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平成 28 年度 第 11回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 29年３月 15日（水）15：20～17：20 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 50名 

 

配布資料 

１ 平成28年度第10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29年度授業関係について 

２－２ 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29年度授業関係について 

２－２ 学生の異動について 

２－３ 指導教員の変更について 

２－４ 研究指導の委託について 

２－５ 研究生について 

２－６ 科目等履修生について 

２－７ 予備教育生（日本語研修生）について 

２－８ 平成29年４月博士後期課程進学試験合格者について 

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一部改正案 

４－１ 東京工業大学生命理工学院（大岡山地区）化学物質等安全衛生委員会設置細則一部改正案新

旧対照表 

４－２ 東京工業大学生命理工学院等（すずかけ台地区）化学物質等安全衛生委員会設置細則一部改

正案新旧対照表 

５ 平成29年度各種委員会等名簿（案） 

６ 平成29年度各種会議等開催日程 

７ 平成29年度生命理工学院長・評議員・系主任・コース主任等名簿 

 

プロジェクタ資料 

１ 平成29年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案） 

２ 東京工業大学キャンパス・マスタープラン2016（最終案）等 

３ グローバル理工人育成コースについて等 

４ 東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱い改正案新旧対照表 

５ 東京工業大学系所属実施要項一部改正案新旧対照表 

６ 東京工業大学と群馬工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書（案）及び群

馬工業高等専門学校から東京工業大学への実習生派遣に関する覚書（案） 

７ 東京工業大学学位規程及び東京工業大学修士，博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項の一部

改正について 

８ 平成31年４月入学以降の学士課程入試について 

９ 外国人研究者居住施設に関する規則とその体系図等 

10 東京工業大学国際教育推進機構規則の一部改正について（案） 

11 東京工業大学学生支援センター規則等の一部改正案について 

12 国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則一部改正案新旧対照表 

13 東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項（新旧対照表） 
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14 共同研究講座取り下げ申込書等 

15 共同研究講座期間更新申込書等 

16 共同研究講座設置申込書等 

17 東京工業大学洗足池ハウス規則（案）及び東京工業大学洗足池ハウス使用料金規程(案) 

18 東京工業大学研究設備共用推進ポリシー 

19 国立大学法人秋田大学・国立大学法人東京工業大学・一般社団法人秋田県医師会の三者間連携に

関する協定書（案） 

20 名誉教授候補者一覧 

21 「教育研究活動等の可視化に向けた取組強化」について（案）見え消し版等 

22 東京工業大学インフラ長寿命化計画（案）等 

23 特別教育研究事業の実施について 

24 教育研究評議会評議員就任予定者 

25 平成29年度電子ジャーナル等経費の部局負担について 

26 東工大ポータルサイト EV SSL証明書導入について 

27 平成29年度第１回新採用教員セミナー日程（案） 

28 今後の系等サイト運営・管理体制等について等 

29 無期支援員（仮称）制度について 

30 講演会チラシ「水晶振動子のIEEEマイルストーンと情報通信の発展」 

31 「蔵前就職情報交換の集いK－meet」及び「就職対策講座」について 

32 平成29年度推薦入試及びAO入試合格者数 

33 情報活用IR室活動報告（平成28年度） 

34 2017年度JICAイノベーティブ・アジア長期研修生の募集について 

35 次年度の海外渡航者を対象とする危機管理サービス業務について 

36 アンケートご協力依頼メール等 

37 洗足池ハウス内覧会ご案内 

38 学生アシスタントとして勤務する学生及び所属研究室の皆さんへ等 

39 「仕事とキャリア」セミナー開催結果について 

40 英語対応カウンセリングの新設について 

41 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

42 ホームカミングデイチラシ 

43 平成29年度バイオ研究基盤支援総合センター動物実験教育訓練について 

44 第２回生命理工同窓会 

45 平成28年度液化ヘリウム関連経費執行状況表 

46 女子美術大学と東京工業大学との連携・協力に関する協定書等 

47 すずかけ祭期間中のオープンキャンパス運営方針に関する覚書（案） 

48 デッキ広場の環境整備について 

49 平成29年度学生実験に係る予算配分について 

50 スペースチャージ導入計画（案）等 

51 教員の担当について（依頼）等 

 

○現在員 77名，公務出張等 14名，定足数 32名に対して出席者 51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） 
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１－１ 平成29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 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２-２（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。 

（大学院課程） 

１－１ 平成29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 指導教員の変更について 

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 研究指導の委託について 

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。 

１－５ 研究生について 

学院長から，資料２-５（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。 

１－６ 科目等履修生について 

学院長から，資料２-６（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。 

１－７ 予備教育生（日本語研修生）について 

学院長から，資料２-７（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。なお，予備教育生（日本語研修生）の受入れに当たっては，生命国際関係室に

おける事前審議が必要であることから，留意するよう発言があった。 

１－８ 平成29年４月博士後期課程進学試験合格者について 

学院長から，資料２-８（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 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，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。 

３ 部局規則等の一部改正について 

（１）東京工業大学生命理工学院（大岡山地区）化学物質等安全衛生委員会設置細則 

（２）東京工業大学生命理工学院等（すずかけ台地区）化学物質等安全衛生委員会設置細則 

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。 

４ 平成29年度各種委員会等委員の選出について 

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。なお，４

月以降，変更等がある場合には，当該変更部分等のみを諮ることとする旨補足説明があった。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

  学院長から，平成28年度第11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11回29．３．３開催】 

（１）第３期中期目標期間における指定国立大学法人への申請について 
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（２）第３期中期目標・中期計画案に係る平成29年度計画について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１） 

