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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 12 月９日（水）14:30～10 日（木）10:00（manaba 会議） 

    

Ⅱ 出席者 45 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）次期研究者データベース（HRI）の開発方針について（意見聴取） （資料２） 

 研究科長から、次期研究者データベース（HRI）の開発方針について、資料に基づき説明があっ

た後、意見聴取を行った。 

   

 （２）新学部・研究科発足に伴う学生定員の再配置（案）について （資料３） 

 研究科長から、新学部・研究科発足に伴う学生定員の再配置（案）について、資料に基づき報

告があった。 

   

 （３）令和３（2021）年度の授業実施方針について （資料４） 

 研究科長から、令和３（2021）年度の授業実施方針について、資料に基づき報告があった。 

   

 （４）新型コロナウイルス感染症に対応した試験準備・実施（学部）について （資料５） 

 研究科長から、新型コロナウイルス感染症に対応した試験準備・実施（学部）について、資料

に基づき報告があった。 

   

 （５）令和３年度入学者選抜（学部）における小論文・面接等ガイドラインの作成につ

いて 

 

（資料６） 

 研究科長から、令和３年度入学者選抜（学部）における小論文・面接等ガイドラインの作成に

ついて、資料に基づき報告があった。 

   

 （６）入学試験情報に関する開示要項の修正について （資料７） 

 研究科長から、入学試験情報に関する開示要項の修正について、資料に基づき報告があった。 

   

 （７）令和３（2021）年度大学入学共通テスト及び本学学部入学試験等実施当日におけ

る教職員・受験者以外の立入禁止等について 

 

（資料８） 

 研究科長から、令和３（2021）年度大学入学共通テスト及び本学学部入学試験等実施当日にお

ける教職員・受験者以外の立入禁止等について、資料に基づき報告があった。 

   

 （８）令和３年度大学入学共通テストにおける受験者割当数について （資料９） 

 研究科長から、令和３年度大学入学共通テストにおける受験者割当数について、資料に基づき

報告があった。 

   

 （９）令和２年度サイバーセキュリティ対策等監査の実施計画について （資料 10） 

 研究科長から、令和２年度サイバーセキュリティ対策等監査の実施計画について、資料に基づ
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き報告があった。 

   

 （10）令和２年度情報セキュリティ対策としての自己点検作業の実施について （資料 11） 

 研究科長から、令和２年度情報セキュリティ対策としての自己点検作業の実施について、資料

に基づき報告があった。 

   

 （11）一橋大学における研究費不正使用防止計画について （資料 12） 

 研究科長から、一橋大学における研究費不正使用防止計画について、資料に基づき報告があっ

た。 

   

 （12）令和３（2021）年度学年暦【行事予定】について （資料 13） 

 研究科長から、令和３（2021）年度学年暦【行事予定】について、資料に基づき報告があった。 

   

 （13）2021 年度一橋大学複合領域コースの募集について （資料 14） 

 研究科長から、2021 年度一橋大学複合領域コースの募集について、資料に基づき報告があった。 

   

 （14）令和２年度（秋冬学期）多摩地区国立５大学単位互換制度に基づく派遣及び受入

学生数について 

 

（資料 15） 

 研究科長から、令和２年度（秋冬学期）多摩地区国立５大学単位互換制度に基づく派遣及び受

入学生数について、資料に基づき報告があった。 

   

 （15）令和２年度（秋冬学期）お茶の水女子大学との単位互換制度に基づく派遣及び受

入学生数について 

 

（資料 16） 

 研究科長から、令和２年度（秋冬学期）お茶の水女子大学との単位互換制度に基づく派遣及び

受入学生数について、資料に基づき報告があった。 

   

 （16）外国人留学生数について（令和２年 11 月１日現在） （資料 17） 

 研究科長から、外国人留学生数について（令和２年 11 月１日現在）、資料に基づき報告があっ

た。 

   

 （17）令和３年度入学者選抜にかかる各種委員会等実施日程の変更について （資料 18） 

 研究科長から、令和３年度入学者選抜にかかる各種委員会等実施日程の変更について、資料に

基づき報告があった。 

   

 （18）中山大学との大学間交流協定（学術）の締結について（新規） （資料 19） 

 研究科長から、中山大学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。 

   

 （19）マラヤ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 20） 

 研究科長から、マラヤ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。 

   

 （20）マドリードコンプルテンセ大学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、マドリードコンプルテンセ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。 
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２ 他部所事項 

 （１）2021 年度大学院学生募集要項等について （資料 22） 

 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。 

   

 （２）2021 年度大学院学生募集要項等の修正について （資料 23） 

 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）2021 年度一橋大学大学院修士課程等入学試験の実施結果について （資料 24） 

 研究科長から、2021 年度一橋大学大学院修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。 

   

 （４）商学部・経済学部とブリュッセル自由大学ソルヴェイ経済・経営学院との部局間

交流協定（学術・学生）の締結について（更新） 

 

（資料 25） 

 研究科長から、商学部・経済学部とブリュッセル自由大学ソルヴェイ経済・経営学院との部局

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。 

   

 （５）商学部・経済学部とチュラロンコン大学商学・会計学院との部局間交流協定（学

生）の締結について（更新） 

 

（資料 26） 

 研究科長から、商学部・経済学部とチュラロンコン大学商学・会計学院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 法学研究科事項 

