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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 10 月 13 日（水）14 時 30 分～14 日（木）10 時 00 分（manaba 会議） 

 

Ⅱ 出席者 58 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就業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職員就業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）一橋大学グローバル・オンライン教育センター規則の制定及び関係規則の一部改正について

 （資料３） 

研究科長から、一橋大学グローバル・オンライン教育センター規則の制定及び関係規則の一

部改正について、資料に基づき報告があった。 

 

（３）第３期中期目標期間（４年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について

 （資料４） 

研究科長から、第３期中期目標期間（４年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果

について、資料に基づき報告があった。 

 

（４）令和２（2020）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５） 

研究科長から、令和２（2020）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。 

 

（５）外国人留学生数について（令和３年５月１日現在） （資料６） 

研究科長から、外国人留学生数について（令和３年５月１日現在）、資料に基づき報告があっ

た。 

 

（６）「学長見解（２）：一橋大学の課題－SDGs をめぐって－」について （資料７） 

研究科長から、「学長見解（２）：一橋大学の課題－SDGs をめぐって－」について、資料に基

づき報告があった。 

 

（７）研究者データベース（HRI）リニューアルに伴う協力について（依頼） （資料８） 

研究科長から、研究者データベース（HRI）リニューアルに伴う協力について（依頼）、資料に

基づき報告があった。 

 

（８）第４期中期目標・中期計画の素案について （資料９） 

研究科長から、第４期中期目標・中期計画の素案について、資料に基づき報告があった。 

 

（９）令和３年度秋卒業者数及び修了者数について （資料 10） 

研究科長から、令和３年度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。 
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（10）令和４年度大学入学共通テスト実施に伴う監督者等の依頼範囲について （資料 11） 

研究科長から、令和４年度大学入学共通テスト実施に伴う監督者等の依頼範囲について、資

料に基づき報告があった。 

 

（11）令和４年度本学一般選抜実施に伴う監督者等の依頼範囲について （資料 12） 

研究科長から、令和４年度本学一般選抜実施に伴う監督者等の依頼範囲について、資料に基づ

き報告があった。 

 

（12）新学習指導要領に対応した「情報」に関する検討について （資料 13） 

研究科長から、新学習指導要領に対応した「情報」に関する検討について、資料に基づき報告

があった後、意見聴取が行われた。 

 

（13）全国進学調査報告会について （資料 14） 

研究科長から、全国進学調査報告会について、資料に基づき報告があった。 

 

（14）一橋大学オープンキャンパス 2021 実施結果及び一橋大学オープンキャンパス 2022 実施に

ついて （資料 15） 

オープンキャンパス部会委員から、一橋大学オープンキャンパス 2021 実施結果及び一橋大学

オープンキャンパス 2022 実施について、資料に基づき報告があった。 

 

（15）令和３年度内部監査（会計監査（科研費等））の実施結果について （資料 16） 

研究科長から、令和３年度内部監査（会計監査（科研費等））の実施結果について、資料に基

づき報告があった。 

 

（16）令和３年度内部監査（会計監査（支出契約の適正性））の実施計画について （資料 17） 

研究科長から、令和３年度内部監査（会計監査（支出契約の適正性））の実施計画について、

資料に基づき報告があった。 

 

（17）いわゆる「サポート詐欺」に関する注意喚起について （資料 18） 

研究科長から、いわゆる「サポート詐欺」に関する注意喚起について、資料に基づき報告があ

った。 

 

（18）令和３年度一橋大学学生生活実態調査の実施について （資料 19） 

研究科長から、令和３年度一橋大学学生生活実態調査の実施について、資料に基づき報告があ

った。 

 

（19）マーストリヒト大学人文社会科学院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、マーストリヒト大学人文社会科学院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）ブルガリア世界経済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 21） 

研究科長から、ブルガリア世界経済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。 

 

（21）コペンハーゲン経済大学との大学間交流協定（学生）の締結について（新規） 

  （資料 22） 



- 3 - 

研究科長から、コペンハーゲン経済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。 

 

（22）ポワティエ大学との大学間交流協定（学術）の締結について（更新） （資料 23） 

研究科長から、ポワティエ大学との大学間交流協定（学術）の締結について（更新）、資料に

基づき報告があった。 

 

２ 他部所事項 

（１）一橋大学学部履修規則の一部改正について （資料 24） 

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。 

 

（２）一橋大学大学院経営管理研究科規則の一部改正について （資料 25） 

研究科長から、一橋大学大学院経営管理研究科規則の一部改正について、資料に基づき報告が

あった。 

 

（３）令和４年度大学院募集要項等について （資料 26） 

研究科長から、令和４年度大学院募集要項等について、資料に基づき報告があった。 

 

（４）経営管理研究科国際企業戦略専攻（ICS)と香港中文大学工商管理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 27） 

