第 13 回地域協働学部教授会 議事要録

日

時：平成 28 年４月 13 日（水） ９時 00 分～11 時 10 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、大石副学部長、池田教授、市川教授、受田教授、内田教授、鈴木教授、
玉里教授、石筒准教授、大槻准教授、霜浦准教授、中澤准教授、中村准教授、松本准教授、
湊准教授、今城講師、須藤講師、田中講師、藤岡講師、俣野講師、斉藤助教、佐藤助教、塩崎教授、
立川准教授、廣瀬准教授、森助教
欠 席 者：吉岡准教授、新納教授
陪 席 者：黒笹特任教授
（学務課地域協働学部教務係）近藤
（総務課地域協働事務室）山本、笹岡
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議事に先立ち、上田学部長から、新たに地域協働学部教授会の構成員となった４名の教員について紹介があ
った。また、第 12 回地域協働学部教授会議事要録の確認が行われ、承認された。

議

事：

【報告事項】
１． 平成 27 年度第 11 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１に基づき、平成 27 年度第 11 回全学教育機構会議について報告が行われた。

２． 第 73 回教育研究評議会の報告について
上田学部長から、資料２に基づき、第 73 回教育研究評議会について報告が行われた。

３． 第 17 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３に基づき、第 17 回教育組織改革実施本部について報告が行われた。

４． 平成 29 年度ＡＯ入試Ⅰ学生募集要項（案）及び平成 28 年度第１回入試企画実施機構会議の報告について
鈴木教授から、資料４及び５に基づき、平成 29 年度ＡＯ入試Ⅰ学生募集要項（案）及び平成 28 年度第１回
入試企画実施機構会議について報告が行われた。

５． 平成 27 年度第 11 回学士課程運営委員会の報告について
大石副学部長から、資料６に基づき、平成 27 年度第 11 回学士課程運営委員会について報告が行われた。

６． 第３回地域協働学部運営会議の報告について
上田学部長から、資料７に基づき、第３回地域協働学部運営会議について報告が行われた。また、運営会議
委員から、学部で使用する教室を確保するよう要請があったこと及び正課外における保険等の補償範囲につい
て照会があったことが報告された。

７． 平成 27 年度第 19 回広報・予算部会の報告について
辻田副学部長から、資料 8-1 から 8-3 に基づき、平成 27 年度第 19 回広報・予算部会について報告が行われ

た。

８． 平成 27 年度第 14 回及び第 15 回教務委員会（メール会議）の報告について
上田学部長から、資料 9-1～9-3 に基づき、平成 27 年度第 14 回及び第 15 回教務委員会（メール会議）の概
要について説明が行われた。なお、詳細な説明については、会議時間短縮のため省略された。

９． その他
（１）平成 28 年度地域協働学部地域協働学科長の選出について
上田学部長から、資料 10 に基づき、平成 28 年度地域協働学部地域協働学科長として上田学部長が選出され
たことが報告された。
（２）地域協働マネジメント力のルーブリックに関するＦＤの実施について
内田教授から、４月 11 日（月）に実施したＦＤを経て、地域協働マネジメント力のルーブリックが概ね完成
したことが報告された。なお、今後の調整については、授業評価・改善部会にて検討することが確認された。
（３）第 139 回安全衛生委員会の報告について
上田学部長から、資料 11 に基づき、第 139 回安全衛生委員会の概要について説明が行われた。なお、詳細な
説明については、会議時間短縮のため省略された。

【審議事項】
１． 地域協働学部各種委員会に関する内規の一部変更について
上田学部長から、資料 12 に基づき、地域協働学部各種委員会に関する内規の一部変更について説明が行われ
た後、笹岡地域協働事務室係員から補足説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。なお、本内規の
附則に記載のとおり、地域協働学部教務委員会要項は廃止することとなった。

２． 平成 27 年度地域協働学部の活動方針、評価方針及び評価基準（案）について
上田学部長から、資料 13 に基づき、平成 27 年度地域協働学部の活動方針、評価方針及び評価基準（案）に
ついて説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。なお、本評価基準に基づき平成 27 年度の教員評価
を行うことの説明が行われた。

３． 平成 29 年度入試の実施体制（案）について
鈴木教授から、配付資料１に基づき、平成 29 年度入試の実施体制（案）について説明が行われ、審議の結果、
入試委員会委員について原案どおり承認された。なお、各入試の担当案について意見がある場合は、４月 22
日までに鈴木教授まで連絡することとなり、次回の教授会にて各入試の担当者を確定することが確認された。

４． 学生の充実した豊かな学びを保障するための指導・支援の指針の制定について
上田学部長から、資料 14 に基づき、学生の充実した豊かな学びを保障するための指導・支援の指針（案）に
ついて説明が行われた。審議の結果、誤字・脱字に加え以下の点を修正し、承認された。
【２】実施方法
（正）
（１）学生の成績（学業）不振を未然に防ぎ、学びを支援するための授業開始前の取組み
（誤）
（１）学生の成績（学業）不振を未然に防ぎ、学びを支援するための就学前の取組み
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