
日 時　 平成２９年４月１９日（水）　１６：３０～１７：２０　

場 所　 法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■ ９人

■公共経済コース■ ６人

１．審議事項

〔１〕 平成28年度第13回国際・公共政策教育部教授会議事要録（案）について 資料 1

〔２〕 休学について 資料 2

〔３〕 2017/2018年アジア公共政策プログラム学年暦について 資料 3

〔４〕 2017/2018年アジア公共政策プログラムレアプランについて 資料 4

〔５〕 平成30年度入学試験について 資料 5

〔６〕 2017/2018アジア公共政策プログラム学生募集要項について 資料 6

〔７〕 資料 7

〔８〕 資料 8

２．報告事項

〔１〕 資料 9

〔２〕 資料 10

〔３〕 資料 11

平成２９年度　第1回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

交換留学生の派遣について

平成30年度入学試験説明会（6/28（水））について

平成29年度入学試験合格者について（アジア公共政策プログラム）

平成29年度入学試験合格者について（GG(外交政策サブプログラム)）

平成29年3月修了者の進路について

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき報告があった。

資料に基づき報告があった。

資料に基づき報告があった。



〔４〕 資料 12

〔５〕 資料 13

〔６〕 資料 14

３．その他

〔１〕 資料 15

教育部教授会：　平成２９年５月２４日（水）　１６：３０～　法科大学院会議室〈次回開催予定日〉

平成29年4月現在の在籍者数について

平成29年度インターンシップ及びコンサルティング・プロジェクト支援について

平成29年度学長裁量経費（大学戦略推進経費分）について

平成29年度上半期の主な行事予定について

資料に基づき報告があった。

資料に基づき報告があった。

資料に基づき報告があった。

資料に基づき説明があった。



日 時　 平成２９年５月２４日（水）　１６：３０～１７：１０　

場 所　 法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■ ８人

■公共経済コース■ ７人

１．審議事項

〔１〕 平成29年度第1回国際・公共政策教育部教授会議事要録（案）について 資料 1

〔２〕 休学について 資料 2

〔３〕 平成29年度国際・公共政策教育部予算の配分等について 資料 3

〔４〕 平成30年度秋季入学試験について（PL,GG,PE） 資料 4 別添資料

〔５〕 平成30年度冬季入学試験日程について（PL,GG,PE） 資料 5

〔６〕 平成29年度論文審査員の選出について（ＡＰＰＰ） 資料 6

〔７〕 平成30年度第1回入学試験説明会（6月28日）資料について 資料 7

〔８〕 平成30年度第2回入学試験説明会（7月5日）について 資料 8

〔９〕 平成29年度マーストリヒト大学からの交換留学生の受入れについて 資料 9

２．報告事項

〔１〕 資料 10

平成２９年度　第２回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

平成29年度入学試験合格者について（ＡＰＰＰ）

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、修正等が必要な場合は連絡をするよう要請があった。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、マーストリヒト大学からの交換留学生の受入れを承認した。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、日程確認の要請があった。なお、入学試験名称については、冬季入学試
験から春季入学試験に戻す旨の説明があった。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき報告があった。



〔２〕 資料 11

３．その他

〔１〕 平成29年度公共政策大学院連絡協議会について 資料 12

〔２〕 資料 13

〔3〕

　　　場所： 西キャンパス　インテリジェントホール

教育部教授会：　平成２９年６月２１日（水）　１６：３０～　法科大学院会議室〈次回開催予定日〉

第4回「18歳からの国際・公共政策セミナー」アンケート集計結果について

資料に基づき報告があった。

平成29年度下半期の主な行事予定について

第5回「18歳からの国際・公共政策セミナー」の開催について

　　　日時： 2017年6月8日（木）　５限（17：10～18:55）

7月に開催される公共政策大学院連絡協議会について説明があった。

資料に基づき説明があった。なお、3月については、前回の認証評価での指摘事項に沿って、修了
判定承認のための臨時教授会を3月7日に開催し、定例教授会については、第3水曜日が祝日のた
め翌日に開催したい旨の説明があり、承認された。

