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平成 28 年度 第４回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 28年７月 20日（水）15：40～16：55 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 52名 

 

配布資料 

１ 平成28年度第３回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２（教務案件） 

（学士課程） 

２－１ 平成28年度授業関係について 

２－２ 学生の異動について 

２－３ インターンシップ学生の受入れについて 

（大学院課程） 

２－１ 平成28年度授業関係について 

２－２ 学生の異動について 

２－３ 研究生について 

２－４ 海外交流学生について 

３ 理由書（９，10時限の授業開講） 

４ 東京工業大学生命理工学院における東京工業大学特別研究員の称号付与に関する申合せ（案） 

５ 東京工業大学生命理工学院情報セキュリティ実施手順（案） 

追加 オープンキャンパス2016（７類チラシ） 

 

プロジェクタ資料 

１－１ 特任教員等の教員選考委員会の設置について（案）（共同研究に係る特任助教） 

１－２ 特任教員等の教員選考委員会の設置について（案）（学士課程及び大学院課程専門科目の英

語授業開講に係る特任教授） 

２ 予備教育生（日韓共同理工系学部留学生）の審議について（依頼） 

３ 東京工業大学大 学院特別専門学修プログラム開設申請書 

４ 東京工業大学情報生命博士教育課程規程一部改正案新旧対照表 

５ Charter of TAIST - Tokyo Tech 

６ 共同研究講座設置期間更新申込書等 

７ 東京工業大学 STAR Searchの利用について 

８ 今後の人事計画について（案） 

９ 2016年 4－5月度全学サイト運用レポート等 

10 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について 

11 平成 28年度第１回研究不正防止のための研修会 

12 科研費研究計画調書の書き方講座及び説明会のご案内 

13 平成 28年度会計事務に関する研修会（第 1回）の出席者数及びアンケート結果について 

14 2016 年度夏季の節電と省エネ対策について 

15 平成 29年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧 

16 奨学寄附金受入審査会における受入金額の推移 

17 TokyoTechブランド名刺のフォントサイズの変更について 

18 第 29回大岡山蔵前ゼミ 

19 T2BOX 

20 researchmap への研究者情報の登録・更新のための確認について（通知） 

21 平成 28年度国立大学法人東京工業大学早期退職に係る募集実施要項（案） 



2 
 

22 修学支援基金の設置に伴う国立大学法人東京工業大学基金規則等の一部改正等について 

23 東京における学術系国際会議誘致促進のための連携に関する協定書 

24 キャンパス整備計画室廃止及び諸規則改正について 

25 平成 28年度固定資産実査について（案） 

26 国立大学法人東京工業大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領について 

27 平成 28年度９月東京工業大学学位記授与式及び平成 28年度９月東京工業大学大学院入学式に

ついて 

28 準客員若手研究員受入れについて 

29 東京工業大学特別研究員称号付与及び称号付与の期間変更について 

30 すずかけ台キャンパスワーキング（SCWG）について 

31 （すずかけ台）環境整備（駐車場）工事に伴う駐車台数について 

32 地元自治会との懇談会プログラム 

33 中学校職場体験について 

34 本館 127号室（すずかけ台教員控室）のプリンター等について 

35 平成 28年度すずかけ祭決算表について 

36 平成 28年度各種委員会等名簿 

37 生命理工学院の新産学連携イメージ 

 

○現在員 76名，公務出張等 10名，定足数 34名に対して出席者 53名で教授会成立 

○資料１に基づき，前回議事要録（案）を承認した。 

 

議事要旨 

Ⅰ 審議事項 

（学士課程） 

１－１ 平成28年度授業関係について 

学院長から，資料２-１（学士）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを

承認した。 

１－２ 学生の異動について 

学院長から，資料２-２（学士）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを

承認した。 

１－３ インターンシップ学生の受入れについて 

学院長から，資料２-３（学士）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを

承認した。 

（大学院課程） 

１－１ 平成28年度授業関係について 

学院長から，資料２-１（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承

認した。 

１－２ 学生の異動について 

学院長から，資料２-２（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承

認した。 

１－３ 研究生について 

学院長から，資料２-３（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承

認した。 

１－４ 海外交流学生について 

学院長から，資料２-４（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承

認した。 

２ 特任教員等の教員選考委員会の設置について 
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（１）共同研究に係る特任助教 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１－１に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを

承認した。 

（２）学士課程及び大学院課程専門科目の英語授業開講に係る特任教授 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１－２に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを

承認した。 

３ 予備教育生（日韓共同理工系学部留学生）の受入れについて 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認し

