
2023.4
⼀橋⼤学⼤学院
法学研究科

１．2023年度授業開講⽅針
2023年度授業実施⽅針（2023年3⽉現在）の抜粋
１ 原則として対⾯授業とします。
２ ⼀部の授業はオンライン（ライブ配信またはオンデマンド）
３ 対⾯授業でも補講や⼀時的なオンライン開講となる場合あり
４ 情勢によって⾒直しの可能性もあり
授業の開講⽅法︓ CELS（後述）のシラバスで確認できます
授業ごとの最新の状況は⼤学Gmail（後述）、manaba（後述）等でもお知らせされ
る場合あり。
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２．指導教員
・まずは指導（予定）教員にメール連絡してください︕
連絡先は⼤学院学⽣便覧P141に掲載

・指導教員（原則として）
→出願時に希望した教員、または
→⼝述試験で試験官となった教員

・履修登録期間終了（4/14）までに確定、演習・研究指導登録︕
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３．配布物について CELS、manaba、⼤学Gmail

キャンパス内Wifi、MyLibrary等
すべてのID/PWがこれです︕

学⽣証・ID/PW通知書
ID…⼀橋認証ID＝学籍番号を⼩⽂字に（例︓jm23****）
PW…通知書に記載。初期PWは変更を︕
PIN…PWを初期化する時、⾃動発⾏機使⽤時に使⽤

（通知書は写真での保存がおすすめ︕）

・マーキュリータワーのカードキーや
キャンパス⻄⾨、北⾨にも学⽣証が必要です
・⼤切に管理してください︕カード⼜はPIN紛失の場合、
再発⾏に２か⽉2,000円がかかります︕
※学割証（通学定期⽤）︓学⽣証の裏にシールを貼り、⾃分で記載
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４．ご確認ください
（⼊学⼿続書類に同封）

・授業料引き落とし⼝座登録︓未納の場合、除籍になることも
・健康診断キット︓ 健康診断を受診してください
・学研災 振り込み⽇から補償対象です
・個⼈情報の取り扱いについて（該当者のみ要提出）
・学⽣カード 未提出の⽅は必ず提出︕
・安全保障貿易管理誓約書（留学⽣のみ）

（今回の配布物）
・コピーカード 学内の複合機での印刷時に使⽤
・学習と研究に係る誓約書（学⽣証受け取り時に署名して提出）
・授業料免除 ⼤学ウェブサイトの案内に従い学⽣⽀援課に申請
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４－１．研究倫理Eラーニング
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⼀般財団法⼈公正研究推進協会の作成した教材「eAPRIN」
・対象︓⼀橋⼤学の教員・⼤学院⽣等、研究に携わる者
・論⽂提出までに必ず受講することが必要です
・受講案内を⼤学Gmailに送付します



５．⼤学
詳細 https://cc.hit-u.ac.jp/gsuite

・学籍番号（⼀橋認証ID）＠g.hit-u.ac.jp

・連絡は⼤学Gmailからお願いします
・事務室・教員からの連絡も⼤学Gmail
に送ります
・休学中も使⽤可能です
・修了・退学時には60⽇後に全データが
消去されます。

Gmail
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※同時接続は2台まで

詳細 https://1284w.cc.hit-u.ac.jp/wlan

６．1284 Wireless（wifi）

ログインID・PWは
⼤学Gmailと⼀緒︕

hitotsubashiw
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７．CELS・
CELS

https://cels.hit-u.ac.jp/campusweb/

履修登録・成績確認
全学の通知
シラバス参照（教員連絡先もこちら）

ログインID・PWは
⼤学Gmailと⼀緒です︕

manaba

https://manaba.hit-u.ac.jp/

履修科⽬からのお知らせ・レポート提出等

manaba
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７－１．履修登録（CELS）

⼀般向けシラバスでは
⾒られません︕

・どこでもいいので時間割コマを
クリック
・「時間割コード検索」でプログ
ラム（or専攻）ごとの時間割検索が
できます
※検索の際「曜⽇」「時限」を
「指⽰なし」に変更して検索する
とすべての科⽬が検索結果に出て
くるので便利です
・⾃動的に正しい時間帯に登録さ
れます
・⼀部科⽬（学部科⽬等）は登録
できません。
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履修登録⽇程に注意︕
履修登録期間（通年・春夏学期・春学期・夏学期・夏期集中） ４⽉７⽇（⾦）〜４⽉１４⽇（⾦）