第5回「18歳からの国際・公共政策セミナー」を下記の日程で行う旨の報告があった。



日 時　 平成２９年６月２１日（水）　１６：３０～１７：００　

場 所　 法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■ 7人

■公共経済コース■ 6人

１．審議事項

〔１〕 平成29年度第２回国際・公共政策教育部教授会議事要録（案）について 資料 1

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

〔２〕 平成30年度春季入学試験日程について（PL,GG,PE） 資料 2

〔３〕 平成30年度第２回入学試験説明会（7月5日）資料について 資料 3

〔４〕 平成29年度ボッコーニ大学からの交換留学生の受入れについて 資料 4

２．報告事項

〔１〕 資料 5

〔２〕 資料 6

３．その他

〔１〕 資料 7

〔２〕 新成績評価基準について 資料 8

〔３〕 資料 9

教育部教授会：　平成２９年７月１９日（水）　１６：３０～　法科大学院会議室〈次回開催予定日〉

平成29年度下半期の主な行事予定の修正について

平成２９年度　第３回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

平成29年度入学試験合格者について（ＡＰＰＰ）

第5回「18歳からの国際・公共政策セミナー」アンケート集計結果について

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があった。

資料に基づき説明があった。

資料に基づき報告があった。

第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、修正等が必要な場合は連絡をするよう要請があった。

資料に基づき説明があり、原案どおり交換留学生の受入れを承認した。

資料に基づき報告があった。



日 時　 平成２９年７月１９日（水）　１６：３０～１７：４０　

場 所　 法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■ 7人

■公共経済コース■ 8人

１．審議事項

〔１〕 平成29年度第３回国際・公共政策教育部教授会議事要録（案）について 資料 1

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

〔２〕 平成29年度修了判定について（APPP） 資料 2

〔３〕 平成29年度研究論文審査員の選出について（外交サブプログラム） 資料 3

〔４〕 外部評価について 資料 4 回収資料

２．報告事項

〔１〕 資料 5

資料に基づき報告があった。

３．その他

〔１〕 認証評価資料について 資料 6

〔２〕 資料 7

〔３〕

春・夏学期授業科目の成績評価表の提出期限について説明があった。

〔４〕 春・夏学期教員と学生との意見交換会の実施について

教育部教授会：　平成２９年９月７日（木）　１６：３０～　法科大学院会議室

（平成30（2018）年度秋季入学試験　第1次試験（筆記試験）合否判定会議等）

〈次回開催予定日〉

平成２９年度　第４回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

第1回・第2回「入学試験説明会」アンケート集計結果について

学生との意見交換会の実施について要請があった。

春・夏学期授業科目の成績評価表の提出について（提出期限：8月7日（月））

JICA開発大学院連携プログラムについて

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき認証評価の申請に必要な資料の作成及び確認について協力依頼があった。

