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2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：2019年 2月 5日（火） 午後 4時 30分～午後 5時 30分 

場 所：C101教室 

現 員：166人 

出席者：155人 

議 長：永富服装学部長 

 

＊先月の教授会議事録について原案通り承認。 

 

濱田学長 

〇学年末でさまざまなスケジュールがあるが、大切な時期であるのでよろしくお願い申し上げる。 

〇学園の 2018年度補正予算、2019年度事業計画・予算のための評議員会、理事会を 2月 25日（月） 

に開催する。 

〇教員異動について［正教授会（第 8条教授会）報告］ 

 2019 年度昇任昇格教員、新採用専任教員、新採用研究員、2018 年度退職教員については別紙配付資

料の通り。新採用の先生方は 4月 1日（月）の合同教授会で改めてご紹介する。 

 非常勤講師については今後若干の変更が予想されるので、改めてお知らせする。 

〇現代文化学部の名称変更について 

  2020年度入学生から「現代文化学部」⇒「国際文化学部」へ名称変更する。 

 ＜理由＞ 

現代文化学部は 2004 年度に文学部から名称変更し、「グローバル」と「コミュニケーション」をキ

ーワードにした 3 学科（国際文化・観光学科、国際ファッション文化学科、応用健康心理学科）か

ら成る学部として展開してきた。2018 年度入学生をもって応用健康心理学科の学生募集を停止し、

同学科学生が卒業するのを待って同学科は廃止することとしている（届出済）。 

今後は国際文化・観光学科と国際ファッション文化学科の 2 学科から成る学部として、さらに国際

的視野に立ち、地域や国際社会に貢献できる人材育成をめざした学科の教育・研究内容をあらわし、

教育内容にふさわしい学部名とするためのものである。 

 ＜今後の推移＞ 

現代文化学部の同意は得ており、すでに文部科学省へ事前相談の書類を提出済。事前相談の結果が

本学に伝達されるのは 3月 15日（金）～22日（金）の間である。学園運営会議・理事会にも諮り、

この期間内に、名称変更が届出で可能であるとの知らせがあれば、4月初旬に速やかに文部科学省へ

届出を行う。届出後、入学案内書等の媒体には「国際文化学部」で記載して広報に努め、学生募集

を行うこととなる。ご了承願う。 

〇「2021年度 大学入学者選抜改革」に係わる本学の入試体制について 

  ※2021年 4月入学者が対象（現：高校 1年生） 

2021年度入試より実施となる「大学入学者選抜改革」に対応した入学試験については 2017年 7月

に新しいテストの実施方針が発表された。それによると、大学入学者選抜については、「多様な背景

を持つ受験者一人一人の能力や経験を多面的・総合的に評価するものに改革すること」「今後、各大
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学の入学者選抜方法を、『学力の 3要素』を多面的・総合的に評価するものへと転換することが必要」

としている。「学力の 3要素」とは、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多

様な人々と協働して学ぶ態度（主体性・多様性・協働性）」を指す。 

従来の入試は、3要素のうち「知識・技能」が重視されてきた側面があり、多面的・総合的な評価に

なっていないことが指摘されている。「思考力・判断力・表現力」をより重視した「大学入学共通テ

スト」（以降、「共通テスト」）が導入されるのもそのためである。本学ではそれを受け、入学者選抜

委員会を中心に検討を重ね、入学試験の内容を決定した。 

本学の入学試験は従来から AO入試や推薦入試に比重をおき、その選抜方法についてはプレゼンテ

ーションや面接、小論文等を課すとともに、高校の調査書を活用するなど、今回の入試改革が示す

内容を既に取り入れている状況ではあるが、一般入試等の選抜も含め、より「学力の 3要素」を評

価できるよう検討した。 

詳細については、2月 15日（金）以降に教職員へ配信するので、ご確認願う（2月 14日（木）の学

園運営会議での報告終了後に配信）。受験生に向けては、2月 16（土）日以降に大学ホームページ上

で発表していく。 

 

