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9 月定例文化学園大学・文化学園大学短期大学部合同教授会議事録 

 

日 時：平成 30年 9月 4日（火） 午前 10 時 30分～午前 11 時 30分 

場 所：C101 教室 

現 員：166 人 

出席者：154 人 

議 長：堀尾眞真紀子造形学部長 

 

大沼理事長 

○後期が始まるので、濱田学長を中心に先生方のご協力をお願い申し上げる。 

 

濱田学長 

〇後期授業開始が近くなり、先生方におかれては 11 月文化祭に向け、学生とともに展示等の計画をお立

てになることが、本格的になることと思う。昨年度に引き続き、文化祭初日の前日には、学部長等と

全ての教科展示等を見学させていただきたいと考えている。 

本学の文化祭は伝統的に、教職員と学生が一体となって、平素の学生の教育の成果を社会に発信する

ものであり、あわせて学生募集にも資するものとして取り組んでいる。先生方にはそのことを念頭に

置いた教科展示等になるよう、改めてお願い申し上げる。 

〇平成 26年の文部科学省による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法

施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について（通知）」のうち留意事項 教授

会の役割の明確化（学校教育法第 93条関係）により「教授会の役割を明確化する観点から、個人情報

等の取扱いには十分留意した上で、議事次第や議事概要等のホームページでの公表など適切な方法に

よって透明化を図ること」とある。 

 本学では従来「自己点検・評価報告書」により教授会における審議事項等を公開してきたが、9月教授

会以降、合同教授会の議事録を、ホームページを通じて公開することとする。 

公開に伴い、議事録の仕様を多少変更する。また、公開にあたっては個人情報の扱いには細心の配慮

をする。先生方には当月内に教授会議事録を送信し、ご意見等がなかったら翌月教授会で議事録の承

認をいただき、その後すみやかに公開する予定。 

〇教員の海外及び国内研修に関する申請について 

 7月教授会で「教員の海外及び国内研修に関する規程」に基づき、平成 31年度の研修について 1件の

申請があった旨ご報告したが、同規程により選考委員会を組織しご審議いただいたので、結果をご報

告申し上げる。 

申請者 ：服飾文化共同研究室 アラナ・ノボア・クラウディア・ルチア助手 

研修先 ：Central Saint Martins College of Art and Design U.K. 

研修期間：2019 年 7 月下旬から 1.5か月 

研修種別：特別短期研修 

審議結果：可 

これを受け、本教授会でご承認願う。－承認－ 

この後、規程に則り理事長へご報告する。 
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〇外部評価委員会開催について 

 今月末に「文化学園大学外部評価委員会規程」及び「文化学園大学短期大学部外部評価委員会規程」

に則って、外部評価委員会を開催する。 

今年度の委員については、同委員会規程 第 2条第 2項に則り次の方々にお願いした。 

株式会社 東京ソワール 顧問 萩原富雄様 

  株式会社 日本旅行 文化学園内旅行コーナー 所長 堀込啓一様 

  株式会社 ニチベイ 商品企画部広報宣伝課 課長 大野秀樹様 

 なお、この委員会には、学長、各学部長、事務局長、全学自己点検・評価委員会委員長、事務局各部

長にも出席いただく。 

〇平成 30年 9月 1日付 事務局の異動について 

研究協力室 室 長 中山明彦 → 円谷葉子（兼 教務部長）＊中山は学園本部経理部財務課課長へ異動 

教務課   専門職 藤澤千晶 → 研究協力室へ 

 

 ＊先月の教授会議事録について原案通り承認。 

 