 （１）QS 世界大学ランキングに係る評判調査への協力について （資料 27） 

 研究科長から、QS 世界大学ランキングに係る評判調査への協力について、資料に基づき報告が

あった。 

   

 （２）2021 年度ビジネスロー専攻レアプランについて （資料 28） 

 ビジネスロー専攻長から、2021 年度ビジネスロー専攻レアプランについて、資料に基づき報告

があった。 

   

 （３）ビジネスロー専攻冬学期休学者について （資料 29） 

 ビジネスロー専攻長から、ビジネスロー専攻冬学期休学者について、資料に基づき報告があっ

た。 

   

 （４）各種委員会報告  

 １）2020 年度冬学期試験期間における授業実施方法について （資料 30） 

 学士課程教育専門委員から、2020 年度冬学期試験期間における授業実施方法について、資料に

基づき報告があった。 

   

 ２）オンライン授業および秋冬学期授業時間外学修に関するアンケートの実施につ

いて 

 

（資料 31） 

 研究科長から、オンライン授業および秋冬学期授業時間外学修に関するアンケートの実施につ

いて、資料に基づき報告があった。 

   

 ３）国内法律データベース Westlaw Japan の来年度契約について （資料 32） 

 附属図書館委員から、国内法律データベース Westlaw Japan の来年度契約について、資料に基づ
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き説明があった。 

   

 （５）その他  

 研究科長から、当面の間、海外、国内を問わず出張を自粛するよう要請があった。 

   

Ⅴ 審議事項 

 （１）2021 年度ジュニア・フェローの募集について （資料 33） 

 研究科長から、2021 年度ジュニア・フェローの募集について、資料に基づき説明があり、承認

された。 

   

 （２）2021 年度法学部・法学研究科非常勤講師について （資料 34） 

 研究科長から、2021 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 35） 

 学士課程教育専門委員から、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）一橋大学学部履修規則の一部改正について （資料 36） 

 学士課程教育専門委員から、一橋大学学部履修規則の一部改正について、資料に基づき説明があ

り、承認された。 

   

 （５）一橋大学編入学生・他学部学士入学生規則の一部改正について （資料 37） 

 学士課程教育専門委員から、一橋大学編入学生・他学部学士入学生規則の一部改正について、

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 38） 

 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）大学院生の単位互換申請について （資料 39） 

 大学院教育専門委員から、大学院生の単位互換申請について、資料に基づき説明があり、承認さ

れた。 

   

 （８）2021 年度大使館推薦による国費外国人留学生の受入について （資料 40） 

 大学院教育専門委員から、2021 年度大使館推薦による国費外国人留学生の受入について、資料

に基づき説明があり、承認された。 

   

 （９）2021 年度大学院個別入学資格審査について （資料 41） 

 大学院教育専門委員及びビジネスロー専攻長から、2021 年度大学院個別入学資格審査について、

資料に基づき説明があり、承認された。 

   

 （10）2021 年度法学・国際関係専攻冬季入試における外国人入学志願者の受入につい

て 

 

（資料 42） 

 大学院教育専門委員から、2021 年度法学・国際関係専攻冬季入試における外国人入学志願者の

受入について、資料に基づき説明があり、承認された。 
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 （11）2021 年度法学・国際関係専攻博士後期課程秋入学選考の追加実施について （資料 43） 

 大学院教育専門委員から、2021 年度法学・国際関係専攻博士後期課程秋入学選考の追加実施に

ついて、資料に基づき説明があり、承認された。 

   

 （12）2021 年度法学・国際関係専攻特別選考による外国人の修士課程学生募集出願手

続きについて 

 

（資料 44） 

 大学院教育専門委員から、2021 年度法学・国際関係専攻特別選考による外国人の修士課程学生

募集出願手続きについて、資料に基づき説明があり、承認された。 

   

 （13）2022 年度一橋大学法科大学院５年一貫型教育選抜について（概要） （資料 45） 

 担当教員から、2022 年度一橋大学法科大学院５年一貫型教育選抜について（概要）、資料に基

づき説明があり、承認された。 

   

 （14）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 46） 

 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。 

   

 （15）修士ダブルディグリー・プログラムに基づく受入学生の選考手続にかかる申合せの

制定について 

 

（資料 47） 

 研究科長から、修士ダブルディグリー・プログラムに基づく受入学生の選考手続にかかる申合せ

の制定について、資料に基づき説明があり、承認された。 

   

Ⅵ その他 

 （１）指定国立大学法人構想及び年度計画達成に向けての協力依頼について  

 研究科長から、指定国立大学法人構想及び年度計画達成に向けての協力依頼があった。 

   

 （２）年５日の年次有給休暇の計画的な取得について （資料 48） 

 研究科長から、年５日の年次有給休暇の計画的な取得について、資料に基づき説明があった。 

   

 （３）Web 給与明細システムの導入について （資料 49） 

 研究科長から、Web 給与明細システムの導入について、資料に基づき説明があった。 

   

 （４）行動記録表による健康状態等の記録について （資料 50） 

 研究科長から、行動記録表による健康状態等の記録について、資料に基づき説明があった。 

   

   

 研究科長から、次回の教授会は、令和３年１月 13 日（水）開催予定である旨説明があった。 

 


