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平成 29年度 第５回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 29年９月５日（火）15：22～17：45 

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29年度第４回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２（教務案件） 

（大学院課程） 

２－１ 平成 29 年９月修士課程修了の認定及び学位授与について 

３ 平成30年度授業日程（案） 

 

プロジェクタ資料（教務） 

（学士課程） 

２－１ 平成 29年度授業関係について 

２－２ 科目等履修生について 

（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 科目等履修生について 

２－４ 海外訪問学生について 

２－５ 博士後期課程進学者の既修得単位の認定について 

２－７ 平成 29年９月大学院博士後期課程進学試験合格者について 

２－８ 平成 30 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 

２－９ 平成 30 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 

 

プロジェクタ資料 

１ 教員選考委員会の設置について（案） 

２ 特任教員等の選考について 

３ テニュアトラック教員テニュア審査結果について（通知） 

４ 東京工業大学生命理工学院と株式会社みらい創造機構との相互連携に関する覚書（案） 

５ 生命理工学院における論文博士の審査期間に関する申合せ一部改正案新旧対照表 

６ 東京工業大学科目等履修生規程一部改正案新旧対照表 

７ 東京工業大学大岡山ハウス規則及び使用料金規程等の制定について 

８ トレント大学との全学協定締結について 

９ 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 

10 栄誉教授候補者について 

11 リーダーシップ教育院の設置について（申請）等 

12 東京工業大学基金奨学金 大隅良典記念奨学金 募集要項 

13 大岡山地区自転車走行ルールについて 

14 東工大共通メールシステム更新計画について 

15 添付ファイルを抑制するファイル共有システム(T2BOX)のアップデートについて 

16 平成 29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） 

17 企業との産学連携協定等の対外発表について 

18 Ｔ２Ｒ２操作説明会の開催について等 



2 
 

19 東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則の改正及び取扱いの制定 

20 平成 30年４月入学及び平成 29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 

21 国際大学院プログラム（A)及び（C)志願者数・合格者数の推移（2013-2017） 

22 学勢調査 2016提言書報告について 

23 平成 29年度外国人研究者向け科研費説明会ポスター 

24 平成 29年度公正な研究活動のための研修会（第３回）の開催について等 

25 平成 28年度の経理処理における支払遅延の状況と意見 

26 日常書面監査状況（平成 29 年４月～６月） 

27 研究費の管理・使用に関する意見照会への対応状況 

28 財務会計システムリプレイスに伴う「旅費システム」の仕様に係る利用者アンケートの実施に

ついて等 

29 イギリスの大学における男女共同参画の取組事例報告について 

30 出身国別留学生受け入れ数等 

31 東工大共通メールシステム更新日時について 

32 東工大 CERT_チラシ_ハンドブック 

33 国立大学向け不正通信監視システム(NII-SOCS)への正式参加について 

34 各部局の広報活動について(系等サイト運用レポート) 

35 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン 

36 リサーチ・アドミニストレーターの呼称付与に係る部局等の長の申出について等 

37 平成 30年度「科研費獲得に係るインセンティブ経費」の見直しについて 

38 利益相反に係る定期申告制度の導入について等 

39 不審者に関する注意喚起について 

40 源泉所得税調査依頼について 

41 教員選考委員会の設置について 

42 教員選考について（ライフエンジニアリングコース准教授） 

43 教員選考について（生命理工学コース准教授） 

44 主指導助教の資格の可否について 

45 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

46 大学の世界展開力強化事業（平成 29年度選定）東京工業大学取組概要 

47 電子ジャーナル等経費の負担額について 

48 オープンキャンパス 2017各類・全学企画実施状況に関するアンケート 

49 第４回東京工業大学生命理工学トップリーダーフォーラムチラシ 

50 平成 29年度コラファス賞について 

51 世界最高水準の研究力・教育力による次世代の健康長寿社会の実現 

 

