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法学研究科・法学部教授会議事要録 

 

Ⅰ 開設日時 令和２年 10 月 14 日（水）14:00～15 日（木）10:00（manaba 会議） 

 

Ⅱ 出席者 50 名 

 

Ⅲ 前回議事要録について                             （資料１） 

原案のとおり承認された。 

 

Ⅳ 報告事項 

１ 全学事項 

（１）国立大学法人一橋大学年俸制教育職員給与規則等の一部改正について      （資料２） 

研究科長から、国立大学法人一橋大学年俸制教育職員給与規則等の一部改正について、資料に

基づき報告があった。 

 

（２）国立大学法人一橋大学職員期末・勤勉手当支給細則の一部改正について     （資料３） 

研究科長から、国立大学法人一橋大学職員期末・勤勉手当支給細則の一部改正について、資料

に基づき報告があった。 

 

（３）次期理事及び副学長について                        （資料４） 

研究科長から、次期理事及び副学長について、資料に基づき報告があった。 

 

（４）令和２年度秋冬学期及び令和３年度学年暦案について             （資料５） 

研究科長から、令和２年度秋冬学期及び令和３年度学年暦案について、資料に基づき報告があ

った。 

 

（５）令和３（2021）年度入学者選抜について                   （資料６） 

研究科長から、令和３（2021）年度入学者選抜について、資料に基づき報告があった。 

 

（６）復旦大学との大学間交流協定（学生）の締結について（新規）         （資料７） 

研究科長から、復旦大学との大学間交流協定（学生）の締結について（新規）、資料に基づき報

告があった。 

 

（７）ESADE Business School 及び Law School との大学間交流協定（学術）の締結について（新規） 

（資料８） 

研究科長から、ESADE Business School 及び Law School との大学間交流協定（学術）の締結に

ついて（新規）、資料に基づき報告があった。 

 

（８）2019 年度学部卒業生・大学院修士課程修了生の進路状況について        （資料９） 

研究科長から、2019 年度学部卒業生・大学院修士課程修了生の進路状況について、資料に基づ

き報告があった。 

 

（９）一橋大学ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター設置に伴う学内規則等の制定及

び一部改正について                             （資料 10） 

研究科長から、一橋大学ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター設置に伴う学内

規則等の制定及び一部改正について、資料に基づき報告があった。 
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（10）令和３年度大学入学共通テストの特例追試験の英語の配点換算について     （資料 11） 

研究科長から、令和３年度大学入学共通テストの特例追試験の英語の配点換算について、資料

に基づき報告があった。 

 

（11）令和３年度大学入学共通テスト実施に伴う監督者・補助者の依頼範囲について  （資料 12） 

研究科長から、令和３年度大学入学共通テスト実施に伴う監督者・補助者の依頼範囲について、

資料に基づき報告があった。 

 

（12）令和３年度本学一般選抜実施に伴う監督者・補助者の依頼範囲について     （資料 13） 

研究科長から、令和３年度本学一般選抜実施に伴う監督者・補助者の依頼範囲について、資料

に基づき報告があった。 

 

（13）IE 大学との大学間交流協定（学術・学生）の締結について（新規）       （資料 14） 

研究科長から、IE 大学との大学間交流協定（学術・学生）の締結について（新規）、資料に基

づき報告があった。 

 

（14）ソーシャル・データサイエンス学部・研究科（仮称）の設置に向けた基本方針について 

（資料 15） 

研究科長から、ソーシャル・データサイエンス学部・研究科（仮称）の設置に向けた基本方針

について、資料に基づき報告があった。 

 

（15）令和２年度（令和２年秋）卒業者数及び修了者数について           （資料 16） 

研究科長から、令和２年度（令和２年秋）卒業者数及び修了者数について、資料に基づき報告

があった。 

 

（16）令和２年度秋冬学期学年暦（行事予定）の変更について            （資料 17） 

研究科長から、令和２年度秋冬学期学年暦（行事予定）の変更について、資料に基づき報告が

あった。 

 

（17）清華大学との大学間交流協定（学術・学生）の締結について（更新）      （資料 18） 

研究科長から、清華大学との大学間交流協定（学術・学生）の締結について（更新）、資料に基

づき報告があった。 

 

