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経済教３０－６号 
経済学研究科教授会・経済学部教授会議事要録 

 
平成 30 年 11 月 14 日(水) 
13 時 30 分～15 時 45 分 

［前回の議事録］ 

原案のとおり承認された。 

 

 

（経済学研究科教授会） 

Ⅰ．人事 
 
１．採用計画に基づく採用人事（現代経済）について（候補者提案・審査員選出） 

回収資料１ 

研究科長から、平成 30 年 11 月 7 日 開催の人事委員会で協議・了承を得た候補者を現代

経済部門講師（３年期限）採用候補者としたい旨の提案があり、サーチ委員の代表者から

資料に基づき補足説明の後、審査を開始することが承認された。 

次に、採用審査委員として３名が投票により選出された。 

最後に、研究科長から、平成 31 年１月教授会で第一読会・投票を予定していること及び

発令予定日は平成 31 年４月１日であることがアナウンスされた。 
 

 

２．採用計画に基づく採用人事（環境・技術）について（候補者提案・審査員選出） 

回収資料２ 

研究科長から、平成 30 年 11 月 7 日 開催の人事委員会で協議・了承を得た候補者を環境・

技術部門講師（テニュアトラック）採用候補者としたい旨の提案があり、サーチ委員の代

表者から資料に基づき補足説明の後、審査を開始することが承認された。 

次に、採用審査委員として３名が投票により選出され、外部審査員 1名について、研究科

長から候補者提案があり承認された。 

最後に、研究科長から、平成 30年 12 月教授会で第一読会・投票を予定していること及び

発令予定日は平成 31 年４月１日であることがアナウンスされた。 
 
 
３．採用計画に基づく採用人事（現代経済）について（候補者提案・審査員選出） 

回収資料３ 

研究科長から、平成 30 年 11 月 7 日 開催の人事委員会で協議・了承を得た候補者を現代

経済部門准教授採用候補者としたい旨の提案があり、サーチ委員の代表者から資料に基

づき補足説明の後、審査を開始することが承認された。 

次に、採用審査委員として３名が投票により選出された。 

最後に、研究科長から、平成 30年 12月教授会で第一読会、平成 31年１月教授会で第二 

読会・投票を予定していること、発令予定日は 2019 年９月１日の予定であることがア 
ナウンスされた。 

 

 

４．昇任人事（経済文化情報）について                  回収資料４ 
研究科長から、平成 30 年 11 月 7 日 開催の人事委員会の協議を踏まえて、今村和宏准 
教授の教授昇任人事について提案があり、審査を開始することが承認された。 
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次いで、昇任審査委員候補５名 の審査員の 提案があり、承認された。 
最後に、平成 31 年 1 月の教授会で第一読会・可否投票を行う予定である旨及び 発令 
予定日は平成 31 年２月１日である旨、報告があった。 

 
５．採用計画に基づく採用人事（経済理論）について（サーチ委員選出） 

研究科長から、大学人事委員会へ要望していた経済理論部門の人事が認められことの報告

があり、この人事進行について承認された。 
サーチ委員として 5 名の委員が 決定された。 

 
 

６．採用計画に基づく採用人事（現代経済）について（サーチ委員選出） 
研究科長から、大学人事委員会へ要望していた現代経済部門の人事が認められことの報告

があり、この人事進行について承認された。 
サーチ委員として 5 名の委員が 決定された。 

 
 

７．採用計画に基づく採用人事（経済政策）について（第一読会、決定） 

平成 30 年 10月 10日開催の教授会で経済政策部門講師（テニュアトラック）採用審査に 

付すと決定した候補者の審査報告を行った。質疑応答の後、可否投票を行い、同候補者の

講師（テニュアトラック）採用を決定した。研究科長から発令予定日は平成 31 年 1 月１

日の予定であることが報告された。 

 

 

８．その他 

  なし 

 

 

 

（経済学研究科・経済学部教授会） 
Ⅰ．審議事項 
１．次期研究科長・学部長の選出について                   資料１ 

研究科長から、資料に基づき「経済学研究科長選考内規」について説明があり、続い

て、定足数の確認の後、投票により岡田羊祐教授が次期研究科長・学部長に選出され

た。 

 
２．2019 年度レアプランについて                       資料２ 

研究科長から、資料に基づき説明があり、承認された。 

 
 ３．2019 年度非常勤講師について 
   １）非常勤講師担当科目の承認                      資料３ 

研究科長から資料にある科目を、非常勤講師担当科目とすることについて提案があ 
り、承認された。 
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   ２）新規非常勤講師の承認                      回覧資料１ 
     新規非常勤講師について担当教員から説明があり、承認された。 