履修撤回期間（通年・春夏学期・春学期・夏学期・夏期集中） ４⽉２４⽇（⽉）〜４⽉３０⽇（⽇）

履修変更期間（夏学期・夏期集中） ５⽉１５⽇（⽉）〜５⽉１６⽇（⽕）

履修撤回期間（夏学期・夏期集中） ６⽉１５⽇（⽊）〜６⽉２１⽇（⽔）

履修変更期間（夏期集中） ７⽉６⽇（⽊）〜７⽉７⽇（⾦）

履修撤回期間（夏期集中） ７⽉２８⽇（⾦）〜７⽉３１⽇（⽉）

履修登録期間 （秋冬学期・秋学期・冬学期・冬期集中） ９⽉８⽇（⾦）〜９⽉１５⽇（⾦）

履修撤回期間（秋冬学期・秋学期・冬学期・冬期集中） ９⽉２６⽇（⽕）〜１０⽉２⽇（⽉）

履修変更期間（冬学期・冬期集中） １０⽉１３⽇（⾦）〜１０⽉１６⽇（⽉）

履修撤回期間（冬学期・冬期集中） １１⽉２０⽇（⽉）〜１１⽉２６⽇（⽇）

履修変更期間（冬期集中） １２⽉１４⽇（⽊）〜１２⽉１５⽇（⾦）

履修撤回期間（冬期集中①） １⽉１０⽇（⽔）〜１１⽇（⽊）

履修撤回期間（冬期集中②） １⽉２２⽇（⽉）〜１⽉２３⽇（⽕）

履修撤回期間（冬期集中③） １⽉３０⽇（⽕）〜１⽉３１⽇（⽔）

登録＆変更︓追加も削除も可
撤回︓削除のみ可

11

履修登録について補⾜
・期間外の登録・削除はできません
・必修科⽬（演習・研究指導等）の登録を忘れると、修了要件を満たさなくな
る場合があります。
・履修登録をしたまま出席なし、レポート提出なし、試験を受験しなかった場
合、成績が「F」になります。「F」の数は修了要件とは関連がありませんが、
GPAが下がり、成績証明書にも記載されるので注意が必要です。履修撤回制度
を活⽤してください
・⼀度履修した科⽬の重複履修の条件についてはプログラムごとに異なるので、
⼤学院学⽣便覧等で確認してください
・所属プログラム/専攻以外の科⽬の履修については制限がある場合がありま
す。
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７－２． （講義関係）
• 履修科⽬からの通知

Google Classroomコード
ZOOM URL

レポート提出先など

manaba

CELSで履修登録した内容は、24時間後
にmanabaに反映されます
（科⽬のコースが作成/削除されます）
manabaで「⾃⼰登録」してコース作成
も可能ですが、履修登録期間終了後は
⾃⼰登録は削除されます
履修する科⽬は必ずCELSから登録を︕
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７－３．Google Classroom
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・科⽬によってはGoogle Classroomに動画や資料を掲載したり、レポート等の提出先
として指定している場合があります
・manabaにクラスコードを掲載していますので、manabaに登録し履修⽅法を確認し
てください

⼤学のGoogleアカウ
ントにログイン後、
右上のメニューから
Google Classroomを
選び、クリック

「+」をクリックして
manabaの科⽬コースに掲載
されている「クラスコー
ド」を⼊⼒

⼀覧にクラスが作成される

追加したクラスをクリックし
「授業」タブに移動する



７－４．その他オンライン授業関連
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・Zoomに関しては使⽤⽅法は省略
・CELSダウンロードセンターにも⼿引きを掲載しています

CELS > ダウンロードセンター > 010.【学⽣向け】授業案内 > 01.オンライン授業
『オンライン授業受講の⼿引き(技術編）（学⽣向け）.pdf』を参照

・授業開始⽇（4/10）にはCELS、manabaがつながりにくくなることがあります
なるべく早めに履修登録を始めてください

・教材やスライド、授業の動画等を許可なく公開・使⽤等しないこと︕︕

７－５．成績確認（CELS）

・学期ごとに年4回発表
・成績確認は、CELSの
「履修成績照会」または
「単位修得状況照会」で確認
・GPAは（4.3点満点）で計算
A+＝4.3、A＝4、B=3、C=2、F＝0（不合格）

