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第 14回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 3月 9日（水）  9：35～10：15 

場 所 ： 文学２号館 23教室 

出席者 ： ６４名 （委任出席 ６名） 

欠席者 ：  ８名 

 

《議題》 

【審議事項】 

 １．平成２８年度 一般入試Ｃ合否判定について 

    〔資料１ 2016（平成 28）年度一般入試Ｃ 大学 生活環境学部判定資料（案）〕 

 ２．平成２７年度 卒業判定について 

〔資料２ 平成 27年度 卒業判定資料 [生活環境学関係] 〕 

 ３．学籍異動について 

〔資料３ 学籍異動願出者一覧表〕 

 

【報告事項】 

１．平成２７年度 第１２回（２月１７日）、第１３回（２月２０日）学部教授会議事録確

認の件 

〔資料４ 第１２回 生活環境学部教授会議事録、第１３回 生活環境学部教授会

議事録〕 

２．平成２７年度 生活環境学部 教職・学科資格取得一覧について 

〔資料５ 平成 27 年度 生活環境学部 教職取得一覧、平成 27 年度 生活環境学

部 学科資格取得一覧〕 

３. 平成２７年度 第９回 大学・短期大学部教育改革推進委員会報告 ３月２日（水） 

〔資料６〕 

４. 平成２７年度 第１１回 部長連絡会報告 ３月７日（月） 

〔資料７〕 

 

第 13回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 2月 20日（土）  10：00～10：10 

場 所 ： 東館 2階 202教室（ＴＶ会議） 

出席者 ： ２７名 （委任出席 ７名） 

欠席者 ：  4名 
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《議題》 

【審議事項】 

 １．平成２８年度 一般入試Ｂ・Ｄ合否判定について 

    〔資料１ 2016（平成 28）年度 一般入試（Ｂ・Ｄ）入学試験 大学 生活環境学

部 判定資料（案）〕 

 

第 12回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 2月 17日（水）  15：05～15：40 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 

出席者 ： ７１名 （委任出席 １０名） 

欠席者 ：  １名 

 

《議題》 

【審議事項】 

 １．学籍異動について 

    〔資料１ 学籍異動願出者一覧表〕 

 

【報告事項】 

１．平成２７年度 第１０回（１月２０日）、第１１回（２月４日）学部教授会議事録確認

の件 

〔資料２ 第１０回 生活環境学部教授会議事録、第１１回 生活環境学部教授会

議事録〕 

２．海外出張許可願いについて 

〔資料３ 海外出張許可願〕 

３. 平成２７年度 第８回 大学・短期大学部教育改革推進委員会報告 ２月１日（月） 

〔資料４〕 

４. 平成２７年度 第１０回 部長連絡会報告 ２月１日（月） 

〔資料５〕 

３．平成２７年度 第１０回 学部長会報告 ２月３日（水） 

〔資料６〕 

４．平成２７年度 第１０回 評議会報告 ２月３日（水） 

〔資料７〕 

 

第 11回 生活環境学部教授会議事次第 
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日 時 ： 2016年 2月 4日（木）  16：30～16：40 

場 所 ： 東館 2階 202教室 

出席者 ： １８名 （委任出席 ５名） 

欠席者 ：  ８名 

 

《議題》 

【審議事項】 

 １．平成２８年度 一般入試Ａ及び附属高校入学試験合否判定について 

    〔資料１ 2016（平成 28）年度 一般入試Ａ及び附属高校入学試験 大学 生活 

環境学部 判定資料（案）〕 

 ２. 平成２８年度 編入学合否判定について 

〔資料２ 平成２８年度 編入学選考（大環）合否判定資料（案） 平成２８年度 

編入学選考（大情）合否判定資料（案）〕 

 

第 10回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2016年 1月 20日（水）  15：05～15：35 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 

出席者 ： ６５名 （委任出席 ５名） 

欠席者 ：  ２名 

 

《議題》 

【審議事項】 

 １．学籍異動について 

    〔資料１ 学籍異動願出者一覧表〕 

 

【報告事項】 

１．平成２７年度 第９回（１２月９日）学部教授会議事録確認の件 

〔資料２ 第９回 生活環境学部教授会議事録〕 

２．平成２７年度 第９回 部長連絡会報告 １月１２日（火） 

〔資料３〕 

３．平成２７年度 第９回 学部長会報告 １月１３日（水） 

〔資料４〕 

４．平成２７年度 第９回 評議会報告 １月１３日（水） 

〔資料５〕 
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第 9回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2015年 12月 9日（水）  15：05～15：45 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 