審議事項（永富服装学部長） 

１．委員会 

〇教務委員会 

各研究室で確認いただいた次の規程について本日の教授会でご承認願う。 

「文化学園大学・文化学園大学短期大学部奨学金規程（改定案）」 

「文化学園大学・文化学園大学短期大学部私費外国人留学生授業料減免に関する規程（改定案）」 

「研究委員会規程（改定案）」                          －承認－ 

〇図書館委員会 

各研究室で確認いただいた図書館カレンダーについて本日の教授会でご承認願う。 

「平成 31(2019)年度図書館カレンダー（案）」－承認－ 

 

２．学生異動について 

 ○別紙配付資料の通り承認。 

 

３．学生懲戒について 

○別紙配付資料の通り承認。 

 

報告事項 

１．教員異動について［正教授会（第 8条教授会）報告］ 

  学長より報告済。 

 

２．委員会報告 

教務委員会（北浦委員長） 

 報告事項なし。 
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学生支援委員会（齋藤（満）委員長） 

 ○2018年度「文化学園大学・文化学園大学短期大学部紫友会奨学金」の審査を行い、希望者 3人に

給付することとした。 

○2018年度リーダーズトレーニングを 2月 15日（金）午前 9時 30分～午後 4時 30分、A館 15

階で開催する。見学は自由なので、ご都合のつく先生方はぜひご見学願う。 

入試対策委員会（高橋（正）委員長） 

 ○2月 9日（土）の進学相談会は午後 1時～午後 5時、A館 4階会議室で行う。造形学部卒業研究

展、短期大学部卒業展示と同時開催。個別相談でご協力いただく教職員にはよろしくお願い申し

上げる。3月 23日（土）は事務局中心の進学相談会を行う。 

 ○2019年度のオープンキャンパスとサマーオープンカレッジの日程は後日配信する。 

就職委員会（丸茂委員長） 

  〇学部 3 年生・短大部 1 年生を対象に、春季就職講座と学内合同企業セミナーを実施する。関係の

先生方には詳細を別途配信済。学生へも配布・配信をしているが、先生方からもご連絡願う。 

研究委員会（安永副委員長） 

 ○6 月 7 日（金）～9 日（日）教員研究作品展を開催する。予備登録については 1 月 31 日配信済。

ぜひ多くの先生方の研究発表の場としてご活用願う。 

○本日、紀要第 50集の再校を戻した。投稿してくださった先生方、査読にご協力くださった先生方

にお礼申し上げる。 

○次の学外共同研究の申請があり、承認した。 

研究代表者：佐藤真理子教授 

研究題目：女性用ニットパンプスの機能性評価 

研究期間：2019年 2月 1日～2020年 3月 31日 

共同研究者：はるやま商事株式会社 

公開講座実行委員会（安高委員長） 

○特別公開講座を次の通り開催する。ぜひご参加願う。 

  日 時：2月 27日（水）午後 4時 30分～午後 6時 

  場 所：A201教室 

  テーマ：万葉びとの染織文化 【万葉集】にみる古代人の知恵と、日々の哀歓 

  講 師：堀尾眞紀子教授 

  ポスターを作成くださったグラフィック・プロダクト研究室の山田先生にお礼申し上げる。 

日本語教員養成課程専門委員会（斎藤（眞）委員長） 

 ○本課程を修了し今年度卒業予定の本学学生が、4月から日本語教員として文化外国語専門学校に採

用されることとなったことをご報告申し上げる。 

 ○昨年 12 月の学部長会において、2020 年度入学生からの課程の廃止が検討された。それを受けて

委員会でも検討し、学部長会での決定通りとすることとした。 

 文化・衣環境学研究所（米山研究所長） 

  ○12月 14日に配信し「学内共同研究プロジェクト助成金」（学内の教員 2人以上で行う研究が対象）

公募について改めてお知らせする。今月末が申請締め切りである。ぜひ本助成金を先生方の研究

にお役立て願う。 
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和装文化研究所（近藤研究所長） 

  ○2月 8日（金）「勝手にキモノの日」を開催する。先生方にもぜひ和服でご出勤願う。午後 3時か

ら C071でトークセッションも開催する。ご参加願う。 

大学院研究科委員会（米山生活環境学研究科長） 

 ○今年度は修士論文・作品が 33 件提出され、現在審査を行っている。発表会は 2 月 25 日（月）、

26日（火）に C071で開催する。ぜひ多数の先生方にご参加願う。 

 