資料に基づきJICAでの新たな奨学金制度の創設について説明があった。



日 時　 平成２９年９月７日（木）　１６：３０～　

場 所　 法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■ 8人

■公共経済コース■ 6人

１．審議事項

〔１〕 平成29年度９月修了判定について 資料 1

回収資料　１

〔２〕 平成30年度秋季入学試験第１次試験（筆記試験）合否判定について 回収資料　２

〔３〕 学生の休学および退学について 資料 2

〔４〕 APPP正規学生（国費留学生（大使館推薦））の受入れについて 資料 3

〔５〕 非常勤講師の採用者変更について 資料 4

回収資料　３

〔６〕 点検・評価報告書について

教育部教授会：　平成２９年９月１５日（金）　１９：００～　法科大学院会議室

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

事前送付の資料に基づき説明があり、追加意見等がある場合には10日（日）までに提
出するよう依頼があった。

〈次回開催予定日〉

（平成30（2018）年度　秋季入学試験合否判定会議等）

平成２９年度　第５回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。（資料１修了者数合計欄訂正）

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。



日 時　 平成２９年９月１５日（金）　１９：００～　

場 所　 法科大学院会議室

出席予定者　

■国際・行政コース■ 9人

■公共経済コース■ 4人

１．審議事項

〔１〕 平成30年度秋季入学試験合格者決定について

〔２〕 平成30年度春季学生募集要項について 資料1-1　一般選考

資料1-2　社会人特別選考

資料1-3　留学生特別選考

〔３〕

〔４〕 その他

教育部教授会：　平成２９年１０月１８日（水）　１６：３０～　法科大学院会議室

平成２９年度　第６回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

回収資料

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

資料1-4　個別出願資格審査

ボッコーニ大学及びマーストリヒト大学への派遣交換留学生の募集について 資料2

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

院長から、以下の２点について報告および協力依頼があった。
　・経済研究所、商学研究科、経済学研究科と合同で、12月に日銀総裁の講演会を開
催予定である。
　・10月中にＩＰＰ留学生と日本人学生との懇親パーティ（学生主体）を開催を検討して
いる。

〈次回開催予定日〉



日 時　 平成２９年１０月１８日（水）　１６：３０～　
場 所　 法科大学院会議室

出席者　 16名

■国際・行政コース■ ９人

■公共経済コース■ ７人

１．審議事項

〔１〕 平成29年度　国際・公共政策教育部教授会議事要録（案）について（第4回～第6回） 資料１

〔２〕 平成30年度「入学試験合格者事前説明会・懇親会」の開催（11/15（水））について 資料2

〔３〕 平成30年度「春季入学試験説明会」の開催（12/6(水)）について 資料3

〔４〕 ＩＰＰ成績説明請求制度の運用について 資料4

2．報告事項

〔１〕 平成29年度ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ及びｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等助成の審査結果（第2次申請）について 資料5

〔２〕 平成29年10月1日現在の在籍者数等について 資料6

〔３〕 平成30年度春季入学試験日程について 資料7

〔４〕 外部評価委員会の開催（11/2（木））について 資料8

3．その他

〔１〕 平成30年度レアプランの作成について（締切：11/30（木））

〔２〕 IPP International Autumn Night in Englishの開催について（この後18：30～）

教育部教授会：　平成２９年１１月１５日（水）　１６：３０～　学術総合センター6階601会議室

平成２９年度　第７回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料に基づき説明があり、説明担当者の一部変更を除いて承認された。

上記２件について協力依頼があった。

〈次回開催予定日〉

合格者説明会／懇親会：　教授会終了後　１８：００～　如水会館１階コンファレンスルーム

資料に基づき説明があり、審議の結果、「成績説明請求依頼書について」の５を削除するとともに、運用方法を一部見
直すことが承認された。

併せて、学生からの成績訂正希望への対応について、審議の結果、原則としては認めないものとするが、各種事情を
考慮して教員裁量で成績訂正を認めようとする場合は、教授会の審議事項とすることが承認された。

資料に基づき報告があった。

資料に基づき報告があった。

資料に基づき報告があった。

資料に基づき報告があった。



日 時　 平成２９年１１月１５日（水）　１６：３０～　

場 所　 千代田キャンパス　学術総合センター６階601会議室

出席者　

■国際・行政コース■ ７人

■公共経済コース■ ７人

１．審議事項

〔１〕 平成29年度　国際・公共政策教育部教授会議事要録（案）について（第7回） 資料１

〔２〕 成績説明請求制度の運用等について 資料２

〔３〕 2018年ボッコーニ大学交換留学派遣審査結果について 資料3

2．報告事項

〔１〕 平成29年度　研究論文提出要領について 資料4

〔２〕 平成29年度　インターンシップ報告会の開催について 資料5

3．その他

※ 18：00～合格者説明会／懇談会　    如水会館１階コンファレンスルーム

教育部教授会：　平成２９年１２月２０日（水）　１６：３０～　法科大学院会議室

資料４に基づき報告があった。

資料５に基づき報告があった。日程については担当教員により再調整することとなった。

当日配付資料「指定国立大学法人部会による指摘事項に対する構想調書<骨子>」（29.11.15
部局長会議資料1）に基づき、説明があった。

〈次回開催予定日〉

平成２９年度　第８回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

資料１に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料２に基づき説明があり、「成績説明請求依頼書について」の４について、一部修正（加筆）
を行うことをもって承認された。