河辺 尚昭氏 「現代経済論Ｄ」 
山田 京子氏 「経済の日本語上級Ⅰ」「経済の日本語中上級」 
村内 佳子氏 「計量ファイナンス特論 BⅠ」「計量ファイナンス特論 BⅡ」 
石川 智基氏 「医療産業論」 

小島 庸平氏 「現代経済史」 
 

４．客員教授の名称付与（更新）について 

研究科長から、計量ファイナンス特論ＢⅠ、ＢⅡを担当することとなった村内佳子氏に

2019 年度から、客員准教授名称を付与することを提案があり、承認された。 

 
５．2019 年度科目の新設・廃止について                    資料４ 

科目担当者から資料に基づき新設及び廃止の必要性について説明の後、研究科長から、 
新設及び廃止について提案があり、承認された。 
申請者 塩路悦朗   新設 マクロ経済特論 A-F 

申請者 塩路悦朗   廃止 金融経済論１（数値分析） 

申請者 岡室博之   新設 経済学のための実践的データ分析 

申請者 杉田洋一   新設 応用経済政策分析 

 
６．経済研究所教員の経済学部ゼミナール担当について                 資料５ 

研究科長から資料に基づき説明があり、承認された。 
 
７．2019 年度経済学部「グローバル・リーダーズ選抜クラス」選抜実施要項について 

資料６ 
冨浦教育担当評議員から、資料に基づき説明があり、実施要項案について承認された。 

 
８．交流学生の受入期間延長について 

研究科長から交流学生の受入期間延長について説明があり、承認された。 
 
９．その他 
  なし 
  
 
 

Ⅱ．報告事項 
１．平成 30 年度学生生活実態調査実施について                 資料７ 

学生委員会委員から、資料に基づき報告があった。 
 
 
２．学部３年生以上の低 GPA 学生への対応について 
  研究科長から、低 GPA 学生について報告があり、必要に応じて対応を依頼した。 
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３．平成 31 年度学年暦について                   （評 11.7）資料８ 
研究科長から、資料に基づき報告があった。 

 
 
４．第３期全学情報化グランドデザインについて           （評 11.7）資料９ 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 
 
 
５．国立大学法人一橋大学入試手当支給細則の一部改正について    （部 10.3）資料 10 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 
 
 
６．平成 31 年度大学入試センター試験の監督者説明会の開催について  （部 11.7）資料 11 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 
 
 
７．平成 30 年度キャンパス・ハラスメント防止研修について      （部 11.7）資料 12 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 
 
 
８．ハラスメント相談の現状について               （部 11.7）（資料なし） 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 
 
 
９．過半数代表者の選出について                  （部 11.7）資料 13 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 
 
 
10．平成 30 年度総合防災訓練の実施について            （部 11.7）資料 14 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 
 
 
11．一橋祭期間中の自動車等の構内乗り入れ規制の実施について    （部 11.7）資料 15 

研究科長から、資料に基づき報告があった。 
 
 
12．社会科学古典資料センター設立 40 周年記念行事の開催について （部 11.7）回覧資料２ 

研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 
 
 
13．メルボルン大学との大学間交流協定（学術・学生）の締結について（更新） 

（評 11.7）回覧資料３ 
研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 

 
 
14．ウィーン大学との大学間交流協定（学術・学生）の締結について（更新） 

（評 11.7）回覧資料４ 
研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 

 
 
15．トレント大学との大学間交流協定（学術・学生）の締結について（更新） 

（評 11.7）回覧資料５ 
研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 
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16．経営管理研究科国際企業戦略専攻とインド経営大学院バンガロール校との部局間交流協

定（学生）の締結について（更新）             （評 11.7）回覧資料６ 
研究科長から、回覧資料に基づき報告があった。 

 
 
17．その他 

   １）次期教育研究評議員選挙（予告）について 
         研究科長から「評議員及び大学院教育専門委員選考内規」に基づき、 

次回 12 月教授会で次期評議員の選挙を行う旨の予告があった。 

 

   ２）平成 30 年度末の予算執行について 
      研究科長から、毎年度 3 月末日までに物品及び役務提供を完了させる必要があるた 

め、支出関係書類については、例年同様期限を設定するので協力願う旨の報告があっ 
た。 

 
   ３）データサイエンスシンポジウム 2018 一橋大学×東京工業大学×帝国データバン  

  クについて                         資料机上配布 
研究科長から、データサイエンスシンポジウム 2018 一橋大学×東京工業大学×帝 
国データバンクについて告知があった。 

 
   ４）「学長見解 一橋強化プラン（６）：社会人教育への貢献」について 資料机上配布 

研究科長から、資料に基づき説明があった。 
 
   ５）平成 30 年度全教職員を対象とした情報セキュリティ研修に係る報告 

資料机上配布 
研究科長から、資料に基づき説明があった。 

 
 

    
Ⅲ．次回議事予定   

平成３０年１２月１２日（水）１３時３０分 定例教授会 


