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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３年３月 10 日（水）13 時 30 分～11 日（木）10 時 00 分（manaba 会議） 

    

Ⅱ 出席者 48 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職員給与規程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職員給与規程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在宅勤務に関する規程の制定等について （資料３） 

 研究科長から、国立大学法人一橋大学在宅勤務に関する規程の制定等について、資料に基づき

報告があった。 

   

 （３）国立大学法人一橋大学クロスアポイントメント制度に関する規則の一部改正に

ついて 

 

（資料４） 

 研究科長から、国立大学法人一橋大学クロスアポイントメント制度に関する規則の一部改正に

ついて、資料に基づき報告があった。 

   

 （４）一橋大学学部履修規則の一部改正について （資料５） 

 研究科長から、一橋大学学部履修規則の一部改正について、資料に基づき報告があった。 

   

 （５）一橋大学教職課程履修規則の一部改正について （資料６） 

 研究科長から、一橋大学教職課程履修規則の一部改正について、資料に基づき報告があった。 

   

 （６）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７） 

 研究科長から、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

報告があった。 

   

 （７）一橋大学派遣学生・派遣留学生規則の一部改正について （資料８） 

 研究科長から、一橋大学派遣学生・派遣留学生規則の一部改正について、資料に基づき報告が

あった。 

   

 （８）一橋大学大学院学生の派遣及び留学に関する規則の一部改正について （資料９） 

 研究科長から、一橋大学大学院学生の派遣及び留学に関する規則の一部改正について、資料に

基づき報告があった。 

   

 （９）一橋大学入学料免除及び徴収猶予選考基準等の一部改正について （資料 10） 

 研究科長から、一橋大学入学料免除及び徴収猶予選考基準等の一部改正について、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結果について （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結果について、

資料に基づき報告があった。 

   

 （11）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結果について （資料 12） 

 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結果について、資

料に基づき報告があった。 

   

 （12）令和２年度標的型攻撃メール対策訓練の結果について （資料 13） 

 研究科長から、令和２年度標的型攻撃メール対策訓練の結果について、資料に基づき報告があ

った。 

   

 （13）安否確認システムの導入と初期設定について （資料 14） 

 研究科長から、安否確認システムの導入と初期設定について、資料に基づき報告があった。 

   

 （14）令和２年度キャンパス・ハラスメント防止研修について （資料 15） 

 研究科長から、令和２年度キャンパス・ハラスメント防止研修について、資料に基づき報告が

あった。 

   

 （15）令和３年度年度計画案について （資料 16） 

 研究科長から、令和３年度年度計画案について、資料に基づき報告があった。 

   

 （16）令和３年度学部一般選抜（前期日程・後期日程）第１段階選抜合格者の決定に

ついて 

 

（資料 17） 

 研究科長から、令和３年度学部一般選抜（前期日程・後期日程）第１段階選抜合格者の決定に

ついて、資料に基づき報告があった。 

   

 （17）令和３年度学校推薦型選抜合格者の決定について （資料 18） 

 研究科長から、令和３年度学校推薦型選抜合格者の決定について、資料に基づき報告があった。 

   

 （18）令和３年度外国学校出身者選抜志願者数について （資料 19） 

 研究科長から、令和３年度外国学校出身者選抜志願者数について、資料に基づき報告があった。 

   

 （19）令和３年度外国人留学生選抜合格者の決定について （資料 20） 

 研究科長から、令和３年度外国人留学生選抜合格者の決定について、資料に基づき報告があっ

た。 

   

 （20）国連開発計画との大学間交流協定（学術）の締結について（新規） （資料 21） 

 研究科長から、国連開発計画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。 

   

 （21）グラスゴー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、グラスゴー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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 （22）吉林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、吉林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。 

   

２ 他部所事項 

 （１）一橋大学大学院経営管理研究科規則及び細則の一部改正について （資料 24） 

 研究科長から、一橋大学大学院経営管理研究科規則及び細則の一部改正について、資料に基づ

き報告があった。 

   

 （２）一橋大学大学院商学研究科規則及び細則の一部改正について （資料 25） 

 研究科長から、一橋大学大学院商学研究科規則及び細則の一部改正について、資料に基づき報

告があった。 

   

 （３）一橋大学大学院経済学研究科規則及び細則の一部改正について （資料 26） 

 研究科長から、一橋大学大学院経済学研究科規則及び細則の一部改正について、資料に基づき

報告があった。 

   

 （４）一橋大学大学院社会学研究科規則及び細則の一部改正について （資料 27） 

 研究科長から、一橋大学大学院社会学研究科規則及び細則の一部改正について、資料に基づき

報告があった。 

   

 （５）一橋大学大学院言語社会研究科規則及び細則の一部改正について （資料 28） 

 研究科長から、一橋大学大学院言語社会研究科規則及び細則の一部改正について、資料に基づ

き報告があった。 

   

 （６）一橋大学大学院国際・公共政策教育部規則及び細則の一部改正について （資料 29） 

 研究科長から、一橋大学大学院国際・公共政策教育部規則及び細則の一部改正について、資料

に基づき報告があった。 

   