研究科長から、経営管理研究科国際企業戦略専攻（ICS)と香港中文大学工商管理学院との部

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）国際・公共政策教育部とマーストリヒト大学人文社会科学院との部局間交流協定（学生）

の締結について（更新） （資料 28） 

研究科長から、国際・公共政策教育部とマーストリヒト大学人文社会科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）法学部・法学研究科とポワティエ大学法学・社会科学部との部局間交流協定（学生）の締

結について（更新） （資料 29） 

研究科長から、法学部・法学研究科とポワティエ大学法学・社会科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。 

 

（２）第 55 回国公立大学法学部連絡会議について （資料なし） 

研究科長から、９月６日（金）に開催された第 55 回国公立大学法学部連絡会議について報告が

あった。 

 

（３）休学者について（ビジネスロー専攻） （資料 30） 

ビジネスロー専攻長から、休学者について、資料に基づき報告があった。 

 

（４）退学者について（ビジネスロー専攻） （資料 31） 

ビジネスロー専攻長から、退学者について、資料に基づき報告があった。 

 

（５）2021 年度レアプランの一部変更について（ビジネスロー専攻） （資料 32） 

ビジネスロー専攻長から、2021 年度レアプランの一部変更について、資料に基づき報告があっ

た。 
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（６）各種委員会報告 

１）ゼミナール選考における第３次選考日の導入について （資料 33） 

学士課程教育専門委員から、ゼミナール選考における第３次選考日の導入について、資料に

基づき報告があった後、意見聴取が行われた。 

 

２）令和４（2022）年度から購入を中止する和雑誌、中国・韓国・朝鮮語雑誌の引取照会につ

いて （資料なし） 

附属図書館委員から、令和４（2022）年度から購入を中止する和雑誌、中国・韓国・朝鮮語

雑誌の引取照会について報告があった。 

 

３）『Hitotsubashi Journal of Law and Politics』への執筆申込について （資料なし） 

一橋ジャーナル編集部員から、『Hitotsubashi Journal of Law and Politics』への執筆申

込について案内があった。 

 

（７）その他 

特になし。 

 

Ⅴ 審議事項 

（１）教員人事について （資料なし） 

１）研究科長から、教授昇任人事について、令和３年 10 月 13 日開催の人事会議において審査

報告が行われ、可否投票の結果、了承された旨の説明があり、承認された。［発令予定日：令

和３年 11 月１日］ 

２）研究科長から、教授昇任人事について、令和３年 10 月 13 日開催の人事懇談会において人

事進行が了承された旨の説明があり、承認された。 

 

（２）教員の海外研修等について （資料なし） 

研究科長から、教員の海外研修等の期間変更について説明があり、承認された。 

 

（３）令和３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、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。 

 

（４）客員研究員の受入れについて （資料 35） 

担当教員から、客員研究員の受入れについて、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（５）学士論文・修士論文の電子データ受入れについて （資料なし） 

研究科長から、学士論文・修士論文の電子データ受入れについて説明があった後、意見聴取が

行われた。 

 

（６）2021 年度春夏学期法学部科目の成績訂正について （資料 36） 

学士課程教育専門委員から、2021 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。 

 

（７）主ゼミナールの特別な履修について （資料 37） 

学士課程教育専門委員から、主ゼミナールの特別な履修について、資料に基づき説明があり、

承認された。 

 

（８）2021 年度レアプランの一部変更について（法学部、法学・国際関係専攻） （資料 38） 



- 5 - 

学士課程教育専門委員及び大学院教育専門委員から、2021 年度レアプランの一部変更について、

資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（９）休学者について（法学・国際関係専攻） （資料 39） 

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

 

（10）指導教員の変更について（法学・国際関係専攻） （資料 40） 

大学院教育専門委員から、指導教員の変更について、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（11）慶應義塾大学との大学院生交流と単位互換に関する覚書に基づく単位互換認定について

 （資料 41） 

大学院教育専門委員から、慶應義塾大学との大学院生交流と単位互換に関する覚書に基づく

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。 

 

（12）2021 年度ビジネスロー専攻科目等履修生夏期募集の選考について （資料 42） 

ビジネスロー専攻長から、2021 年度ビジネスロー専攻科目等履修生夏期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。 

 

（13）新型コロナウイルス感染症に関する 2022 年度ビジネスロー専攻入学試験における対応に

ついて （資料 43） 

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 2022 年度ビジネスロー専攻入

学試験における対応について、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 （資料なし） 

研究科長から、法科大学院入試の監督体制について協力依頼があった。 

 

（２）令和２年度教育職員評価について （資料なし） 

研究科長から、令和２年度教育職員評価について提出依頼があった。 

 

（３）年次有給休暇の計画的な取得促進について （資料なし） 

研究科長から、年次有給休暇の計画的な取得促進について案内があった。 

 

 

 

研究科長から、次回の教授会は、令和３年 11 月 17 日（水）開催予定である旨案内があった。 