・E/Fで評価される科⽬（演習・副演習など）
はGPA対象外
・成績証明書にはFの成績、GPAも記載
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８．教務 重要事項

・休学
休学には事前申請が必要です
学期単位（1/4年）で申請可能ですが、２学期科⽬は１学期休学すると履修できなくなります
休学中には授業履修・論⽂提出等できません
・退学・単位修得退学
単位修得退学︓単位修得論⽂を提出して退学した場合 ※単位を取るだけでは単位修得退学にはなりません

退学後5年間は博⼠論⽂の提出可能（論⽂博⼠）

最短修業年限
（修了までに必要な最短在学期間）

※５年⼀貫⽣、⻑期履修者等、例外あり

在学年限
（最短修業年限＋留年可能期間
＝在学できる最⻑期間）

休学期間
（在学期間には含まれない）

修⼠課程 2年 4年 2年

博⼠後期課程 3年（法科⼤学院修了者は2年） 6年 3年

その他は⼤学院学⽣便覧で
ご確認ください
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８-１．修⼠課程 修了要件

・講義科⽬18単位以上
うち８単位以上︓法学・国際関係専攻科⽬、（第⼆演習は４単位まで）
履修可能︓ビジネスロー専攻科⽬、他研究科科⽬、副ゼミ（第⼆演習と合計４単位
まで）、学部科⽬（発展科⽬及び法学基礎科⽬︔8単位まで）、
★指導教員に確認・承認を得ること︕
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演習 研究指導 講義科⽬

１年⽬ 通年4単位 通年2単位 18単位以上

２年⽬ 通年4単位 通年2単位

修了時 計８単位 計４単位 計18単位

・30単位以上＋修⼠論⽂で学位「修⼠（法学）」を授与

詳細は
⼤学院学⽣便覧で
ご確認ください



８-２．博⼠後期課程 修了要件

・法科⼤学院修了者は２年⽬で修了要件充⾜
★指導教員に確認・承認を得ること︕
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研究者養成コース 応⽤研究コース

演習＋研究指導 講義科⽬ 演習＋研究指導 講義科⽬

１年⽬ ４＋２
２単位以上

２＋２
６単位以上２年⽬ ４＋２ ２＋２

３年⽬ ４＋２ ４＋２

修了時 計18単位 計2単位 計14単位 計18単位

・20単位＋博⼠論⽂で「法学（博⼠）」を授与

詳細は⼤学院学⽣便覧で
ご確認ください

１０．連絡先（教務）
法学研究科事務室（法⼈本部棟5F）
平⽇9︓00〜17︓00

law-km.g@ad.hit-u.ac.jp（なるべくメールで）
休学願・退学願提出
各種証明書発⾏（修了証明書、ビザ申請など
履修登録・成績に関する不明点等
論⽂提出
TA・RA⼿続き
コピーカード配布 等

時間に余裕をもっての
依頼、問合せを︕
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１０．連絡先（図書館）
附属図書館
利⽤⽅法は下記ウェブサイトを参照
https://www.lib.hit-u.ac.jp/services/library/calendar/

メール︓ウェブサイトのお問合せフォームより
電話︓042-580-8237（平⽇9:00〜17:00）
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平⽇（⽉〜⾦）
授業期

平⽇（⽉〜⾦）
授業休業期

⼟・⽇・祝⽇
授業期

⼟・⽇・祝⽇
授業休業期

図書館本館 8:40-22:00 8:40-19:00 9:30-20:00 9:30-19:00

⼤閲覧室 8:40-21:30 8:40-18:30 – –

１０．連絡先（その他）
教務課
本館１階東側カウンター
平⽇9︓00〜17︓00

・国費留学⽣等の奨学⾦サイン
・学⽣証再発⾏
・海外派遣留学
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学⽣⽀援課
本館１階⻄側カウンター
平⽇9︓00〜17︓00

・拾得物
・授業料免除・奨学⾦
・学⽣寮
・サークル

その他
保健センター、学⽣相談室、障害学⽣⽀援室、キャリア⽀援室等
有効に活⽤してください︕



実り多い学⽣⽣活を︕
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