審議事項（堀尾造形学部長） 

１．研究生入学許可について  

 〇別紙配布資料の通り承認。 

２．公欠審議について 

１）シアトル親善交流ファッションショー及びニューヨーク FIT 研修 

  現代文化学部国際ファッション文化学科 3 年生対象「国際交流イベント」の授業として、アメ

リカシアトルでの親善交流ファッションショーと、ニューヨークファッション工科大学（FIT）

における研修。 

期間：9月 14 日（金）～9月 21日（金）－承認－ 

参加者名簿は後日配布。 

２）留学生研修旅行 

留学生対象「日本の文化」の授業として 9月 29 日（土）～9月 30 日（日）留学生研修旅行を 

伊豆方面にて行う。－9月 29 日（土）の公欠を承認－ 

参加者名簿は後日配布。授業担当の近藤先生には、引率をよろしくお願い申し上げる。 

３）「キャリアデザイン（展開編）－コースセミナー－」 

服装学部・造形学部 3年生の「キャリアデザイン（展開編）－コースセミナー－」、短期大学部

ファッション学科 2 年生の「キャリアデザイン展開編」が 10 月～12 月にかけて実施される。

－当該期間の公欠を承認－ 

 日程は学部・学科・コースにより異なるため、後日研究室に日程表を配布。 

  ４）クラフトフェア in北竜湖 

    10月 6 日（土）～7日（日）に北竜湖観光協会が主催する、工芸作品を主としたフリーマーケ

ットである「クラフトフェア in北竜湖」に出店者として 23 人の学生が参加する。 

    －10月 5 日（金）4・5限及び 6日（土）の公欠を承認－ 

参加者名簿は後日配布。 
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報告事項 

１． 委員会報告 

教務委員会（北浦委員長） 

 ○現在、学部共通科目協議会から 8 件、短大部から 1 件、資格取得関係科目 2 件のカリキュラム改定

について審議中。次回教授会で承認いただくべく、9月中にも先生方にご検討いただく予定。 

学生支援委員会（齋藤（満）委員長） 

 ○台風 20号、21 号に関わる被害状況を確認するためのメールを全学生へ配信している。 

〇夏季休暇を境に問題を抱える学生が増えることが予想されるので、先生方の一層のご配慮をお願い

申し上げる。 

○7月に発生した西日本豪雨については学生から被害の報告はない。また、学生会が主催して受け付け

た義援金に学生会費を加えた金額を、8月 29 日に日本赤十字社へ寄附したことをご報告申し上げる。

先生方からのご協力に御礼申し上げる。 

○平成 30年度文化学園大学・文化学園大学短期大学部奨学金の面接を 7月に学生支援委員会と学生課

で実施し、30 人を決定した。名簿は教授会終了後配布する。 

 ○平成 30 年度私費外国人留学生授業料減免対象学生は、保留 7 人を加え 49 人とした。1 年生は前期

の成績を確認の上、11 月に対象者を審査する予定。 

 ○6 月に行った新入留学生懇談会において、留学生から、授業中の私語が多く、授業に集中できない、

との意見があった。授業中の私語については担当教員から厳しくご注意いただくようお願い申し上

げる。また、学生食堂に設置してある電子レンジの台数が少ない、との意見も出ている（現在 2台）。

この件については、次回の文化学園総合学生生活委員会において報告予定。 

 ○文化学園総合学生生活委員会 

7 月 18 日に国会において「改正健康増進法」が成立し、6月 27日には「東京都受動喫煙防止条例」 

が東京都議会で可決された。これらにより学校敷地内での喫煙について、また 20歳未満の者を喫煙 

可能場所へ立ち入らせない、未成年者の喫煙の処罰対象が本人から親権者・監督者となること等が 

明記されている。今後は、学校も喫煙に対して責任を持つことが明確に記されている。 

本学園では「喫煙所が狭い」等の意見も出ているが、現在、文化学園では「受動喫煙 0キャンパス」 

を目指して、喫煙所をさらに縮小する方向で慎重に検討を重ねているところである。ご協力をいた 

だきたく、お願い申し上げる。 

入試対策委員会（高橋（正）委員長） 

 〇7月～8月に行ったオープンキャンパスの入場者数について報告。 

  ご協力いただいた教職員にお礼申し上げる。次回のオープンキャンパスは 9月 29日（土）正午～午

後 4時である。よろしくお願い申し上げる。＊入場者数については別途配信。 

○高校生のためのサマーオープンカレッジは 8 月 2 日～4 日に開催し無事終了。ご協力いただいた先

生方にお礼申し上げる。当日欠席について、今後対策を検討する。 

就職委員会（丸茂委員長） 

 ○インターンシップ参加学生を対象とした事後教育を 9月 26 日（水）5限に実施する。関係の先生方

には別途詳細をお知らせするので、学生へもお知らせ願う。 

 ○後期就職講座は、大学は 10月 3日（水）、短大部は 9月 26日（水）より開始する。詳細については、

その都度メールにてお知らせするので、ご確認と学生へお知らせ願う。 



4 

 

