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平成 29年度 第７回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 29年 11月 29日（水）15：15～17：35 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 57名 

 

配布資料 

１ 平成29年度第６回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２ 議題（教務案件：学士課程，大学院課程） 

 

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 学生の異動について 

２－３ 学生交流に基づく慶應義塾大学からの特別聴講学生について 

２－４ 協定大学における科目履修について 

２－５ 四大学連合複合領域コースに基づく協定大学からの特別聴講学生について 

（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 指導教員の変更について 

２－４ 既修得単位の認定について 

 

プロジェクタ資料 

１ 特任教員等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 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 指定国立大学法人構想の概要（案）等 

５ 経営系専門職大学院認証評価の審査機関の選定について 

６ 東京工業大学リーダーシップ教育院規則等の新規制定等について 

７ 東京工業大学学修規程，東京工業大学大学院学修規程及び東京工業大学における GPA制度に関

する要項の一部改正について 

８ 特別教育研究事業の実施について 

９ 保有個人情報の調査及び点検について 

10 Career Support Seminar for International Students 

11 平成 29年度ヒトＥＳ細胞教育研修会の開催について 

12 （ポスター）Science Communication in the Digital Age 

13 平成 29年度東工大基金による学生スタートアップ支援提案募集等 

14 監事からの大学運営に関するアンケートへの協力について（依頼） 

15 SGU中間評価面接調査説明用スライド 

16 第２回 Tokyo Techアドバイザリーボードミーティング 

17 平成 29年度防災訓練の実施について等 

18 前泊・後泊の要否判断の目安について（案） 

19 平成 29年度第２回新採用教員セミナー参加状況 

20 平成 29年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（第２四半期）の周知徹底について（依頼） 

21 就職ガイダンス 
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22 学内相談窓口のポスター 

23 論文剽窃チェックソフト「iThenticate」利用説明会の開催について 

24 平成 29年度公正な研究活動のための研修会(第５回（英語回）)の開催について 

25 研究費の管理・使用に関するローカルルールの見直しについて 

26 平成 31年度概算要求スケジュール(案)について 

27 渋谷税務署による源泉所得税調査の講評概要について 

28 日常書面監査状況（平成 29 年７月～９月） 

29 電子ジャーナル等経費の負担のあり方について 

30 東工大ニュース公開までのフロー＆所要時間 

31 東工大基金サイトのアクセス状況 

32 就職活動再点検講座Ⅱ 

33 平成 29年度冬季の節電と省エネ対策について（協力依頼） 

34 平成 29年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者一覧 

35 アルコール関連問題啓発週間ポスター 

36 国立大学若手人材支援事業により採用された特任助教の教育研究活動について 

37 東京工業大学特別研究員の称号付与及び称号付与の期間変更について 

38 大隅ジャーナル賞の選考結果について 

39 第６回生命理工国際シンポジウムポスター 

40 平成 29年度液化ヘリウム関連経費収支 

41 大岡山南７号館地階機械室の出火について 

42 すずかけ台駅構内における「東工大ポスター」掲出スペースの取扱いについて(案) 

43 平成 30年度ペリパトス・オープンギャラリー作品展示スケジュールについて（案） 

44 トランプ・アメリカ合衆国大統領来日に伴う警備協力について（要請） 

45 平成 29年度東工大博士研究員制度（試行） 

46 スペースチャージ徴収額（案） 

47 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 

 

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） 

 

○現在員 78名，公務出張等８名，定足数 36名に対して出席者 58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 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 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（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 学生交流に基づく慶應義塾大学からの特別聴講学生について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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。 
１－４ 協定大学における科目履修について 
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学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-４（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。 
１－５ 四大学連合複合領域コースに基づく協定大学からの特別聴講学生について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-５（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 指導教員の変更について 

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 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２-４（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 特任教員等選考委員会の設置について 

（１）JST-ALCA「気相微生物反応を用いる革新的バイオプロセス」プロジェクト特任助教 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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。 

３ 特任教員等の選考について 

（１）大学の世界展開力強化事業（ロシア）特任教授 

学院長及び梶原教授（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 東京工業大学大学院特別専門学修プログラムの開設について 

学院長及び梶原副学院長（ライフエンジニアリングコース主任）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。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

  学院長から，平成29年度第７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７回29．11．２開催】 

（１）指定国立大学法人の構想について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（２）経営系専門職大学院・認証評価機関について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（３）東京工業大学リーダーシップ教育院規則等の新規制定等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（４）東京工業大学学修規程，東京工業大学大学院学修規程及び東京工業大学におけるGPA制度

に関する要項の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（５）報告事項 

①学生の懲戒処分について 

②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８） 

（６）教育研究に関する諸問題について 

（７）その他 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成29年度第12回，第13回及び第14回部局長等会議の審議概要等について報告・
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説明があった。 

【第12回29．10．20開催】 

（１）保有個人情報の調査及び点検について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（２）留学生就職ガイダンスについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（３）工大祭の開催報告について 

（４）平成29年度ヒトＥＳ細胞教育研修会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（５）Science Communication in the Digital Age 開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（６）平成29年度東工大基金による学生スタートアップ支援提案募集について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（７）大学運営に関するアンケートへの協力について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（８）スーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）中間評価面接調査の報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（９）第２回Tokyo Techアドバイザリーボードミーティングについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（10）平成29年度防災訓練の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（11）平成29年度研究助成等一覧（H29.9.30～H29.10.13）受付分について 

（12）部局等の現状と諸問題について 

（13）その他 

【第13回29．11．２開催】 

（１）前泊・後泊の要否判断の目安について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（２）平成29年度第２回新採用教員セミナー参加状況報告（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（３）荒天に伴う勤務の取扱いについて 