た。 

 ４ ９，10時限の授業開講について 

学院長から，資料３に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

５ 部局規則等の制定について 

（１）東京工業大学生命理工学院における東京工業大学特別研究員の称号付与に関する申合せ（案） 

学院長から，資料４に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

６ 東京工業大学生命理工学院情報セキュリティ実施手順の制定について 

学院長から，資料５に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

   太田評議員から，平成28年度第４回教育研究評議会の審議概要等について報告・説明があった。 

【第４回28．７．１開催】 

（１）特別専門学修プログラム開設申請について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（２）東京工業大学情報生命博士教育課程規程の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（３）TAIST-Tokyo Tech Charterの改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（４）「共同研究講座の設置期間の更新」について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（５）教育研究に関する諸問題について 

（６）その他 

①東京工業大学STAR Searchについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成28年度第６回及び第７回部局長等会議の審議概要等について報告・説明があ

った。 

【第６回28．６．17開催】 

（１）今後の人事計画について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（２）全学サイト及び学院Webサイト運用レポートについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（３）外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（４）平成28年度研究不正防止のための研修会（第1回）の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（５）科研費研究計画調書の書き方講座及び科研費説明会のご案内（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（６）平成28年度会計事務に関する研修会（第１回）の出席者数及びアンケート結果について

 （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（７）2016年度夏季の節電と省エネ対策について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（８）平成29年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（９）奨学寄附金受入審査会における受入金額の推移について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（10）平成28年度研究助成等一覧（H28.5.27～H28.6.9）受付分について 

（11）部局等の現状と諸問題について 

（12）その他 

①TokyoTechブランド名刺のフォントサイズの変更について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

②第29回大岡山蔵前ゼミについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

【第７回28．７．１開催】 
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（１）添付ファイルを抑制するファイル共有システムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（２）researchmapへの研究者情報の登録・更新のための確認通知について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（３）早期退職希望者の募集について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（４）修学支援基金の設置に伴う国立大学法人東京工業大学基金規則等の一部改正等について 

                                   （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（５）東京都「学術系国際会議誘致促進事業」にかかる協定締結について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（６）キャンパス整備計画室廃止及び諸規則改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（７）固定資産の実査について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（８）障害を理由とする差別の解消の推進に関する本学の対応について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（９）平成28年度９月東京工業大学学位記授与式及び平成28年度９月東京工業大学大学院入学式

について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（10）平成28年度研究助成等一覧（H28.6.10～H28.6.23）受付分について 

（11）部局等の現状と諸問題について 

（12）その他 

 ３ 本学院関係 

（１）準客員若手研究員受入れについて 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 28に基づき，本準客員若手研究員受入れについて報告があっ

た。 

（２）東京工業大学特別研究員称号付与及び称号付与の期間変更について 

   学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 29に基づき，本称号付与及び称号付与の期間変更について報

告があった。 

４ 系主任・コース主任会議関係 

学院長から，教育関連として，以下の事項について説明があった。 

 ・クオーター制導入に伴う諸問題の報告について 

 ・大学院科目の英語授業について 

５ 各種委員会等関係 

（１）生命国際関係室関係 

特になし 

（２）研究企画推進委員会関係 

太田副学院長（研究担当）から，以下の事項について説明があった。 

・共通機器更新・新規購入希望リストの作成について 

（３）安全衛生委員会関係 

中村副学院長（総務担当）から，以下の事項について説明があった。 

    ・ヘルメットの置き場所等の取扱いについて 

    ・エレベーターでの液体窒素の運搬方法の変更について 

  （４）高校生・受験生のためのオープンキャンパス２０１６について 

     秦オープンキャンパス委員会主査から，追加資料（７類チラシ）に基づき，本オープンキ

ャンパス2016について，改めて概要説明及び協力依頼があった。 

６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 

   学院長から，平成28年度第４回すずかけ台地区部局長等懇談会の概要等について報告・説明が

あった。 

（１）すずかけ台キャンパスワーキング（SCWG）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（２）（すずかけ台）環境整備（駐車場）工事について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（３）地元自治会との懇談会プログラムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（４）中学校職場体験について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（５）本館127号室（すずかけ台教員控室）のプリンター等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

（６）その他 
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①平成28年度すずかけ祭決算表について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

②中央広場へのベンチの配置について 

７ その他 

（１）平成28年度各種委員会等委員の追加について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36に基づき，本平成28年度各種委員会等委員の追加について説

明があった。 

（２）助教の退職について 

学院長から，中島・山田研究室森宙史助教が，８月31日付けで退職予定である旨説明があ

った。 

（３）留学に関する授業関係について 

学院長から，本留学に関する授業関係については，系担当教員会議で説明があったことか

ら，教授会での説明は省略する旨発言があった。 

（４）経理関係等業務の集約化（生命経理室）について 

     学院長から，本経理関係等業務の集約化（生命経理室）について，対象研究室の拡大を図

るため，参加希望研究室を募る予定である旨説明があった。 

（５）生命理工学院の新産学連携について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料37に基づき，本生命理工学院の新産学連携の取組み（案）につ

いて説明があり，併せて，グループ研究に係る公募を行う予定である旨説明があった。 

 

以 上 