全学 FD委員会（金川委員長） 

 ○本日午後 1 時 30 分～午後 4 時まで「全学 FD・SD 研修会 秋の分科会」を行う。すでに配信され

たメールをご確認のうえ、ご出席願う。 

〇平成 29年度「学生によるカリキュラム・授業改善アンケート」後期・通年科目の集計結果は近日中

に配信予定。 

研究委員会（高村委員長） 

 ○紀要第 50 集の登録数は、研究論文 14 件、研究ノート 8 件、作品ノート 2 件、合計 24 件。研究論

文は、9月 25 日（火）提出締切。 

○研究論文 1 件につき 2 人の先生に査読をお願いする。査読を依頼する先生方には委員より改めてご

連絡するのでよろしくお願い申し上げる。査読期間は 9月 26 日（水）～10月 16 日（火）。 

衣料管理士課程専門委員会（矢中委員長） 

 ○平成 30年度の夏期の TA実習は 8～9月にかけて企業・研究所 15カ所で 33 人が実習を行い、9月 7

日（金）に終了する。ご協力いただいた先生方にお礼申し上げる。実習の事後報告会を 9月 14日（金）

午後 1時～ C101 で開催する。 

文化・語学研修専門委員会（佐藤（浩）副委員長） 

 ○現代文化学部国際文化・観光学科 3 年生の学生 2 人が、本学留学規程による海外留学が終了し帰国

した。この後、学生から「留学終了届」が提出される。それを受けて委員会で履修単位の認定を行

い、10 月教授会で報告する予定。 

文化祭実行委員会（鳥海副委員長） 

 ○文化祭ポスターは、26 点の応募作品の中から、厳正なる審査の結果、短期大学部ファッション学科

2 年生の学生の作品に決定した。9 月下旬から掲示予定。 

和装文化研究所（近藤所長） 

 ○7 月 16日～21 日までスペース 21 で開催したイマジンワンワールドによる着物の展示については、

多数のご来場をいただきお礼申し上げる。各大使館関係者にもご覧いただき盛況であった。来場者

は 20日までで約 400 人（21 日はオープンキャンパスと同時開催であったため集計できず）。 

  本研究所、和裁研究室では、後期もさまざまなイベントを企画している。先生方のご参加とご協力

をお願い申し上げる。 

 

２． 平成 31年度入試関係について（清木事務局長） 

○AO入試（1 期） 

出願者数について報告 

プレゼンテーション・面談：9月 8日（土）に実施。なお、関係資料は後日配布。 

＊判定会議には入学者選考判定委員の先生方のご出席をお願い申し上げる。 

○AO入試（A＆A型） 

出願者数について報告 

プレゼンテーション・面談及び判定会議は AO入試（1期）と同日に実施する。 

○AO入試（CG 型） 

出願者数について報告 

プレゼンテーション・面談及び、判定会議は AO入試（1期）と同日に実施する。 
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＊以上、各入試の応募者数は別途配信。 

○大学院入試（1期）日程 

博士前期課程・修士課程（1期）  

願書受付  ： 9月 18日（火）～9月 26 日（水） 

特別推薦審査：10 月  5日（金） 

試験日   ：10月 10 日（水） 

＊判定会議には関係の先生方のご出席をお願い申し上げる。 

 

３． 学生会サミット（代議員大会）について（ 同 ） 

11 月 28 日（水）午後 4時 30 分～午後 7時 A201 で開催。学生会執行部を中心に、各クラスの学 

生委員、委員会委員長、各クラブの部長・会計が出席し、自分たちの学生生活について検討、改善 

していく大切な会議のため、当日は他の行事と重ならないようご配慮願う。 

 

４．科学研究費助成事業について（ 同 ） 

9 月 1日付で文部科学省と日本学術振興会から平成 31 年度科学研究費助成事業の公募があった。 

研究計画調書等の公募情報が日本学術振興会のホームページに公開されている。このことに関する

説明会の日時・場所等は、後日、研究協力室から全教員にメールで配信する。是非、多数の教員か

らご応募願う。 

 

５．学生異動について（報告）（ 同 ） 

○別紙配布資料の通り願い出が提出されたのでご報告する。 

  ＜訂正＞ 大学の休学のページ 1人目の学生の所属  

服装造形学科 4C → 服装学部 2016・2017 年度留年生 

 

６．その他（ 同 ） 

１）学費未納者の成績認定について 

「単位履修に関する細則」第 6条第 3号により、当該年度の学費未納の学生は、定期試験は受験で 

きるが、学費が納入されるまで成績評価を受けられないこととなっている。学生から問い合わせ 

があった場合、その旨のご指導をお願い申し上げる。 

また、各クラス・コース担任に、学費未納のため期限をもって除籍対象となる未納者を後日文書 

でお知らせするので、よろしくお願い申し上げる。なお、個人情報に係ることなので、取扱いに 

は十分にご注意願う。 

２）文化学園大学・文化学園大学短期大学部大規模災害被災者救援奨学金について 

平成 30年度文化学園大学・文化学園大学短期大学部大規模災害被災者救援奨学金について 2人が 

採用された。詳細については、教授会後レターケースに配付する。学生の個人情報であるので、 

取扱いには、十分にご注意願う。 

３）教員管理職研修会について 

10 月 9 日（火）教授会終了後の午後 4時 30分～5時 30 分に C101 で行うので、ご出席願う。対 

象の先生方（学部長・大学院研究科長・主任教授・各研究室長・各研究所長・図書館長・博物館 
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副館長）には後日メールにてお知らせする。 

４）文化学園服飾博物館展示について 

別紙配布資料の通り、10 月 5日（金）～11月 30 日（金）までアメリカで最も歴史のあるブラン 

ドであるブルックスブラザーズの創立 200 周年を記念した「ブルックスブラザーズ展－アメリカ 

ンスタイルの 200 年、革新の 2世紀－」をテーマに展示を行う。ぜひご覧願う。 

５）武漢紡織大学との合作プログラムについて 

武漢紡織大学との合作プログラムの 2 期生が 9 月 25 日（火）に来日する。10 月から科目等履修

生として文化学国語専門学校では日本語の学習を中心に行い、「服装史（日本）」の授業を福田博

美教授にご担当いただく。 

６）教員の受賞について 

基礎造形研究室 澤田志功教授が第 103 回二科展彫刻部門に出品し、「彫刻の森美術館奨励賞」を

受賞されたことをご報告する。 

 ７）議題の訂正 

  文化・語学研修委員会 → 文化・語学研修専門委員会 

                                            以上 