資料３に基づき説明があり、原案どおり承認された。



日 時　 平成２９年１２月２０日（水）　１６：３０～　

場 所　 マーキュリータワー　法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■ 8名

■公共経済コース■ 8名

１．審議事項

〔１〕 平成29年度　国際・公共政策教育部教授会議事要録について（第8回） 資料１

〔２〕 2018年度グローバル・ガバナンスプログラム（外交政策サブプログラム：一般選考）

募集要項について 資料２

〔３〕 平成30年度　時間割、講義レアプランについて（H29.12.20時点） 資料3

〔４〕 平成30年度　非常勤講師の採用について 資料4

回収資料

2．報告事項

〔１〕 平成29年度　国際・公共政策大学院外部評価報告書について 資料5

〔２〕 平成29年度　個別出願資格審査の結果について 資料6

〔３〕 平成30年度　春季入学試験説明会（29.12.6東京国際フォーラム）来場者アンケート

集計結果について 資料7

〔４〕 平成29年度　ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ及びｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等助成の審査結果（第3次申請）

について 資料8

〔５〕 平成30年度　ＩＰＰ学年歴について 資料9

3．その他

引き続き、平成29年度第3回ＦＤ委員会を開催します。

教育部教授会：　平成３０年１月２４日（水）　１６：３０～　法科大学院会議室

平成２９年度　第９回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

資料１に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

資料2に基づき説明があり、原案どおり承認された。

資料３に基づき説明があり、審議の結果、引き続き調整を図ることとして、本日時点では原案どおり
承認された。

〈次回開催予定日〉

資料４及び回収資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

資料５に基づき報告があった。

資料６に基づき報告があった。

資料７に基づき報告があった。

資料８に基づき報告があった。

資料９に基づき報告があり、併せて、秋冬学期の履修登録も年度当初に行うことが承認された。



日 時　 平成３０年１月２４日（水）　１６：３０～　
場 所　 マーキュリータワー　法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■ 9名

■公共経済コース■ 7名

１．審議事項

〔１〕 平成29年度　国際・公共政策教育部教授会議事要録について（第9回） 資料１

〔２〕 上海財経大学との部局間学術交流協定の更新について 資料２

〔３〕 国際・公共政策教育部ＦＤ委員会内規の制定について 資料３

〔４〕 平成30年度　非常勤講師の採用について 資料４／回収資料

〔５〕 平成29年度　研究論文審査員の選出について 資料５

〔６〕 平成30年度　時間割、講義レアプランについて（H30.1.19時点） 資料６

〔７〕 非常勤講師への客員教授の名称付与について 資料７／回収資料

〔８〕 平成30年度　春季入学試験第１次書類選考結果について

2．報告事項

〔１〕 平成30年度　春季入学試験志願者数について 資料8

3．その他

教育部臨時教授会（合格判定会議）：　平成３０年２月８日（木）　１７：００～　法科大学院会議室

教育部教授会：　平成３０年２月２１日（水）　１６：３０～　法科大学院会議室

中国人民大学との学術交流および学生交流協定、およびKULとのダブルディグリー協
定についても今後審議予定であることが報告された。

〈次回開催予定日〉

資料４および回収資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

資料５に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

資料６に基づき、共通必修科目の追加、科目の廃止について説明があり、本日時点で
は原案どおり承認された。

資料７および回収資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

今回の春季入試については入試日程の都合上、当該選考結果を1月25日開催の入試
委員会に一任することが提案され、承認された。

平成２９年度　第１０回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

資料１に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

資料２に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

資料３に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

資料８に基づき報告があった。



日 時　 平成３０年２月８日（木）　１７：００～　
場 所　 法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■ 8名