出席者 ： ６８名 （委任出席 ２名） 

欠席者 ：  ２名 

 

《議題》 

【審議事項】 

  なし 

 

【報告事項】 

１．平成２７年度 第７回（１１月１８日）、第８回（１２月３日）学部教授会議事録確認

の件 

〔資料１ 第７回 生活環境学部教授会議事録、第８回生活環境学部教授会 

議事録 〕 

２．平成２７年度 第７回 大学・短期大学部教育改革推進委員会報告 １１月３０日(月) 

〔資料２〕 

３．平成２７年度 第８回 評議会報告 １２月２日（水） 

〔資料３〕 

４．平成２７年度 第８回 部長連絡会報告 １２月７日（月） 

〔資料４〕 

５．平成２７年度 第８回 学部長会報告 １２月２日（水） 

〔資料５〕 

 

 

第 8回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2015年 12月 3日（木）  16：30～16：40 

場 所 ： 東館 2階 202教室・甲子園会館 230教室（TV会議） 

出席者 ： １６名 （委任出席 ７名） 

欠席者 ：  ８名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 平成２８年度 公募制推薦入試（後期）入試判定について 
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〔資料１ 2016（平成 28）年度推薦入試 大学生活環境学部判定資料（案）〕 

 

 

第 7回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2015年 11月 18日（水）  15：00～15：40 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 

出席者 ： ６３名 （委任出席 ６名） 

欠席者 ：  ３名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 平成２８年度 公募制推薦入試（前期）、指定校推薦入試、スポーツ推薦入試及び社

会人特別選抜入試判定について 

〔資料１ 2016（平成 28）年度推薦入試および社会人選抜 大学生活環境学部判定

資料（案）〕 

 ２．学籍異動について 

    〔資料２ 学籍異動願出者一覧表〕 

  

【報告事項】 

１．平成２７年度 第６回（１０月１４日）学部教授会議事録確認の件 

〔資料３ 第６回 生活環境学部教授会議事録〕 

２．海外出張許可願について 

〔資料４ 海外出張許可願〕 

３．平成２７年度 第６回 大学・短期大学部教育改革推進委員会報告 １０月２６日(月) 

〔資料５〕 

４．平成２７年度 第７回 部長連絡会報告 １１月２日（月） 

〔資料なし〕 

５．平成２７年度 第７回 学部長会報告 １１月４日（水） 

〔資料なし〕 

 

 

第 6回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2015年 10月 14日（水）  15：00～15：30 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 
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出席者 ： ６６名 （委任出席 ４名） 

欠席者 ：  ２名 

《議題》 

【審議事項】 

１． 交換留学生の派遣について 

〔資料１ 交換留学生の派遣候補について〕 

 ２．学籍異動について 

    〔資料２ 学籍異動願出者一覧表〕 

  

【報告事項】 

１．平成２７年度 第５回（９月３０日）学部教授会議事録確認の件 

〔資料３ 第５回 生活環境学部教授会議事録〕 

２．海外出張許可願について 

〔資料４ 海外出張許可願〕 

３．平成２７年度 第６回 部長連絡会報告 １０月５日（月） 

〔資料なし〕 

４．平平成２７年度 第６回 学部長会報告 １０月７日（水） 

〔資料なし〕 

５．成２７年度 第６回 評議会報告 １０月７日（水） 

〔資料５〕 

 

 

第 5回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2015年 9月 30日（水）  15：00～15：53 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 

出席者 ： ６８名 （委任出席 ２名） 

欠席者 ：  ２名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． ９月３０日付 卒業判定について 

〔資料１ 平成２７年度３月卒業延期者における平成２７年９月３０日付卒業判定

資料 平成２７年度９月３０日付 卒業判定資料〕 

 ２．平成２８年度 編入学（大食）合否判定について 

    〔資料２ 平成２８年度 編入学（大食）合否判定資料（案）〕 
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 ３．学籍異動について 

〔資料３ 学籍異動願出者一覧表〕 

 

【報告事項】 

１．平成２７年度 第４回（７月８日）学部教授会議事録確認の件 

〔資料４ 第４回 生活環境学部教授会議事録〕 

２．海外出張許可願について 

〔資料５ 海外出張許可願〕 

３．平成２７年度 第４回 大学・短期大学部教育改革推進委員会報告 ７月２９日（水） 

〔資料６〕 

４．平平成２７年度 第５回 学部長会報告 ９月１６日（水） 

〔資料７〕 

５．成２７年度 第５回 評議会報告 ９月１６日（水） 

〔資料８〕 

６．平成２７年度 第２回 国際化推進委員会報告 ９月１６日（水） 

〔資料９〕 

７．平成２７年度 第５回 部長連絡会報告 ９月２４日（月） 

〔資料１０〕 

８．平成２７年度 第５回 大学・短期大学部教育改革推進委員会報告 ９月２８日（月） 

〔資料１１〕 

 

