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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４年３月９日（水）14 時 30 分～10 日（木）10 時 00 分（manaba 会議） 

 

Ⅱ 出席者 53 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基本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基本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）ソーシャル・データサイエンス学部・研究科の設置にかかる計画書類の提出について

 （資料３） 

研究科長から、ソーシャル・データサイエンス学部・研究科の設置にかかる計画書類の提出

について、資料に基づき報告があった。 

 

（３）一橋大学千代田キャンパス図書室利用規則及び一橋大学千代田キャンパス図書室利用細則

の一部改正について （資料４） 

研究科長から、一橋大学千代田キャンパス図書室利用規則及び一橋大学千代田キャンパス図

書室利用細則の一部改正について、資料に基づき報告があった。 

 

（４）令和３年度内部監査（業務監査（法人文書管理及び個人情報管理））の結果報告について

 （資料５） 

研究科長から、令和３年度内部監査（業務監査（法人文書管理及び個人情報管理））の結果報

告について、資料に基づき報告があった。 

 

（５）令和３年度サイバーセキュリティ対策等監査の結果報告について （資料６） 

研究科長から、令和３年度サイバーセキュリティ対策等監査の結果報告について、資料に基づ

き報告があった。 

 

（６）一橋大学ティーチング・アシスタント実施要項及び一橋大学リサーチ・アシスタント実施

要項の一部改正について （資料７） 

研究科長から、一橋大学ティーチング・アシスタント実施要項及び一橋大学リサーチ・アシ

スタント実施要項の一部改正について、資料に基づき報告があった。 

 

（７）一橋大学学部履修規則の一部改正について （資料８） 

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。 

 

（８）一橋大学教職課程履修規則の一部改正について （資料９） 

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。 

 

（９）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 10） 

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。 
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（10）国立大学法人一橋大学安全保障輸出管理規則の一部改正について （資料 11） 

研究科長から、国立大学法人一橋大学安全保障輸出管理規則の一部改正について、資料に基づ

き報告があった。 

 

（11）一橋大学における公正な研究活動の推進に関する規則の一部改正について （資料 12） 

研究科長から、一橋大学における公正な研究活動の推進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。 

 

（12）一橋大学客員研究員受入規則の一部改正について （資料 13） 

研究科長から、一橋大学客員研究員受入規則の一部改正について、資料に基づき報告があった。 

 

（13）一橋大学全学教育スペース利用規則の一部改正について （資料 14） 

研究科長から、一橋大学全学教育スペース利用規則の一部改正について、資料に基づき報告が

あった。 

 

（14）令和４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 15） 

研究科長から、令和４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。 

 

（15）令和４年度学校推薦型選抜合格者の決定について （資料 16） 

研究科長から、令和４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。 

 

（16）令和４年度外国学校出身者選抜志願者数について （資料 17） 

研究科長から、令和４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。 

 

（17）令和４年度外国人留学生選抜合格者の決定について （資料 18） 

研究科長から、令和４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。 

 

（18）国立フィリピン大学ディリマン校との大学間交流協定（学術）の締結について（更新）

 （資料 19） 

研究科長から、国立フィリピン大学ディリマン校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。 

 

（19）バーミンガム大学との大学間交流協定（その他：データ共有協定）の締結について（更新）

 （資料 20） 

研究科長から、バーミンガム大学との大学間交流協定（その他：データ共有協定）の締結につ

いて（更新）、資料に基づき報告があった。 

 

（20）本学のサイバーセキュリティ向上に向けた取組について（情報セキュリティ研修、自己点

検の結果等） （資料 21） 

研究科長から、本学のサイバーセキュリティ向上に向けた取組について（情報セキュリティ

研修、自己点検の結果等）、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 22） 

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。 
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（２）一橋大学大学院商学研究科細則の一部改正について （資料 23） 

研究科長から、一橋大学大学院商学研究科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 24） 

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 25） 

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、一橋大学大学院言語社会研究科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 27） 

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。 

 

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 28） 

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 29） 

研究科長から、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、資料に

基づき報告があった。 

 