（４）平成29年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（第２四半期）の周知徹底について 

                                 （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（５）就職ガイダンスについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（６）学内相談窓口のポスターについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（７）論文剽窃チェックソフト「iThenticate」利用説明会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（８）平成29年度公正な研究活動のための研修会（第５回（英語回））の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（９）研究費の管理・使用に関するローカルルールの見直しについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（10）平成31年度概算要求スケジュール(案)について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（11）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27） 

（12）日常書面監査状況（平成29年７月～９月）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（13）平成29年度研究助成等一覧（H29.10.14～H29.10.27）受付分について 

（14）部局等の現状と諸問題について 

（15）その他 

【第14回29．11．20開催】 

（１）電子ジャーナル等経費の負担のあり方について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（２）東工大ニュースへの投稿協力について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（３）東工大基金サイトのアクセス状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（４）就職活動再点検講座Ⅱとドクターズキャリアフォーラムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（５）リベラルアーツ研究教育院講演会の開催について 

（６）図書館システム更新に伴うサービス停止について 

（７）平成29年度冬季の節電と省エネ対策について（協力依頼）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（８）平成29年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

（９）平成29年度研究助成等一覧（H29.10.28～H29.11.9）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 

①飲酒に関するご指導のお願いについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

３ 本学院関係 
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（１）国立大学若手人材支援事業により採用された特任助教の教育研究活動について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36に基づき，本特任助教の教育研究活動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及び期間変更について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料37に基づき，本称号付与及び期間変更について報告があった。 

（３）大隅ジャーナル賞の選考結果について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料38に基づき，本大隅ジャーナル賞の選考結果について報告があ

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（ロシア）について 

    ・日欧産業協力センターによる産学連携等に関する説明会の開催について 

   上野教授から，以下の事項について説明があった。 

・生命理工-KAIST合同ワークショップ 2018の開催について 

（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。 

 ・（株）島津製作所田中耕一所長とのミーティングについて 

（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。 

 ・発災時の緊急行動ポスターの改訂及び掲示更新について 

・Ｂ１Ｂ２棟局所排気装置（スクラバー）の老朽化について 

・廃試薬・廃サンプルの廃棄費用等の一部有償化について 

（４）生命理工学院セミナーについて 

三重補佐会委員から，本学院セミナーについて，12月教授会終了後に開催し，終了後懇

親会を予定している旨案内があった。 

（５）生命理工学院パンフレットについて 

中戸川パンフレット専門員会委員長から，本生命理工学院パンフレットの更新について

協力依頼があった。 

（６）第６回生命理工国際シンポジウムについて 

金原生命理工国際シンポジウム実行委員会主査から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 39 に基づき，本国

際シンポジウムの開催について案内があり，併せて，参加者名簿の提出及び懇親会費徴収

等に関する協力依頼があった。 

（７）学部３年生のバスゼミと懇親会開催について 

廣田補佐会委員から，本学部３年生のバスゼミと懇親会開催について説明があった。 

６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 

学院長から，平成29年度第７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。 

【第７回29．11．１開催】  

（１）平成29年度ヘリウム関連経費執行状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料40） 

（２）大岡山南７号館地階機械室の出火について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料41） 

（３）すずかけ台構内における「東工大ポスター」掲出スペースの取扱いについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料42） 

（４）その他 

①大隅先生ノーベル賞受賞記念碑設置について 

②図書館の蔵書検索等停止について 



6 
 

③ペリパトス・オープンギャラリー作品選出について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料43） 

④トランプ・アメリカ合衆国大統領来日に伴う警備協力について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料44） 

７ その他 

（１）T２R２への論文PDF掲載について 

学院長から，本T２R２への論文PDF掲載について説明があった。 

（２）平成29年度東工大博士研究員制度（試行）について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料45に基づき，本平成29年度東工大博士研究員制度（試行）につ

いて説明があった。 

（３）TAの雇用について 

学院長から，TAとして雇用された学生については，当該支援業務に対する労働の対価とし

て給与が支給されるものであること，また，担当教員は勤務管理等を適正に行う必要がある

旨注意喚起があった。 

（４）B１B２棟解施錠時刻の変更について 

学院長から，B１B２棟解施錠時刻について，来年４月から，解錠時刻は6:30（変更なし），

施錠時刻は20:30（現行22:30）となる旨説明があった。 

（５）スペースチャージの徴収額（案）について 

学院長及び中村副学院長（総務担当）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料46に基づき，本スペースチャー

ジの徴収額（案）について説明があり，その後質疑応答があった。また，関連して，学院

長から，間接経費が配分される研究資金の獲得教員に対し，科研費は間接経費の２％（全

学分の３％と合わせて５％），その他の研究資金は同５％をインセンティブ経費として

配分する予定である旨説明があった。 

（６）TRAの部局負担分と今後の使用予定について 

学院長から，本TRAの部局負担分と今後の使用予定について，担当教員からの申請（資格

要件は現行TRAと同様）に基づき，学院共通予算から一人当たり年額25万円程度を上限とし

てRAとして雇用する方向で検討している旨説明があった。 

（７）入学式後の保護者向け説明会について 

一瀬７類副類主任から，本入学式後の保護者向け説明会について説明があった。 

（８）東京工業大学情報生命博士教育課程規程一部改正案について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料47に基づき，本情報生命博士教育課程規程一部改正案について

説明があった。 

（９）定年後の研究の継続について 

学院長から，本定年後の研究の継続について説明があった。 

（10）教員の退職について 

学院長から，中島信孝准教授が，出向契約期間満了により11月30日付けで退職される旨説

明があり，併せて，本日は欠席のため，事前に預かっていたメッセージの披露があった。 

 

以 上 


