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法学研究科・法学部教授会議事要録 

 

 

Ⅰ 開催日時 令和４年 10 月 12 日（水）14 時 00 分～13 日（木）10 時 00 分（manaba 会議） 

 

Ⅱ 出席者 52 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）令和５（2023）年度学年暦（案）について （資料２） 

研究科長から、令和５（2023）年度学年暦（案）について、資料に基づき報告があった。 

 

（２）一橋大学学部履修規則の一部改正について （資料３） 

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。 

 

（３）一橋大学学内共同教育研究施設人事委員会規則の一部改正について （資料４） 

研究科長から、一橋大学学内共同教育研究施設人事委員会規則の一部改正について、資料に

基づき報告があった。 

 

（４）オーデンシア・ビジネススクールとの大学間交流協定（学術・学生）の締結について 

（新規） （資料５） 

研究科長から、オーデンシア・ビジネススクール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。 

 

（５）パリ・ドフィーヌ大学との大学間交流協定（学生）の締結について（更新） （資料６） 

研究科長から、パリ・ドフィーヌ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。 

 

（６）外国人留学生数について（令和４年５月１日現在） （資料７） 

研究科長から、外国人留学生数について（令和４年５月１日現在）、資料に基づき報告があっ

た。 

 

（７）令和５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８） 

研究科長から、令和５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。 

 

（８）令和５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９） 

研究科長から、令和５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。 

 

（９）信用を失墜する行為があった場合の運営費交付金の取り扱いについて （資料 10） 

研究科長から、信用を失墜する行為があった場合の運営費交付金の取り扱いについて、資料

に基づき報告があった。 

 

（10）2022（令和４）年度秋卒業者数及び修了者数について （資料 11） 

研究科長から、2022（令和４）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
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あった。 

 

（11）一橋大学オープンキャンパス 2022 実施結果、一橋大学オープンキャンパス 2023 実施及び

入学志願者対象キャンパス見学（個人）の再開について （資料 12） 

研究科長から、一橋大学オープンキャンパス 2022 実施結果、一橋大学オープンキャンパス

2023 実施及び入学志願者対象キャンパス見学（個人）の再開について、資料に基づき報告が

あった後、オープンキャンパス部会委員から補足説明があった。 

 

（12）第 53 回一橋祭の開催形態について （資料 13） 

研究科長から、第 53 回一橋祭の開催形態について、資料に基づき報告があった。 

 

（13）情報セキュリティ研修の結果等について （資料 14） 

研究科長から、情報セキュリティ研修の結果等について、資料に基づき報告があった。 

 

２ 他部所事項 

（１）沖縄科学技術大学院大学（OIST）とのインターンシップに関する覚書の締結について

 （資料 15） 

研究科長から、沖縄科学技術大学院大学（OIST）とのインターンシップに関する覚書の締結

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及び細則の一部改正について （資料 16） 

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。 

 

（３）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 17） 

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。 

 

（４）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 18） 

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。 

 

（５）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 19） 

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。 

 

（６）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 20） 

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。 

 

（７）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 21） 

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。 

 

（８）一橋大学大学院国際・公共政策教育部規則の一部改正について （資料 22） 

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

き報告があった。 

 

（９）2023 年度大学院学生募集要項（案）について （資料 23） 
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研究科長から、2023 年度大学院学生募集要項（案）について、資料に基づき報告があった。 

 

（10）経営管理研究科国際企業戦略専攻（ICS）とシンガポール経営大学情報システム学部との部

局間交流協定（学生）の締結について（新規） （資料 24） 

研究科長から、経営管理研究科国際企業戦略専攻（ICS）とシンガポール経営大学情報シス

テム学部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。 

 

（11）経営管理研究科国際企業戦略専攻（ICS）とソウル大学経営専門大学院との部局間交流協定

（学生・ダブルディグリー）の締結について（更新） （資料 25） 

研究科長から、経営管理研究科国際企業戦略専攻（ICS）とソウル大学経営専門大学院との

部局間交流協定（学生・ダブルディグリー）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 26） 

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）第 56 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、第 56 回国公立大学法学部連絡会議について、報告があった。 

 

（３）令和５年度法学研究科選書について （資料なし） 

研究科長から、令和５年度法学研究科選書について、報告があった。 

 

（４）グローバル・ガバナンス研究センターのアジア民主主義研究ネットワークとの連携について 

  （資料なし） 

担当教員から、グローバル・ガバナンス研究センターのアジア民主主義研究ネットワーク

との連携について、報告があった。 

 

（５）休学について（ビジネスロー専攻） （資料 27） 

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。 

 

（６）退学について（ビジネスロー専攻） （資料 28） 

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。 

 

（７）2022 年度ビジネスロー専攻「知財戦略プログラム」９月修了者について （資料 29） 

ビジネスロー専攻長から、2022 年度ビジネスロー専攻「知財戦略プログラム」９月修了者

について、資料に基づき報告があった。 

 

（８）寄附金の受入れについて （資料 30） 

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。 

 

（９）継続図書及び追録の購入タイトル見直しについて （資料 31） 

附属図書館委員から、継続図書及び追録の購入タイトル見直しについて、資料に基づき説明

があった。 

 

Ⅴ 審議事項 

（１）教員人事について （資料なし） 

研究科長から、刑事訴訟法担当教員（准教授）採用人事について、令和４年 10 月 12 日開
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催の人事懇談会において、手続きを進めること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、教員の海外研修等について説明があり、承認された。 

 

（３）令和４年度全学委員会委員の変更について （資料なし） 

研究科長から、令和４年度全学委員会委員の変更について説明があり、承認された。 

 

（４）2022 年度法学研究科非常勤講師について （資料 32） 

研究科長から、2022 年度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。 

 

（５）客員研究員の受入れについて （資料 33） 

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。 

 

（６）2022 年度レー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 34） 

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。 

 

（７）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。 

 

（８）2022 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、2022 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。 

 

（９）休学について（法学・国際関係専攻） （資料 37） 

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

 

（10）退学について（法学・国際関係専攻） （資料 38） 

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

 

（11）留学について（法学・国際関係専攻） （資料 39） 

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

 

（12）一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻科目等履修生規則の一部改正について 

  （資料 40） 

ビジネスロー専攻長から、一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻科目等履修生規則

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。 

 

（13）2022 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 41） 

ビジネスロー専攻長から、2022 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。 

 

（14）2023 年度大学院個別入学資格審査について（ビジネスロー専攻） （資料 42） 

ビジネスロー専攻長から、2023 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。 
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（15）学習指導要領改訂に伴う本学入学者選抜の試験教科・科目等の検討について （資料 43） 

新学習指導要領検討ワーキンググループ委員から、学習指導要領改訂に伴う本学入学者選抜

の試験教科・科目等の検討について、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（16）一橋法学の予算削減案について （資料 44） 

紀要編集委員長から、一橋法学の予算削減案について、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 （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３年度教育職員評価について （資料なし） 

研究科長から、令和３年度教育職員評価について、提出依頼があった。 

 

（３）文部科学省及び法務省からの法学部生に対するアンケート調査に依頼について（資料 45） 

研究科長から、文部科学省及び法務省からの法学部生に対するアンケート調査の依頼につい

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４年 11 月９日（水）開催予定である旨案内があった。 

 