■公共経済コース■ 4名

１．審議事項

〔１〕 平成30年度春季入学試験合格者決定について（PL/ GG/PE）

〔２〕 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１

２．報告事項

〔１〕 資料２

３．その他

〔１〕 2018年度IPP同窓会の開催について

教育部教授会：　平成３０年２月２１日（水）　１６：３０～　法科大学院会議室

平成２９年度　第１１回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

回収資料

回収資料に基づき、各プログラム入試委員（クォン、渡辺、片山）から説明があり、審議の結果、原案
どおり承認された。

資料１に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

平成30年度４月の行事予定について

資料２に基づき報告があった。

2018年度ＩＰＰ同窓会の日程について、検討している旨の報告があった。

〈次回開催予定日〉



日 時　 平成３０年２月２１日（水）　１６：３０～　

場 所　 マーキュリータワー　法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■

■公共経済コース■

１．審議事項

〔１〕 平成29年度　国際・公共政策教育部教授会議事要録について（第10回、第11回） 資料１

〔２〕 ルーヴァン・カトリック大学との部局間学生交流協定（ダブルディグリー）の締結について 資料２

〔３〕 中国人民大学との部局間学術・学生交流協定の締結について 資料３

〔４〕 平成30年度　特任教授／非常勤講師等の採用について 資料４／回収資料

〔５〕 国際・公共政策大学院案内（パンフレット）2018-2019の作成について 資料５

〔６〕 学生の退学について 資料６

2．報告事項

〔１〕 平成29年度　ＩＰＰ学位記授与式等について 資料７

〔２〕 平成29年度　ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ及びｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等助成の審査結果（追加申請） 資料８

について

3．その他

教育部教授会：　平成３０年３月２２日（木）　１６：３０～　法科大学院会議室〈次回開催予定日〉

資料４に基づき説明があり、審議の結果、２名は保留となったが、他は原案どおり承認された。

資料５に基づき説明があり、審議の結果、海外留学等の情報を追加することで、原案どおり承認された。

資料６に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

資料７に基づき、報告があった。

資料８に基づき、報告があった。

資料３に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

平成２９年度　第１２回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

９名

８名

資料１に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

資料２に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。



日 時　 平成３０年３月７日（水）　１２時３０分～　

場 所　 法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■

■公共経済コース■

１．審議事項

〔１〕 回収資料

〔2〕

2．その他

教育部教授会：　平成３０年３月２２日（木）　１６：３０～　法科大学院会議室〈次回開催予定日〉

平成２９年度　第１３回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

９名

２名

平成２９年度国際・公共政策大学院修了判定について

回収資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

その他



日 時　 平成３０年３月２２日（木）　１６：３０～　

場 所　 マーキュリータワー　法科大学院会議室

出席者　

■国際・行政コース■ ９名

■公共経済コース■ ５名

１．審議事項

〔１〕 平成29年度　国際・公共政策教育部教授会議事要録について（第１２回、第１３回） 資料１

〔２〕 非常勤講師等の採用等について 資料２／回収資料

〔３〕 平成30年度　レアプランについて 資料３

〔４〕 平成30年度　ＩＰＰ業務分担一覧について 資料４

〔５〕 学生の休学について 資料５

2．報告事項

〔１〕 客員教授の称号付与について

〔２〕 平成30年度　ＩＰＰ学年歴について 資料６

〔３〕 平成30年４月入学予定者数について 資料７

〔４〕 平成30年度  ＴＡ申請の締切について（3/26締切） 資料８

〔５〕 平成30年度　新入生ガイダンスの開催について（4/5開催） 資料９

〔６〕 平成30年度　大学戦略推進経費（学長裁量経費）の申請について 資料10

3．その他

〔１〕 授業評価アンケートの結果報告について 資料11

〔２〕 ＩＰＰ懇親会（４月教授会後）のお知らせ

教育部教授会：　平成３０年４月１８日（木）　１６：３０～　法科大学院会議室

平成２９年度　第１４回　国際・公共政策教育部教授会議事要録

資料１に基づき説明があり、審議の結果原案どおり承認された。

資料２および回収資料に基づき説明があり、審議の結果原案どおり承認された。

資料３に基づき前回教授会資料からの変更点について説明があり、審議の結果原案どおり承認
された。

〈次回開催予定日〉

資料４に基づき説明があり、審議の結果原案どおり承認された。

資料５に基づき説明があり、審議の結果原案どおり承認された。

第10回教授会で決定した客員教授称号付与についての学長への依頼について、結果報告があっ
た。

資料６に基づき報告があった。

資料７に基づき報告があり、今後の取組みに関する意見交換がなされた。

資料８に基づき報告があった。

資料９に基づき報告があった。

資料10に基づき報告があった。

資料11に基づき、12月開催FD委員会での提案について協力依頼があった。

4月教授会後に懇親会を開催する旨の提案があった。