（18）ロンドン大学東洋・アフリカ研究院との大学間交流協定（学術・学生）の締結について（更新） 

（資料 19） 

研究科長から、ロンドン大学東洋・アフリカ研究院との大学間交流協定（学術・学生）の締結

について（更新）、資料に基づき報告があった。 

 

（19）中国人民大学との大学間交流協定（学生）の締結について（更新）        （資料 20） 

研究科長から、中国人民大学との大学間交流協定（学生）の締結について（更新）、資料に基づ

き報告があった。 

 

（20）ミシガン大学教養学部との大学間交流協定（学生）の締結について（更新）   （資料 21） 

研究科長から、ミシガン大学教養学部との大学間交流協定（学生）の締結について（更新）、資

料に基づき報告があった。 
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（21）メキシコ大学院大学との大学間交流協定（学生）の締結について（更新）    （資料 22） 

研究科長から、メキシコ大学院大学との大学間交流協定（学生）の締結について（更新）、資料

に基づき報告があった。 

 

（22）ストックホルム経済大学との大学間交流協定（学生）の締結について（更新）  （資料 23） 

研究科長から、ストックホルム経済大学との大学間交流協定（学生）の締結について（更新）、

資料に基づき報告があった。 

 

（23）給与明細等の電子化について                        （資料 24） 

研究科長から、給与明細等の電子化について、資料に基づき報告があった。 

 

（24）年末調整業務の電子化について                       （資料 25） 

研究科長から、年末調整業務の電子化について、資料に基づき報告があった。 

 

（25）諸手当・諸届申請の電子化について                      （資料 26） 

研究科長から、諸手当・諸届申請の電子化について、資料に基づき報告があった。 

 

（26）新年俸制給与への切替申請について                     （資料 27） 

研究科長から、新年俸制給与への切替申請について、資料に基づき報告があった。 

 

（27）令和２年度教職員を対象とした情報セキュリティ研修の実施について      （資料 28） 

研究科長から、令和２年度教職員を対象とした情報セキュリティ研修の実施について、資料に

基づき報告があった。 

 

２ 他部所事項 

（１）商学部と ESADE Business School との部局間交流協定（学生）の締結について（新規） 

（資料 29） 

研究科長から、商学部と ESADE Business School との部局間交流協定（学生）の締結について

（新規）、資料に基づき報告があった。 

 

（２）言語社会研究科と東呉大学外国語学部との部局間交流協定（学生）の締結について（更新） 

（資料 30） 

研究科長から、言語社会研究科と東呉大学外国語学部との部局間交流協定（学生）の締結につ

いて（更新）、資料に基づき報告があった。 

 

（３）2021 年度大学院学生募集要項等について                  （資料 31） 

研究科長から、2021 年度大学院学生募集要項等について、資料に基づき報告があった。 

 

（４）2020 年度一橋大学大学院博士課程等入学試験の実施結果について       （資料 32） 

研究科長から、2020 年度一橋大学大学院博士課程等入学試験の実施結果について、資料に基づ

き報告があった。 

 

（５）2021 年度一橋大学大学院修士課程入学試験の実施結果について        （資料 33） 

研究科長から、2021 年度一橋大学大学院修士課程入学試験の実施結果について、資料に基づき

報告があった。 
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３ 法学研究科事項 

（１）2020 年度法学研究科法学・国際関係専攻博士後期課程司法試験合格者特別選抜（秋季入試）の

中止について                                （資料 34） 

研究科長から、2020 年度法学研究科法学・国際関係専攻博士後期課程司法試験合格者特別選抜

（秋季入試）の中止について、資料に基づき報告があった。 

 

（２）2021 年度大学院学生募集要項等の修正について               （資料 35） 

研究科長から、2021 年度大学院学生募集要項等の修正について、資料に基づき報告があった。 

 

（３）令和３年度概算要求について（取組名「５Ｇ時代のグローバル・ヴァーチャル・イマージョン

教育法開発」）                               （資料 36） 

研究科長から、令和３年度概算要求について（取組名「５Ｇ時代のグローバル・ヴァーチャル・

イマージョン教育法開発」）、資料に基づき報告があった。 

 