 （７）国際・公共政策大学院とパリ第１大学パンテオン－ソルボンヌ経済学研究科と

の部局間交流協定（学生）の締結について（新規） 

 

（資料 30） 

 研究科長から、国際・公共政策大学院とパリ第１大学パンテオン－ソルボンヌ経済学研究科と

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。 

   

 （８）国際・公共政策大学院と上海財経大学公共経済・管理学院との部局間交流協定

（学術）の締結について（更新） 

 

（資料 31） 

 研究科長から、国際・公共政策大学院と上海財経大学公共経済・管理学院との部局間交流協定

（学術）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）一橋大学大学院法学研究科規則及び細則の一部改正について （資料 32） 

 研究科長から、一橋大学大学院法学研究科規則及び細則の一部改正について、資料に基づき報

告があった。 

   

 （２）一橋大学大学院国際企業戦略研究科規則及び細則の一部改正について （資料 33） 

 研究科長から、一橋大学大学院法学研究科規則及び細則の一部改正について、資料に基づき報
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告があった。 

   

 （３）一橋大学大学院法学研究科法務専攻（法科大学院）規則及び細則の一部改正に

ついて 

 

（資料 34） 

 研究科長から、一橋大学大学院法学研究科法務専攻（法科大学院）規則及び細則の一部改正に

ついて、資料に基づき報告があった。 

   

 （４）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 35） 

 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。 

   

 （５）2021 年度学部・大学院５年一貫プログラム参加者選考結果について （資料 36） 

 担当教員から、2021 年度学部・大学院５年一貫プログラム参加者選考結果について、資料に基

づき報告があった。 

   

 （６）2021 年度法学部聴講生選考の結果について （資料 37） 

 学士課程教育専門委員から、2021 年度法学部聴講生選考の結果について、資料に基づき報告が

あった。 

   

 （７）2020 年度経済学部 法学・国際関係副専攻プログラムの修了者について （資料 38） 

 学士課程教育専門委員から、2020 年度経済学部 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。 

   

 （８）2020 年度 GLP 修了者について （資料 39） 

 学士課程教育専門委員から、2020 年度 GLP 修了者について、資料に基づき報告があった。 

   

 （９）授業において他人の著作物を利用する場合の注意事項等について （資料 40） 

 学士課程教育専門委員から、授業において他人の著作物を利用する場合の注意事項等につい

て、資料に基づき報告があった。 

   

 （10）2020 年度ビジネスロー専攻「知財戦略プログラム」及び「GBL プログラム」修

了者について 

 

（資料 41） 

 ビジネスロー専攻長から、2020 年度ビジネスロー専攻「知財戦略プログラム」及び「GBL プロ

グラム」修了者について、資料に基づき報告があった。 

   

 （11）ビジネスロー専攻休学者について （資料 42） 

 ビジネスロー専攻長から、ビジネスロー専攻休学者について、資料に基づき報告があった。 

   

 （12）「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」の評価結果について （資料 43） 

 法科大学院長から、「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」の評価結果について、

資料に基づき報告があった。 

   

 （13）各種委員会報告  

 特になし。  
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 （14）その他  

 １）ソーシャル・データサイエンス学部・研究科＜仮称＞の設置構想に伴う学部・

大学院の再編について（意見聴取） 

 

－ 

 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＞の設置構想に伴う学部・

大学院の再編について説明があった後、意見聴取を行った。 

   

 ２）令和５（2023）年度以降の学部入学者選抜の再確認について － 

 研究科長から、令和５（2023）年度以降の学部入学者選抜の再確認について、報告があった。 

   

Ⅴ 審議事項 

 （１）令和３年度法学部・法学研究科非常勤講師について （資料 44） 

 研究科長から、令和３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。 

   

 （２）令和３年度ジュニアフェローの採用について （資料 45） 

 研究科長から、令和３年度ジュニアフェローの採用について、資料に基づき説明があり、承認さ

れた。 

   

 （３）2021 年度法学部再入学選考の結果について （資料 46） 

 学士課程教育専門委員から、2021 年度法学部再入学選考の結果について、資料に基づき説明が

あり、承認された。 

   

 （４）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。 

   

 （５）外国人研究生（法学・国際関係専攻）の在籍期間延長について （資料 48） 

 大学院教育専門委員から、外国人研究生（法学・国際関係専攻）の在籍期間延長について、資

料に基づき説明があり、承認された。 

   

 （６）法学・国際関係専攻休学者について （資料 49） 

 大学院教育専門委員から、法学・国際関係専攻休学者について、資料に基づき説明があり、承認

された。 

   

 （７）学会における法学研究科の名義使用について － 

 研究科長から、学会における法学研究科の名義使用について説明があり、承認された。 

   

Ⅵ その他 

 （１）高知学芸高校における法学ガイダンス講師募集について （資料 50） 

 研究科長から、高知学芸高校における法学ガイダンス講師募集について、資料に基づき説明が

あった。 

   

   

 最後に、研究科長から定年退職者等の紹介があり、それぞれから挨拶があった後、研究科長から

謝辞が述べられた。 
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 研究科長から、次回の教授会は、令和３年４月 14 日（水）開催予定である旨説明があった。 

 


