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平成 28 年度 第５回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 28年９月 14日（水）15：13～16：43 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 55名 

 

配布資料 

１－１ 平成28年度第４回生命理工学院教授会議事要録（案） 

１－２ 平成28年度臨時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 科目等履修生について 

（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 転コースについて 

２－４ 科目等履修生について 

２－５ 平成29年３月生命理工学院修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

２－６ 平成29年４月生命理工学院博士後期課程進学関係事務日程について 

３ 東京工業大学生命理工学院博士後期課程学生を主任として研究指導する助教に関する申合せ（案） 

 

プロジェクタ資料 

１ 特任教員等の選考について 

２ 国立大学法人10大学大学院理学研究科等間における学生交流に関する申合せ（改正案） 

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 東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項の一部改正について等 

５ 共同研究講座設置申込書（ＳＭＣ(株)）等 

６ 熊本地震による被災大学からの学生受入れに関する運用について 

７ 高校生・受験生のためのオープンキャンパス2016の実施報告 

８ 学長裁量スペースの等価交換について 

９ STARSearch アクセスログ分析結果の報告 

10 東京工業大学リサーチリポジトリ（T2R2）システム全学説明会の開催について 

11 国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則の制定等について 

12 平成28年４月１日に配置換となった任期付教員に係る再任審査の取扱い 

13 平成28年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（第１四半期）の周知徹底について（依頼） 

14 平成28年度東京工業大学手島精一記念研究賞募集要領（著述賞の募集について） 

15 平成28年度「研究の種発掘」支援募集要項等 

16 【初級者向け】英語論文執筆者のためのワークショップ募集要項（案） 

17 東京工業大学における研究倫理教育の取り組み 

18 「材料が拓く未来社会」ポスター（案） 

19 ＴＳＵＢＡＭＥ3.0導入に係る工事について 

20 平成29年4月入学及び平成28年10月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験志願状況 

21 平成28年度（第２回）国際的な共同研究推進のための派遣招へい支援プログラムについて 

22 平成28年度遺伝子組換え実験教育訓練の開催について 

23 研究大学強化促進事業 平成28年度国際シンポジウム開催支援プログラム募集要項 
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24 平成28年度研究不正防止のための研修会（第３回）の開催について 

25 平成28年度補正予算（第２号）における対象予定事業について 

26 日常書面監査状況からの注意事項 

27 出張中の旅程の変更について（注意喚起） 

28 客員研究員等の受入れ及び受入れの期間変更について 

29 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

30 平成28年度動物慰霊祭について 

31 長津田ハウスバス便ルート変更について 

32 ペリパトス・オープンギャラリーについて 

33 平成28年度中学校職場体験 

34 事故・災害等発生報告書 

35 モトテカ連絡会の審議状況について 

36 熊本地震による被災大学からの学生受入れについて 

37 平成28年度各種委員会等名簿 

38 生命理工学院グループ研究応募グループ一覧 

 

回収資料 

１ 特任教員等の候補者の選考結果について（略歴調書，業績調書） 

 

○現在員 76名，公務出張等９名，定足数 34名に対して出席者 56名で教授会成立 

○資料１－１及び１－２に基づき，前回及び臨時教授会議事要録（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 科目等履修生について 

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 転コースについて 

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 科目等履修生について 

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。 
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１－５ 平成29年３月生命理工学院修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

学院長から，資料２-５（大学院）に基づき報告があった。 

１－６ 平成29年４月生命理工学院博士後期課程進学関係事務日程について 

学院長から，資料２-６（大学院）に基づき報告があった。 

２ 特任教員等の候補者の選考結果について 

（１）共同研究に係る特任助教 

学院長及び太田教授（標記選考委員会委員長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１及び回収資料１－

１に基づき，選考結果の報告があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認し，学長に報

告することとした。 

（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 

学院長及び岩﨑教授（標記選考委員会委員長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１及び回収資料１－

２に基づき，選考結果の報告があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認し，学長に報

告することとした。 

３ 国立大学法人 10 大学大学院理学研究科等間における学生交流に関する申合せの一部改正に

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 大学院特別専門学修プログラムの開設について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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博士後期課程学生を主任として研究指導する助教に関する申

合せ（案） 

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。 

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５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５回28．９．２開催】 

（１）東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項の一部改正等について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（２）共同研究講座の設置及び設置期間の更新について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（３）部局等版 第３期中期目標・中期計画及び平成28年度計画について 

（４）熊本地震による被災大学からの学生受入れに関する運用について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（５）高校生・受験生のためのオープンキャンパス2016の実施報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（６）学長裁量スペースの等価交換について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（７）教育研究に関する諸問題について 

（８）その他 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成28年度第８回及び第９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８回28．７．15開催】 