回収資料 

１ 特任教員等の選考について（略歴調書，業績調書） 

２ テニュア審査について（略歴調書，業績調書） 

３ 教員選考について（ライフエンジニアリングコース准教授）（略歴調書，業績調書） 

４ 教員選考について（生命理工学コース准教授）（略歴調書，業績調書） 

 

○現在員 76名，公務出張等 13名，定足数 32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 
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Ⅰ 審議事項 

（学士課程） 

１－１ 平成29年度授業関係について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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 科目等履修生について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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 科目等履修生について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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 海外訪問学生について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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 博士後期課程進学者の既修得単位の認定について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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 平成 29 年９月修士課程修了の認定及び学位授与について 

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。 

１－７ 平成29年９月大学院博士後期課程進学試験合格者について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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。 

１－８ 平成30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，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-８（大学院）に基づき報告があった。 

１－９ 平成30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，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-９（大学院）に基づき報告があった。 

２ 教員選考委員会の設置について（教員選考にかかる将来構想ヒアリング関係） 

（１）生命理工学系 生命理工学コース 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）生命理工学系 生命理工学コース 助教 

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）生命理工学系 生命理工学コース 助教 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１-３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 特任教員等の選考について      

（１）平成29年度「世界トップレベルの海外大学からの教員招聘プログラム」特任教授 
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田口教授（標記選考委員会委員長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２及び回収資料１に基づき，本選考

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。 

４ テニュア審査について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３に基づき，テニュア審査結果報告（条件付き合格）について，テ

ニュアトラック委員会から承認された旨報告があり，次いで，山口教授（テニュア審査委員会（生

命理工学院）委員）から，回収資料２に基づき，審査結果及び審査対象者の略歴・業績等につい

て説明があり，審議及び可否投票の結果，当該審査対象者のテニュア（条件付き）を承認し，テ

ニュアトラック委員会に報告することとした。 

５ （株）みらい創造機構との相互連携に関する覚書の締結について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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 部局規則等の一部改正について 

（１）生命理工学院における論文博士の審査期間に関する申合せ 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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29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29．９．１開催】 

（１）東京工業大学科目等履修生規程の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（２）平成30年度授業日程（案）について（資料３） 

（３）東京工業大学大岡山ハウス規則及び使用料金規程等の制定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（４）トレント大学（イタリア）との全学協定の新規締結（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（５）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９） 

（６）共同研究講座の設置期間の延長について 

（７）栄誉教授の称号付与について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（８）国立大学法人東京工業大学学長選考会議委員の選出について 

（９）「部局等版 第３期中期目標期間における平成29年度計画」について 

（10）リーダーシップ教育院の設置申請について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（11）東京工業大学基金奨学金「大隅良典記念奨学金」の募集開始について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（12）大岡山地区自転車走行ルールについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（13）教育研究に関する諸問題について 

（14）その他 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成29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29．７．20開催】 

（１）東工大共通メールシステム更新計画（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（２）添付ファイルを抑制するファイル共有システム(T2BOX)のアップデートについて 

                                   （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（３）平成29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 

                                     （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（４）企業との産学連携協定等の対外発表について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（５）東京工業大学リサーチリポジトリ（T2R2）操作説明会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（６）東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則の改正及び取扱いの制定につ

いて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（７）平成30年４月入学及び平成29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
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状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（８）国際大学院プログラム（A)及び（C)志願者数・合格者数の推移（2013--2017）について 

                                     （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（９）学勢調査2016の実施状況及び大学への提言内容について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（10）平成29年度外国人研究者向け科研費説明会について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（11）平成29年度公正な研究活動のための研修会(第３回)の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（12）平成28年度の経理処理における支払遅延の状況と意見（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（13）日常書面監査状況（平成29年４月～６月）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（14）研究費の管理・使用に関する取り組みについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（15）財務会計システムリプレイスに伴う「旅費システム」の仕様に係る利用者アンケートの実

施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（16）平成29年度研究助成等一覧（H29.7.1～H29.7.14）受付分について 

