 平成 30年度教育改革推進委員会重点検討課題の振り返り〕 

〔資料５－２ 2019 年度教育改革推進委員会重点検討課題〕 

〔資料５－３･４･５ 平成 30年度教務部業務報告〕 

〔資料５－６ 平成 31年度非常勤講師懇談会出席者数〕 

〔資料５－７･８･９ 学外者との教育課程及び教育活動に関する意見交換報告書〕 

  （３） 大学基準協会説明会 

  （４） 卒業時アンケート 

      〔資料７ 平成 30年度「卒業時アンケート」〕 

  （５） TV 取材 

  （６） 評議員会 

      〔資料８「MUKOJO ACTION 2019→2039」ビジョン策定について 