 

第 4回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2015年 7月 8日（水）  15：00～15：45 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 

出席者 ： ６６名 （委任出席 ３名） 

欠席者 ：  ２名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 科目等履修願について 

〔資料１ 平成２７年度 後期 大学科目等履修生願出一覧〕 

 

【報告事項】 

１．平成２７年度 第３回(６月１７日)学部教授会議事録確認の件 
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〔資料２ 第３回 生活環境学部教授会議事録〕 

２．海外出張許可願について 

〔資料３ 海外出張許可願〕 

３．平成２７年度 第３回 大学・短期大学部教育改革推進委員会報告 ６月２９日（月） 

〔資料４〕 

４．平平成２７年度 第４回 学部長会報告 ７月１日（水） 

〔資料５〕 

５．成２７年度 第４回 評議会報告 ７月１日（水） 

〔資料６〕 

６．平成２７年度 第４回 部長連絡会報告 ７月６日（月） 

〔資料７〕 

 

 

第 3回 生活環境学部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2015年 6月 17日（水）  15：00～15：45 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 

出席者 ： ６６名 （委任出席 ３名） 

欠席者 ：  ２名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 学籍異動について 

〔資料１ 学籍異動願出者一覧表 〕 

 

【報告事項】 

１．平成２７年度 第２回(５月２０日)学部教授会議事録確認の件 

〔資料２ 第２回 生活環境学部教授会議事録〕 

２．海外出張許可願について 

〔資料３ 海外出張許可願〕 

３．平成２７年度 第２回 大学・短期大学部教育改革推進委員会報告 ６月１日（月） 

〔資料４〕 

４．平成２７年度 第３回 部長連絡会報告 ６月１日（月） 

〔資料５〕 

５．平成２７年度 第３回 学部長会報告 ６月３日（水） 

〔資料６〕 
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６．平成２７年度 第３回 評議会報告 ６月３日（水） 

〔資料７〕 

【その他】 

〔資料８〕 

 

 

第 2回 生活環境学部教授会議事次第 

日 時 ： 2015年 5月 20日（水）  15：20～16：00 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 

出席者 ： ６２名 （委任出席 ７名） 

欠席者 ：  ２名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 学籍異動について 

   〔資料１ 学籍異動願出者一覧表 〕 

２． 平成２８年度 編入学選考合否判定について 

    〔資料２ 平成２８年度 編入学選考合否判定資料（案）〕 

 

【報告事項】 

１．平成２７年度 第１回(４月１５日)学部教授会議事録確認の件 

   〔資料３ 第１回 生活環境学部教授会議事録〕 

２．海外出張許可願について 

   〔資料４ 海外出張許可願〕 

３．平成２７年度 第１回 大学・短期大学部教育改革推進委員会報告 ４月２７日（月） 

   〔資料５〕 

４．平成２７年度 第２回 部長連絡会報告 ５月１１日（月） 

 〔資料６〕 

５．平成２７年度 第２回 学部長会報告 ５月１３日（水） 

   〔資料なし〕 

６．平成２７年度 第２回 評議会報告 ５月１３日（水） 

  〔資料７〕 

   

 

第１回 生活環境学部教授会議事次第 
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日 時 ： 2015年 4月 15日（水）  15：00～16：10 

場 所 ： 生活環境 2号館 27教室 

出席者 ： ６４名 （委任出席 ４名） 

欠席者 ： ３名 

 

《議題》 

【審議事項】 

１． 学籍異動について 

   〔資料１ 学籍異動願出者一覧表 〕 

２． 科目等履修願について 

    〔資料２ 平成２７年度 前期 大学科目等履修生願出一覧〕 

 

【報告事項】 

１．平成２６年度 第１５回(３月１０日)学部教授会議事録確認の件 

   〔資料３ 第１５回 生活環境学部教授会議事録〕 

２．平成２６年度 第１１回 評議会報告 ３月１９日（木） 

   〔資料４〕 

３．平成２７年度 第１回 学部長会報告 ４月１日（水） 

    

４．平成２７年度 第１回 評議会報告 ４月２日（木） 

 〔資料５〕 

５．平成２７年度 第１回 部長連絡会報告 ４月６日（月） 

   〔資料６〕 

 


