第４回地域協働学部教授会 議事要録

日

時：平成 27 年７月８日（水） 14 時 00 分～16 時 30 分

場

所：総合研究棟会議室１（２階）

出 席 者：上田学部長、辻田副学部長、玉里副学部長、池田教授、市川教授、受田教授、内田教授、
大石教授、鈴木教授、石筒准教授、霜浦准教授、中村准教授、中澤准教授、廣瀬准教授、
湊准教授、吉岡准教授、今城講師、須藤講師、藤岡講師、俣野講師、斉藤助教、塩崎教授、
立川准教授、森助教
欠 席 者：大槻准教授
陪 席 者：黒笹特任教授
（総務課地域協働事務室）芝、笹岡
（学務課地域協働学部教務係）近藤、高橋
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【報告事項】
１．第 58 回全学財務委員会の報告について
上田学部長から、資料１に基づき、第 58 回全学財務委員会について報告が行われた。
２．第 129 回朝倉地区安全衛生委員会の報告について
池田教授から、資料２に基づき、第 129 回朝倉地区安全衛生委員会について報告が行われた。
３．平成 27 年度第３回４学期制導入に係るタスクフォース会議の報告について
上田学部長から、資料３に基づき、平成 27 年度第３回４学期制導入に係るタスクフォース会議につ
いて報告が行われた。
４．平成 27 年度第３回全学教育機構会議の報告について
上田学部長から、資料４に基づき、平成 27 年度第３回全学教育機構会議について報告が行われた。
５．第 13 回教育組織改革実施本部の報告について
上田学部長から、資料５に基づき、第 13 回教育組織改革実施本部について報告が行われた。
６．第４回 COC+事業に係る教育改革検討ワーキングの報告について
玉里副学部長から、資料６に基づき、第４回 COC+事業に係る教育改革検討ワーキングについて報告が
行われた。
７．平成 27 年度第３回学士課程運営委員会の報告について
玉里副学部長から、資料７に基づき、平成 27 年度第３回学士課程運営委員会について報告が行われ
た。
８．第 70 回教育研究評議会の報告について
上田学部長から、資料８および机上配布資料１に基づき、第 70 回教育研究評議会について報告が行
われた。その後、辻田副学部長から認証評価制度および国立大学法人評価制度について説明があった。
９．平成 27 年度第３回アドミッションセンター運営委員会の報告について
石筒准教授から、資料９に基づき、平成 27 年度第３回アドミッションセンター運営委員会について
報告が行われた。

１０． 平成 27 年度全学人事審議会の報告について
上田学部長から、資料 10 に基づき、平成 27 年度全学人事審議会について報告が行われた。
１１． 第５回・第６回広報・予算部会の報告について
(1) 広報記録の対応について
辻田副学部長から、資料 11-2 に基づき、平成 27 年度第３回地域協働学部教授会以降の広報記録に
ついて報告が行われた。また、学部に対して連携要望や講演の依頼があった場合には、その場で承諾
するのではなく、学内で検討のうえ返答する旨を先方に伝えるよう要請があった。
(2) 第１弾オープンフィールドワーク（帯屋町商店街）について
辻田副学部長から、第１弾オープンフィールドワークについて概要の説明が行われた後、今城講師
から、資料 11-3 に基づき、詳細な説明が行われた。また、岡山県にて開催予定のオープンフィール
ドワークについて、ＡＯ入試のスケジュールとの関係のため、９月下旬に開催することとなった。
(3) 平成 27 年度高校訪問の割り当てについて
中澤准教授から、机上配布資料２に基づき、平成 27 年度高校訪問の割り当てについて説明が行わ
れ、チーム内での割振りおよび日程調整について、各チームの代表者を中心に行うよう依頼があった。
また、参考資料として昨年度の高校訪問対応表をグループウェアに掲載することとなった。
(4) 施設整備要望書について
辻田副学部長から、資料 11-4 に基づき、地域協働学部の教育研究にかかる施設整備（要望）につ
いて報告が行われた。
(5) 平成 27 年度学長裁量経費の申請について
辻田副学部長から、
資料 11-5 に基づき、
平成 27 年度学長裁量経費の申請について報告が行われた。
１２． 第３回教務委員会の報告について
玉里副学部長から、資料 12-1 に基づき、第３回教務委員会について報告が行われた。
(1) 第 12 回授業評価･改善部会報告
内田教授から、資料 12-2 に基づき、第 12 回授業評価･改善部会について報告が行われた。
１３． 平成 27 年度入試関係行事予定について
鈴木教授から、机上配布資料３に基づき、平成 27 年度入試関係行事予定について報告が行われ、
下記の日程にて入卒審を開催する予定であるとの説明があった。
・平成 27 年９月４日(金)10 時～11 時（ＡＯ入試第１次選抜合格者判定）
・平成 27 年９月 29 日(火)10 時～11 時（ＡＯ入試第２次選抜合格者判定）
・平成 27 年 11 月 25 日(水)時間未定（推薦入試Ⅰ合格者判定）

・平成 28 年３月３日(木)時間未定（一般入試：前期日程合格者判定）
１４． キャリア・デザイン Bar Vol.１の開催について
須藤講師から、資料 13 に基づき、キャリア・デザイン Bar Vol.１を開催予定である旨の報告が行
われた。
１５． その他
上田学部長から、自動車運転に関する注意喚起が行われた。また、平成 27 年４月の学部スタート
から現在に至るまでの学部運営について、全教員に対して感謝の言葉が述べられた。
【審議事項】
１．タンジュンプラ大学からの特別聴講学生の受け入れについて
石筒准教授から、資料 14 に基づき、タンジュンプラ大学からの特別聴講学生の受け入れについて
説明が行われ、審議の結果、承認された。
２．地域協働学部教務委員会要項について
玉里副学部長から、資料 15 に基づき、地域協働学部教務委員会要項について説明が行われ、審議
の結果、承認された。
３．オープンキャンパスのスケジュールについて
石筒准教授から、机上配布資料４に基づき、オープンキャンパスのスケジュールおよび教員配置に
ついて説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、配置変更の希望があれば各教員間で相談のう
え、石筒准教授まで報告することとなった。

次回 平成 27 年９月９日(水)14：00