（４）法学・国際関係副専攻プログラムの修了者について              （資料 37） 

学士課程教育専門委員から、法学・国際関係副専攻プログラムの修了者について、資料に基づ

き報告があった。 

 

（５）ビジネスロー専攻の交流学生について                    （資料 38） 

ビジネスロー専攻長から、ビジネスロー専攻の交流学生について、資料に基づき報告があった。 

 

（６）ビジネスロー専攻夏学期退学者および秋冬学期休学者について         （資料 39） 

ビジネスロー専攻長から、ビジネスロー専攻夏学期退学者および秋冬学期休学者について、資

料に基づき報告があった。 

 

（７）2020 年度ビジネスロー専攻レアプランの変更について             （資料 40） 

ビジネスロー専攻長から、2020 年度ビジネスロー専攻レアプランの変更について、資料に基づ

き報告があった。 

 

（８）寄附金の受入について                           （資料 41） 

研究科長から、寄附金の受入について、資料に基づき報告があった。 

 

（９）令和３年度法学研究科選書について 

研究科長から、令和３年度法学研究科選書について報告があった。 

 

（10）第 54 回国公立大学法学部連絡会議について                 （資料 42） 

研究科長から、９月４日（金）に開催された第 54 回国公立大学法学部連絡会議について、資料

に基づき報告があった。 

 

（11）各種委員会報告 

特になし。 

 

Ⅴ 審議事項 

（１）教員の海外研修等について 

研究科長から、教員の海外研修等について説明があり、承認された。 
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（２）令和２年度法学部・法学研究科非常勤講師について             （資料 43） 

研究科長から、令和２年度法学部・法学研究科非常勤講師について、資料に基づき説明があり、

承認された。 

 

（３）派遣留学生に係る単位互換認定について                  （資料 44） 

研究科長から、派遣留学生に係る単位互換認定について、資料に基づき説明があり、承認され

た。 

 

（４）2020 年度春夏学期法学部科目の成績訂正について              （資料 45） 

学士課程教育専門委員から、2020 年度春夏学期法学部科目の成績訂正について、資料に基づき

説明があり、承認された。 

 

（５）2020 年度レアプラン（学部・大学院）について               （資料 46） 

学士課程教育専門委員及び大学院教育専門委員から、2020 年度レアプラン（学部・大学院）に

ついて、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（６）2021 年度レアプラン（学部・大学院）について               （資料 47） 

学士課程教育専門委員及び大学院教育専門委員から、2021 年度レアプラン（学部・大学院）に

ついて、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（７）法学研究科学生の指導教員変更について                  （資料 48） 

大学院教育専門委員から、法学研究科学生の指導教員変更について、資料に基づき説明があり、

承認された。 

 

（８）大学院生の休学等について                        （資料 49） 

大学院教育専門委員から、大学院生の休学等について、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（９）2021 年度大学院学年暦行事予定について                  （資料 50） 

大学院教育専門委員から、2021 年度大学院学年暦行事予定について、資料に基づき説明があり、

承認された。 

 

（10）2020 年度ビジネスロー専攻科目等履修生夏季募集の選考について       （資料 51） 

ビジネスロー専攻長から、2020 年度ビジネスロー専攻科目等履修生夏季募集の選考について、

資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（11）新型コロナウイルス感染症に関する一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻入学試験にお

ける対応（案）について                          （資料 52） 

ビジネスロー専攻長から、新型コロナウイルス感染症に関する一橋大学大学院法学研究科ビジ

ネスロー専攻入学試験における対応（案）について、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

Ⅵ その他 

（１）法科大学院入試の監督体制について 

研究科長から、法科大学院入試の監督体制について説明があった。 

 

（２）デュアル・ゼミナール制について 

研究科長から、デュアル・ゼミナール制について説明があった。 



- 6 - 

 

（３）令和元年度教育職員評価について 

研究科長から、令和元年度教育職員評価について説明があった。 

 

 

研究科長から、次回の教授会は、11 月 11 日（水）開催予定である旨説明があった。 