（１）STARSearch アクセスログ分析結果の報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（２）東京工業大学リサーチリポジトリ（T2R2）全学説明会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（３）テニュアトラック制度に関する規則の制定等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（４）平成28年４月１日に配置換となった任期付教員に係る再任審査の取扱いについて 

                                     （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（５）平成28年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（第１四半期）の周知徹底について 
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（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（６）平成28年度手島精一記念研究賞（著述賞）の募集について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（７）平成28年度「研究の種発掘」支援選考結果（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（８）【初級者向け】英語論文執筆者のためのワークショップの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（９）東京工業大学ＨＰへの研究倫理教育教材・資料の掲載について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（10）Tokyo Tech Inspiring Lecture Series 2016「材料が拓く未来社会」開催について 

                                  （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（11）Tokyo Tech World Research Hub Initiative(WRHI)におけるPI（特任教授又は特任准教授）

の国際公募について 

（12）TSUBAME3.0導入に係る工事について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（13）平成29年４月入学及び平成28年９月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願

状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（14）平成28年度研究助成等一覧（H28.6.24～H28.7.7）受付分について 

（15）部局等の現状と諸問題について 

（16）その他 

【第９回28．９．２開催】 

（１）「平成28年度（第２回）国際的な共同研究推進のための派遣・招へい支援プログラム」の

公募について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（２）平成28年度遺伝子組換え実験教育訓練の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（３）「平成28年度国際シンポジウム開催支援プログラム」の募集について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（４）平成28年度研究不正防止のための研修会（第３回）の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（５）平成28年度補正予算（第２号）における対象予定事業について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（６）日常書面監査状況（平成28年４月～６月）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（７）出張中の旅程の変更について（注意喚起）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（８）平成28年度研究助成等一覧（H28.7.8～H28.8.25）受付分について 

（９）部局等の現状と諸問題について 

（10）その他 

 ３ 本学院関係 

（１）客員研究員等の受入れ及び受入れの期間変更について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 28に基づき，本客員研究員等の受入れ及び受入れの期間変更

について報告があった。 

（２）東京工業大学特別研究員の称号付与について 

   学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 29に基づき，本称号付与について報告があった。 

４ 系主任・コース主任会議関係 

特になし 

５ 各種委員会等関係 

（１）生命国際関係室関係 

梶原副学院長（国際担当）から，以下の事項について説明があった。 

 ・大学の世界展開力強化事業の審査結果について 

 ・インペリアルカレッジロンドンとのジョイントシンポジウムの開催について 

 ・国際大学院プログラムに係る来年度の動向について 

（２）研究企画推進会議関係 

太田副学院長（研究担当）から，以下の事項について依頼があった。 

・共通機器更新・新規購入希望リストの提出について 

（３）安全衛生委員会関係 

特になし 

  （４）高校生・受験生のためのオープンキャンパス2016等について 
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     秦オープンキャンパス委員会主査から，本オープンキャンパス2016の開催報告があり，併

せて関係者への謝辞があった。また，学院パンフレット改訂に関する協力依頼があった。 

（５）動物慰霊祭等の開催について 

     廣田動物実験委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30に基づき，本動物慰霊祭の開催案内があっ

た。また，生物実験棟利用者講習会に関する説明があった。 

（６）第３回生命理工学トップリーダーフォーラムの開催について 

清尾補佐会委員から，11月28日（月）に本トップリーダーフォーラムを開催する旨案内が

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６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）長津田ハウスバス便ルート変更について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（２）ペリパトス・オープンギャラリーについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（３）中学校職場体験について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（４）事故・災害等発生報告書について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

（５）モトテカ連絡会の審議状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

（６）その他 

７ その他 

（１）熊本地震による被災大学からの学生受入れについて 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36に基づき，本熊本地震による被災大学からの学生受入れにつ

いて説明があった。 

（２）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37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。 

（３）生命理工学院グループ研究第１回公募の応募状況について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料38に基づき，本生命理工学院グループ研究第１回公募の応募状

況について説明があった。 

（４）副学院長（国際担当）の職務分担について 

学院長から，副学院長（国際担当）の職務分担について，渉外関係を含めることとした旨

説明があった。 

  （５）生命FD研修について 

学院長から，本生命FD研修について，11月30日（水）の教授会終了後，研究倫理関係を内

容として開催する旨説明があった。 

  （６）コラファス賞受賞者について 

     学院長から，本年度のコラファス賞について，本学院からは２名が受賞した旨説明があっ

た。 

（７）アクセスカードの発行について 

学院長から，アクセスカードの発行に当たっては部局長等の承認が必要であるが，担当理

事から，真に必要な場合に限り承認するよう要請があったことから，当該カードを必要とす

る理由等を付して申請するよう依頼があった。 

  （８）生命理工学ミニシンポジウムの開催について 

     相澤講師から，9月16日（金）に大岡山キャンパスディジタル多目的ホールにて本ミニシ

ンポジウムを開催する旨案内があった。 

 

以 上 