（３）キャンパス・マスタープラン2016の策定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（４）グローバル理工人育成コースについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（５）学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱いについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（６）系所属実施要項の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（７）群馬工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書・覚書の締結について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（８）東京工業大学学位規程及び東京工業大学修士，博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項

の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（９）平成31年４月入学以降の学士課程入試について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（10）東京工業大学創立八十年記念館居住施設の再稼働に伴う規則の制定及び一部改正について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（11）東京工業大学国際教育推進機構規則の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（12）東京工業大学学生支援センター規則等の一部改正案について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（13）国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（14）イノベーション研究推進体設置要項の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（15）共同研究講座の設置申請取り下げについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（16）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15） 

（17）共同研究講座の設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（18）東京工業大学洗足池ハウス規則及び東京工業大学洗足池ハウス使用料金規程の制定につい

て（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（19）東京工業大学研究設備共用推進ポリシーについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（20）国立大学法人秋田大学・国立大学法人東京工業大学・一般社団法人秋田県医師会の三者間

連携に関する協定書の締結について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（21）名誉教授の称号付与について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（22）「教育研究活動等の可視化に向けた取組強化」について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（23）インフラ長寿命化計画及び施設修繕計画の策定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（24）東京工業大学のステートメントについて 

（25）特別教育研究事業の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（26）評議員予定者について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（27）教育研究に関する諸問題について 

（28）その他 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成28年度第20回及び第21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20回29．２．16開催】 

（１）平成29年度電子ジャーナル等経費の部局負担について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（２）東工大ポータルサイトEV SSL証明書導入について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（３）平成29年度第１回新採用教員セミナーの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（４）今後の系等サイト運営・管理体制等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（５）無期支援員（仮称）制度について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（６）古賀逸策「水晶振動子」IEEE Milestone 認定記念講演会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（７）「蔵前就職情報交換の集いK－meet」及び「就職対策講座」について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（８）平成29年度推薦入試及びAO入試合格者数について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（９）平成28年度研究助成等一覧（H29.1.27～H29.2.9）受付分について 

（10）部局等の現状と諸問題について 
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（11）その他 

【第21回29．３．３開催】  

（１）平成28年度情報活用IR室活動報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（２）2017年度JICAイノベーティブ・アジア長期研修生の募集について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

（３）次年度の海外渡航者を対象とする危機管理サービス業務について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

（４）研究力強化のためのアンケート調査実施（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36） 

（５）洗足池ハウス内覧会開催のご案内について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料37） 

（６）学生アシスタントに関する周知について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料38） 

（７）「仕事とキャリア」セミナー開催結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料39） 

（８）英語対応カウンセリングの新設について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料40） 

（９）平成28年度研究助成等一覧（H29.2.10～H29.2.23）受付分について 

（10）部局等の現状と諸問題について 

（11）その他 

３ 本学院関係 

（１）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41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 

学院長から，以下の事項について説明があった。 

・生命理工学イノベーション国際シンポジウムの開催報告について 

相澤講師から，以下の事項について説明があった。 

・Tokyo Tech Bio-KAIST Joint Workshop (1.0)の開催報告について 

（２）研究企画推進会議関係 

学院長から，以下の事項について説明があった。 

・平成 29 年度先端研究基盤共用促進事業の採択について（アンテナショップ（精密機

器分析室）の整備及び共同利用機器スペースの取扱いを含む） 

（３）安全衛生委員会関係 

特になし 

（４）ホームカミングデー実行委員会関係 

   二階堂ホームカミングデー実行委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料42に基づき，ホームカミン

グデーの開催案内及び協力依頼（全体交流会への参加，パネル展示説明要員の選出，パネル

展示ポスターの再印刷）があった。 

（５）動物実験委員会関係 

廣田動物実験委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料43に基づき，動物実験教育訓練及び生物実験

棟利用者講習会の開催案内及び周知依頼があった。 

（６）生命理工同窓会委員会関係 

   廣田生命理工同窓会委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料44に基づき，生命理工同窓会の開催案

内及び周知依頼があった。 

（７）パンフレット専門委員会関係 

   秦パンフレット専門委員会委員長から，日本語版作成協力に対する謝辞及び英語版校正に

関する協力依頼があった。 

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11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。 
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（１）平成28年度ヘリウム関連経費について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料45） 

（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46） 

（３）すずかけ祭期間中のオープンキャンパス運営方針に関する覚書(案)について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料47） 

（４）デッキ広場の環境整備について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料48） 

７ その他 

（１）平成29年度学生実験に係る予算配分について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料49に基づき，本平成29年度学生実験に係る予算配分について説

明があった。 

（２）スペースチャージ導入計画（案）について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料50に基づき，本スペースチャージ導入計画（案）について説明

があった。 

（３）Ｂ１Ｂ２棟空調改修等について 

学院長から，本Ｂ１Ｂ２棟空調改修等について説明があった。 

（４）教員の担当について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料51に基づき，本教員の担当について科学技術創成研究院長から

依頼があり，これを了承することとした旨説明があった。 

（５）平成29年度各種会議等開催日程について 

学院長から，資料６に基づき，本平成29年度各種会議等開催日程について，ライフエンジニ

アリングコース主任・副主任会議を追加した旨説明があった。 

（６）平成29年度生命理工学院長・評議員・系主任・コース主任等名簿について 

学院長から，資料７に基づき，本名簿について説明があった。 

 

以 上 