（17）部局等の現状と諸問題について 

（18）その他 

【第９回29．９．１開催】  

（１）イギリスの大学における男女共同参画の取組事例報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（２）オープンデータを用いた大学ＩＲ分析について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（３）東工大共通メールシステム更新日時について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（４）東工大CERTの情報セキュリティ啓発活動について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（５）国立大学向け不正通信監視システム(NII-SOC)への正式参加について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（６）各部局の広報活動について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

（７）高校生・受験生のためのオープンキャンパス2017の実施報告について 

（８）研究活動における不正行為を事前に防止する取組の適切な実施について（通知） 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

（９）リサーチ・アドミニストレーターの呼称付与に係る部局等の長の申出について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36） 

（10）平成30年度「科研費獲得に係るインセンティブ経費」の見直しについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料37） 

（11）利益相反に係る定期申告制度導入について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料38） 

（12）不審者に関する注意喚起について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料39） 

（13）渋谷税務署による源泉所得税調査について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料40） 

（14）平成29年度研究助成等一覧（H29.7.15～H29.8.25）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 

３ 本学院関係 

（１）教員選考委員会の設置について（教員選考にかかる将来構想ヒアリング関係） 

①生命理工学系 生命理工学コース 教授 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料41に基づき，本教員選考委員会の設置について報告があった。 

（２）教員選考について（学長トップダウン人事） 

①生命工学系 ライフエンジニアリングコース 准教授 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料42及び回収資料３に基づき，本選考結果の報告があった。 

②生命工学系 生命理工学コース 准教授 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料43及び回収資料４に基づき，本選考結果の報告があった。 

（３）主指導助教の決定について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料44に基づき，本主指導助教の資格の可否について，運営会議に

おいて審議の結果，これを可とする決定を行った旨報告があった。 

（４）東京工業大学特別研究員の称号付与について 
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学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料45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。 

・平成29年度大学の世界展開力強化事業（ロシア、インド等との大学間交流形成支援）

の交付内定等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料46） 

・平成29年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」に係る学内審査結

果について 

・海外大学等との全学学術交流協定の締結に当たっての生命国際関係室への事前相談等

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説明があった。 

・ACLSの終了に伴う共通機器の取扱いについて 

・共通機器の運用に関するミーティングについて（９月15日開催） 

・平成29年度先端研究基盤共用促進事業シンポジウムについて（９月7日開催） 

 （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。 

・平成29年度防災訓練について（11月８日実施） 

（４）電子ジャーナル予算について 

金原附属図書館委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料47に基づき，本電子ジャーナル予算の検討

状況等について説明があった。 

（５）高校生・受験生のためのオープンキャンパス2017について 

本郷オープンキャンパス委員会主査から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料48に基づき，本オープンキャンパ

ス2017の開催報告があった。 

（６）動物慰霊祭の開催について 

廣田動物実験委員会委員から，本動物慰霊祭を９月20日（水）11時から開催する旨案内が

あった。 

（７）第４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 

鈴木補佐会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料49に基づき，本トップリーダーフォーラムの開催案内

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，会議日程の都合上，次回教授会で第５回及び第６回の２回分をまとめて報告を行

う旨説明があった。 

７ その他 

（１）経理関係等業務の集約化について 

学院長から，本経理関係等業務の集約化について，未参加であった全ての研究室が参加す

ることとなり，参加率が100％となった旨説明があった。 

（２）平成29年度コラファス賞について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料50に基づき，本平成29年度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。 

（３）卓越研究院の申請について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料51に基づき，本卓越研究院の概要について説明があった。 

（４）平成29年度生命理工学院FD研修の開催予定について 

学院長から，本年度第２回目のFD研修について，10月18日（水）の教授会終了後，保健管
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理センターの丸谷俊之先生を講師にお招きして開催する旨説明があった。 

（５）竹田若手研究者賞について 

学院長から，竹田国際貢献賞に加え，今年度から，竹田若手研究者賞を創設し，近々公募

を行う予定である旨説明があった。 

 

以 上 


