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第８回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2021年 1月 20日（水）  15：00～16：30 

場 所 ： 中央図書館８階Ｃ－８０７ 

出席者 ： １２名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 令和３年度新規開設提案科目一覧 

〔資料１ 令和３年度新規開設提案科目一覧〕 

   

  ２．シラバス記載について 

    〔資料２ 共通教育科目の構成〕 

     

【報告事項】 

  １．共通教育部教授会開催日について 

     

２．新任教員へのＩＣＴ導入支援について 

 

  ３．各種会議報告 

    〔資料３ ＡＩ・データサイエンス アカデミックユースコンテンツの概要〕 

 

 

第７回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2020 年 12月 16日（水）  15：00～16：10 

場 所 ： 南館３階Ｓ－３４ 

出席者 ： １２名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

２． 令和３年度新規開設提案科目一覧 

〔資料１ 令和３年度新規開設提案科目一覧〕 

     

【報告事項】 

  １．各種委員会報告 



                                                                  2020年度 

 共通教育部 

教授会議事次第 

                        

 

２．学び発見ゼミが選択必修制で対象外とされている学科について 

  〔資料２ 大学学び発見ゼミ選択必修化の検討状況〕 

 

  ３．学び発見ゼミ受講者アンケート結果について 

    〔資料３ 学び発見ゼミ・受講者アンケート結果〕 

 

  ４．後期共通教育科目担当者アンケート結果 

    〔資料４ 令和２年度後期共通教育科目担当者アンケート結果〕 

 

  ５．Web サイト進行状況 

    〔資料５ 共通教育サイト（案）〕 

 

  ６．info@MUSES アンケート結果 

    〔資料６ info@MUSES 掲示を見やすくする project アンケート結果〕 

 

 

第６回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2020 年 11月 11日（水）  15：00～16：00 

場 所 ： 南館３階Ｓ－３４ 

出席者 ： １２名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和３年度新規開設提案科目一覧 

〔資料１ 令和３年度新規開設提案科目一覧〕 

     

【報告事項】 

  １．共通教育委員会 

  （１） 大学 学び発見ゼミ次年度担当者説明会 

  （２） シラバス作成の締め切りについて 

    〔資料２ 共通教育科目シラバス作成の締め切りについて〕 

  （３） 共通教育履修ガイド「選択必修制について」 

    〔資料３ 共通教育科目の選択必修制について〕 

 

２．教務委員会 
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  ３．共通教育サイトに掲載する個人撮影日の日程調整について 

    〔資料４ 撮影日・場所調査票〕 

 

  ４．その他 

  （１） 現在進行中のアンケートについて 

      〔資料５ 現在進行中のアンケートまとめ〕 

  （２） 共通教育部関連の書類等の流れ（案）について 

      〔資料６ 書類の流れ（案）〕 

 

 

第５回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2020 年 10月 14日（水）  15：00～16：10 

場 所 ： 南館４階Ｓ－４４ 

出席者 ： １２名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．次年度ＫＴについて 

〔資料１ 令和３年度新規開設提案科目一覧〕 

  ２．次年度相談窓口について 

   

【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 令和２年度後期共通教育科目開講及び履修許可状況〕 

 

２．その他 

（１） 共通教育科目における評価に関する考え方について 

    〔資料３ 共通教育科目における評価に関する考え方〕 

（２） 共通教育の改革について 

（３） 特別学期開講科目について 

 

 

第４回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2020 年 7月 15日（水）  15：00～ 
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場 所 ： メール会議 

出席者 ： １２名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【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１ 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．後期授業の実施について 

  〔資料２ 令和２年度後期の授業について〕 

 

 

第３回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2020 年 6月 17日（水）  15：07～16：30 

場 所 ： 文学１号館Ｌ１－２０１ 

出席者 ： １２名 

欠席者 ：  ０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 

〔資料１ 共通教育科目 単位認定願〈交換留学〉〕 

   

  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．前期共通教育科目履修状況について 

    〔資料３ 令和２年度前期共通教育科目 開講及び履修許可状況（群）〕 

     

  ２．共通教育委員会報告 

    〔資料４ 遠隔授業での学生対応における『お困りごと』と『対応策』〕 
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    〔資料５ 遠隔授業で先生に質問を送るときに気をつけたいこと〕 

    〔資料６ 非常勤講師に関わる次年度ＫＴ作成上の人事的注意事項〕 

    〔資料７ 第２回共通教育委員会議事録〕 

    〔資料８ 科目定員の削減と申込率・定員充足率への影響〕 

    〔資料９ 令和３年度前期共通教育科目 各学科の担当科目数のガイドライン算出資料〕 

 

３．その他 

（１） 各種委員会報告 

〔資料 10 令和２年度第３回 教育改革推進委員会資料〕 

      〔資料 11 「新任職員育成制度 Rising3」＜2 年目後期＞初年次ゼミへの参画に

関するお願い〕 

 

（２） 研究室について 

    

 

第２回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2020 年 5月 8日（水）  13：15～ 

場 所 ： メール会議 

出席者 ： １２名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和２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〉〕 

 

  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．前期共通教育科目履修許可状況について 

    〔資料４ 令和２年度前期共通教育科目 開講及び履修許可状況（群）〕 

    〔資料５ 令和２年度前期共通教育科目 科目群別開講及び履修許可状況（詳細）〕 

    〔資料６ 令和２年度前期共通教育科目 履修許可状況（のべ申込数の多いもの順）〕 
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  ２．学び発見ゼミ ミーティングについて（Zoom、Google、Meet） 

 

 

第１回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2020年 4月 8日（水）  15：00～16：15 

場 所 ： 文学２号館Ｌ２－３１ 

出席者 ： １２名 

欠席者 ：  ０名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１．令和２年度前期共通教育の実施に向けて 

〔資料１ 令和２年度前期学年暦（案）〕 

〔資料２ 共通教育科目履修登録定員リスト〕 

〔資料３ 授業開始日の再延期と授業の対応について（案）〕 

 

３． その他 

（１） 学院広報誌『リビエール』2020年度学科担当者の選出 

（２） 入学前既修得単位の認定について 

（３） 今後の共通教育部教授会の日程について 