３．2019年度入試関係について（清木事務局長） 

 〇2月～3月上旬までに、次の 5種類の入学試験を実施する。試験監督及び面接をお願いする先生方に

は別途ご依頼申し上げる。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。 

・一般入試（B日程） 出願期間：2月 4日（月）～2月 8日（金） 

試験日 ：2月 19日（火） 

・センター試験利用入試（Ⅱ期）出願期間：2月 4日（月）～2月 19日（火） 

・外国人留学生入試（2期）  出願期間：出願は終了 

試験日 ：2月 21日（木） 

・大学院入試（2期）・（博士後期課程） 出願期間：出願は終了 

博士後期課程 論述試験：2月 14日（木） 

試験日 ：2月 15日（金） 

・3月期入試      出願期間：2月 12日（火）～2月 26日（火） 

試験日 ：3月 5日（火） 

○2月 15日以降に、一般入試（A日程）とセンター試験利用入試（Ⅰ期）の入試結果状況を配信する

ので、ご確認願う。 

 

４．学生異動について（報告）（ 同 ） 

○別紙配付資料の通り願い出が提出されたのでご報告する。 

 

５．「（仮称）文化学園 100周年記念校舎」について（ 同 ） 

  －事務局長より、理事会、学園運営会議の状況や、懸念される事柄等について説明。その後、1月 

31日に開催された学園の各セクション代表による意見交換会について、大学の代表として出席し 

た事務局長と渡邉秀俊教授から報告－ 

  大学としては、記念校舎建設については、まずは学生の学修環境の改善・向上が必要であることか

ら、各学部学科で現状の教育環境を点検・評価をして、ご意見をいただきたいと考えている。状況

については今後も引き続きご報告する。 

 

６．その他 

１）3月教授会等の日程について（清木事務局長） 

定例文化学園大学・文化学園大学短期大学部合同教授会：3月 4日（月）午前 10時 30分～ C101 

卒業判定会議：3月 4日（月）午後 1時 30分～ C101 
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 ２）消防訓練について（ 同 ） 

来年度の消防訓練は 4月 19日（金）に実施する。詳細は決まり次第連絡する。 

 ３）GPAポイントの低い学生に対する措置について（ 同 ） 

   GPA ポイントについては、本学では従来、優秀な学生に対して表彰状と学修奨励金を授与してい

たが、来年度より GPAポイントが低い学生に対しては次の措置をとることとした。 

   「前年度の GPAポイントが 2.0以下の学生には、年度初めにクラス・コース担任が面談を行う」 

   担任・副担任の先生方は、年度のはじめに担当クラス学生と面談をされることが多いと思うが、

来年度からは、2.0 以下の学生に対して、日頃の学習状況や生活態度についてご指導願う（2.0 以

上であっても問題がある学生に対しては、先生方のご判断でご指導願う）。学生へは、履修要項に

ある「GPA制度について」のページに、上記の内容を記載することによって周知させる。 

４）試験における不正行為について（ 同 ） 

   今期の教場試験において不正行為が発生した。 

   明日から定期試験が始まるが、先生方におかれては、不正行為の防止のためご協力願う。 

     試験に必要なもの（筆記用具）以外は、カバンにしまわせる。 

     スマートフォンでウィキペディアを見ながら解答した例がある。必ずしまわせる。 

   先生方におかれては、学生に不正行為をさせない環境をおつくり願う。 

   万一、不正行為を見つけた場合は、試験問題、不正行為の証拠（カンニングペーパー等）を持ち、

速やかに教室から退出させ、教務課にお連れ願う。その際は試験監督のうちお一人の先生が帯同

願う。 

５）出勤簿の捺印について（ 同 ） 

  1月出勤簿に捺印をお忘れになっている先生は早急にご確認願う。 

 ６）造形学部卒業研究展について（堀尾造形学部長） 

  2月 7日（木）～10日（日）に A・B・C館 20階で造形学部卒業研究展を開催する。また、2月

7 日（木）午後 1 時 30分～午後 2 時 30分には学長賞プレゼンテーションを行うので、ぜひご覧

願う。 

 

                                           以上 

 

 

 

 

 

 

 

 


