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第 11回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 3月 14日（水） 15：00～16：30 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２９年度第 10回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２９年度第 10回共通教育部教授会 議事録〕 

  

 ２．平成２９年度第 14・15回共通教育委員会審議概要について 

   〔資料２ 平成２９年度第 14回共通教育委員会 議事録〕 

   〔資料３ 平成２９年度第 15回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．平成３０年度編入学生及び平成３０年度前期所属変更学生の共通教育科目の単位認定

について 

〔資料４－１ 平成 30年度編入学既修得科目成績処理連絡票〕 

〔資料４－２ 平成 30年度編入学既修得科目成績処理連絡票（共通教育科目）〕 

 

 【大学事項】 

 １．平成３０年度前期科目等履修生願出について 

〔資料５ 平成 30年度前期大学科目等履修生願出一覧〕 

 

【報告事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．平成３０年度共通教育部教授会開催日程について 

〔資料６ 平成 30年度共通教育部教授会予定表〕 

 

【その他】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．各委員会報告 

   〔資料７－１ 平成 29年度特別教育科目（全学プログラム）履修許可状況一覧〕 

   〔資料７－２ 受験資格の廃止について（検討課題）〕 
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第 10回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 2月 14日（水） 15：00～16：15 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２９年度第９回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２９年度第９回共通教育部教授会 議事録〕 

  

 ２．平成２９年度第 13回共通教育委員会審議概要について 

   〔資料２ 平成２９年度第 13回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．平成３０年度新規開設提案科目一覧について 

〔資料３ 平成 30年度新規開設提案科目一覧〕 

  

 【大学事項】 

 １．交換留学生の共通教育科目の単位認定について 

〔資料４ 共通教育科目単位認定願〈交換留学〉〕 

 

【報告事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．第２回共通教育懇談会について 

 

 ２．特別学期に集中講として開講する共通教育科目の履修状況 

   〔資料５ 特別学期に集中講として開講する共通教育科目の履修状況〕 

 

【その他】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．各種会議等報告 

   〔資料６－１ 平成 30年度特別学期期間外に実施する特別教育科目開講調査（ご依頼）〕 

   〔資料６－２ 平成 30年度前期定期試験成績入力（採点票の提出）締切日(薬学部除く)〕 

   〔資料６－３ 平成 30年度後期・特別学期定期試験成績入力（採点票の提出）締切日(薬

学部除く)〕 
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   〔資料６－４ 平成 30年度定期試験成績入力締切日及び成績発表日について〕 

   〔資料６－５ 平成 30年度４月初め行事予定（変更後）〕 

   〔資料６－６ 平成 30年度非常勤講師懇談会学科別講師懇談会について〕 

   〔資料６－７ ＭＭ館全学共用コンピュータ実習室の環境について（平成 30年度予定）〕 

 

 

第９回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2018年 1月 17日（水） 15：00～15：55 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２９年度第８回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２９年度第８回共通教育部教授会 議事録〕 

  

 ２．平成２９年度第 12回共通教育委員会審議概要について 

   〔資料２ 平成２９年度第 12回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．平成３０年度新規開設提案科目一覧について 

〔資料３ 平成 30年度新規開設提案科目一覧〕 

 

 ２．平成３１年度新規開設提案科目一覧について 

〔資料４ 平成 31年度新規開設提案科目一覧〕 

 

【報告事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．共通教育部教授会開催日（３月）について 

 

 ２．「共通教育改革について」評議会報告 

   〔資料５ 共通教育科目の構成〕 

 

【その他】 

 １．８０周年記念シンポジウムについて 
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   〔資料６ 学院創立 80 周年記念事業・シンポジウム・教育研究成果発表部会第１回依

頼事項〕 

 

 ２．初年次ゼミ（学び発見ゼミ）の記録について 

   〔資料７ 「初年次ゼミ（学び発見ゼミ）」の記録〕 

   〔資料８ 2017年度初年次ゼミ「新聞コラムで世界を知る」の 15回 CS〕 

 

 

第８回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 12月 13日（水） 15：00～15：55 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２９年度第７回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２９年度第７回共通教育部教授会 議事録〕 