（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 30） 

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）2022 年度学部・大学院５年一貫プログラム選考結果について （資料 31） 

担当教員から、2022 年度学部・大学院５年一貫プログラム選考結果について、資料に基づき報

告があった。 

 

（５）2022 年度法学部聴講生選考結果について （資料 32） 

学士課程教育専門委員から、2022 年度法学部聴講生選考結果について、資料に基づき報告があ

った。 

 

（６）2021 年度経済学部 法学・国際関係副専攻プログラム修了者について （資料 33） 

学士課程教育専門委員から、2021 年度経済学部 法学・国際関係副専攻プログラム修了者に

ついて、資料に基づき報告があった。 

 

（７）2021 年度 GLP 修了者について （資料 34） 

学士課程教育専門委員から、2021 年度 GLP 修了者について、資料に基づき報告があった。 
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（８）2021 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 35） 

ビジネスロー専攻長から、2021 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。 

 

（９）休学者について（ビジネスロー専攻） （資料 36） 

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。 

 

（10）2022 年度レーアプランについて（ビジネスロー専攻） （資料 37） 

ビジネスロー専攻長から、2022 年度レーアプランについて、資料に基づき報告があった。 

 

（11）寄附金の受入れについて （資料 38） 

研究科長から、寄附金の受入れについて、資料に基づき報告があった。 

 

（12）各種委員会報告 

１）学部生の休学手続きについて （資料 39） 

研究科長から、学部生の休学手続きについて、資料に基づき説明があった。 

 

２）授業用図書購入リクエストについて （資料 40） 

附属図書館委員から、授業用図書購入リクエストについて、資料に基づき説明があった。 

 

（13）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４年３月９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４年４月

１日］ 

２）研究科長から、憲法担当教員採用人事について、令和４年３月９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、候補者の准教授採用が了承された旨の説明があり、承認

された。［発令予定日：令和５年４月１日］ 

 

（２）教員の海外研修等について （資料なし） 

研究科長から、教員の海外研修等について説明があり、承認された。 

 

（３）３ポリシーの見直しについて（法学部、法学・国際関係専攻、ビジネスロー専攻） 

 （資料 41） 

研究科長から、３ポリシーの見直しについて（法学部、法学・国際関係専攻、ビジネスロー専

攻）、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（４）令和４年度ジュニアフェローの採用について （資料 42） 

研究科長から、令和４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。 

 

（５）2022 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、2022 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。 
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（６）2021 年度秋冬学期法学部科目の成績訂正について （資料 44） 

学士課程教育専門委員から、2021 年度秋冬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）指導教員の変更について（法学部、法学・国際関係専攻） （資料 45） 

学士課程教育専門委員及び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。 

 

（８）2022 年度レーアプランについて（法学部、法学・国際関係専攻） （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、2022 年度レーアプランについて、資料に

基づき説明があり、承認された。 

 

（９）一橋大学大学院法学研究科副専攻「ＥＵ研究共同プログラム」実施要項の一部改正について 

  （資料 47） 

大学院教育専門委員から、一橋大学大学院法学研究科副専攻「ＥＵ研究共同プログラム」実施

要項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。 

 

（10）休学者・退学者について（法学・国際関係専攻） （資料 48） 

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

 

（11）2022 年度法学研究科法学・国際関係専攻募集要項（案）について （資料 49） 

大学院教育専門委員から、2022 年度法学研究科法学・国際関係専攻募集要項（案）について、

資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（12）法学研究科法学・国際関係専攻における入学前修得単位の認定及び在学期間の短縮について 

  （資料 50） 

大学院教育専門委員から、法学研究科法学・国際関係専攻における入学前修得単位の認定及び

在学期間の短縮について、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

Ⅵ その他 

（１）一橋大学大学経営人材育成プログラムの創設について （資料 51） 

研究科長から、一橋大学大学経営人材育成プログラムの創設について、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。 

 

研究科長から、次回の教授会は、令和４年４月 13 日（水）開催予定である旨案内があった。 