  

 ２．平成２９年度第 10・11回共通教育委員会審議概要について 

   〔資料２ 平成２９年度第 10回共通教育委員会 議事録〕 

   〔資料３ 平成２９年度第 11回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．平成３０年度新規開設提案科目一覧について 

〔資料４ 平成 30年度新規開設提案科目一覧〕 

 

【報告事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．各種委員会報告 

   〔資料５ 共通教育の改革の要点について〕 

   〔資料６ 学生の意見〕 

 

【その他】 

 １．共通教育ニュースについて 

 ２．初年次ゼミの状況について 
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第７回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 11月８日（水） 15：00～15：50 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： １名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２９年度第６回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２９年度第６回共通教育部教授会 議事録〕 

  

 ２．平成２９年度第８・９回共通教育委員会審議概要について 

   〔資料２ 平成２９年度第８回共通教育委員会 議事録〕 

   〔資料３ 平成２９年度第９回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．平成３０年度新規開設提案科目一覧について 

〔資料４ 平成 30年度新規開設提案科目一覧〕 

 

【報告事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．海外研修ツアーについて 

   〔資料５ 海外研修ツアー概要〕 

 

 ２．各種委員会報告 

   〔資料６ 教育・職務・研究業績自己点検制度について〕 

   〔資料７ 各学科のカリキュラムのスリム化について〕 

 

【その他】 

 １．企業との連携による講義について 

   〔資料８ 「企業と大学との連携による講義」のご提案〕 

   〔資料９ 実践型 IT 人材育成プログラムご紹介〕 
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第６回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 10月 11日（水） 15：00～15：14 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２９年度第５回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２９年度第５回共通教育部教授会 議事録〕 

  

 ２．平成２９年度第７回共通教育委員会審議概要について 

   〔資料２ 平成２９年度第７回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．平成３０年度新規開設提案科目一覧について 

   〔資料３ 平成 30年度新規開設提案科目一覧〕 

 

 

第５回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 9月 27日（水） 15：04～16：00 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２９年度第４回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２９年度第４回共通教育部教授会 議事録〕 

  

 ２．平成２９年度第６回共通教育委員会審議概要について 

   〔資料２ 平成２９年度第６回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学事項】 
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 １．平成２９年度後期所属変更者の共通教育科目の単位認定について 

   〔資料３ 平成 29年度後期所属変更既修得科目成績処理連絡票〕 

 

 ２．次年度初年次ゼミについて 

   〔資料４ 平成 29年度初年次ゼミ シラバス〕 

   〔資料５ 平成 29年度後期共通教育科目 開講及び履修許可状況〕 

 

【報告事項】 

 【大学・短大共通事項】 

１．共通教育科目後期履修状況について 

  〔資料５ 平成 29年度後期共通教育科目 開講及び履修許可状況〕 

 

２．平成３０年度新規開設提案科目一覧 

  〔資料６ 平成 30年度新規開設提案科目一覧〕 

 

【その他】 

１．各種委員会報告 

  〔資料７－１ 共通教育科目担当科目表〕 

  〔資料７－２ 特別学期における高大連携事業(高 3生対象)の計画書提出について（依頼）〕 

  〔資料７－３ 2018年度西宮市共通単位講座時間割作成のための開講科目等調査表 

・時間割調整表等の提出について（依頼）〕 

  〔資料７－４ 2018年度市民対象講座「インターカレッジ西宮」大学担当月割表（案）〕 

  〔資料８ 平成 29年度前期授業アンケート回答率〕 

 

 

第４回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 7月 12日（水） 15：00～16：55 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ８名 

欠席者 ： １名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２９年度第３回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２９年度第３回共通教育部教授会 議事録〕 

  

 ２．平成２９年度第４・５回共通教育委員会審議概要について 
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   〔資料２ 平成２９年度第４回共通教育委員会 議事録〕 

   〔資料３ 平成２９年度第５回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学共通事項】 

 １．科目等履修生について 

   〔資料４ 平成 29年度後期大学科目等履修生願出一覧〕 

 

 ２．再入学者の単位認定について 

   〔資料５ 単位認定書〈再入学時〉〕 

 

【報告事項】 

 【大学・短大共通事項】 

１．平成 29年度第１回共通教育懇話会報告 

  〔資料６ LGBTI の理解〕 

 

２．共通教育の改革について 

 

３．受験資格制度について 

  〔資料７ 共通教育科目の受験資格制度廃止の提案に対する教務部の見解〕 

 

【その他】 

１．新任教員研修プログラム（５月 24日実施） 

  〔資料８ 平成 29年度新任教員研修プログラム第６回「授業デザイン」〕 

 

２．教務委員会報告 

  〔資料９－１ 共通教育科目言語・情報科目群（情報リテラシー科目）〕 

  〔資料９－２ 平成 30年度情報リテラシー関連科目時間割について〕 

 

 

第３回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 6月 14日（水） 15：00～16：15 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 
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【審議概要報告】 

１．前回（平成２９年度第２回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２９年度第２回共通教育部教授会 議事録〕 

  

 ２．平成２９年度第２・３回共通教育委員会審議概要について 

   〔資料２ 平成２９年度第２回共通教育委員会 議事録〕 

   〔資料３ 平成２９年度第３回共通教育委員会 議事録〕 

 

【審議事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．共通教育科目の新たな展開について 

 

【報告事項】 

 【大学・短大共通事項】 

１．教務委員会報告 

 

２．各種会議・委員会報告 

 

【その他】 

１．初年次ゼミ状況報告 

 

２．共通教育改革の取り組み推進に向けて 

 

 

第２回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 5月 17日  15：00～16：15 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２９年度第１回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２９年度第１回共通教育部教授会 議事録〕 

  

 ２．平成２９年度第１回共通教育委員会審議概要について 

   〔資料２ 平成２９年度第１回共通教育委員会 議事録〕 
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【審議事項】 

 【大学・短大共通事項】 

 １．１年次入学前既修得単位の認定について 

   〔資料３ １年次入学前既修得単位認定書〕 

 

 ２．平成２９年度 共通教育科目 担当者アンケートについて 

   〔資料４ 共通教育科目担当者アンケート用紙〕 

 

【報告事項】 

 【大学・短大共通事項】 

１．評議会報告について 

〔資料５－１ 英語力の更なる強化に向けて〕 

〔資料５－２ 学科別 CASEC 結果一覧〕 

〔資料５－３ 英語教育改革推進プラン 年次計画〕 

〔資料６ 平成２９年度前期 外国語教育推進室提供科目 学科別履修状況一覧〕 

 

２．特別教育科目について 

 

 

第１回 共通教育部教授会議事次第 

 

日 時 ： 2017年 4月 26日  15：00～16：12 

場 所 ： 東館地下１階学生部横会議室 

出席者 ： ９名 

欠席者 ： ０名 

 

《議題》 

【審議概要報告】 

１．前回（平成２８年度第１１回）共通教育部教授会審議概要について 

〔資料１ 平成２８年度第１１回共通教育部教授会 議事録〕 

 

【報告事項】 

１．平成２９年度前期共通教育科目履修許可状況について 

〔資料２－１ 開講及び履修許可状況（群）〕 

〔資料２－２ 科目群別開講及び履修許可状況（詳細）〕 

〔資料２－３ 共通教育科目学年別許可状況〕 

〔資料２－４ 共通教育科目登録許可人数（学科学年別）〕 
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〔資料２－５ 共通教育科目履修許可状況（のべ申込数の多いもの順）〕 

 

２．各種委員会（学部長会・評議会・教育改革推進委員会）報告について 

〔資料３ 平成２８年度私立大学等改革支援事業の選定結果について〕 

〔資料４ 将来構想（案）中間報告〕 

〔資料５ 障がいのある学生支援委員会の概要〕 

〔資料６－１ 平成２８年度教育改革推進委員会重点検討課題（振り返り）〕 

〔資料６－２ 平成２９年度教育改革推進委員会重点検討課題〕 

〔資料７ 英語力の更なる強化に向けて〕 

〔資料８ 平成２９年度教育改善・改革プランについて（依頼）〕 


