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平成 29年度 第９回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 30年１月 24日（水）15：20～17：15 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 58名 

 

配布資料 

１ 平成29年度第８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 30 年度授業関係について 

（大学院課程） 

２－１ 平成 30 年度授業関係について 

２－２ 平成 30 年３月修士課程修了予定者の論文審査員の決定について 

 

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 

（大学院課程） 

２－１ 学生の異動について 

２－２ 研究指導の受託について 

２－３ 研究生について 

２－４ 海外交流学生について 

２－５ 平成 30 年６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 

 

プロジェクタ資料 

１ 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会の生命理工学院選出の評議員候補者の選考に関する

日程（案）等 

２ 命理工学院とマレーシア科学大学生物科学部の部局間協定について 

３ 助教の選考について（選考許可番号 H29-65） 

４ 助教の選考について（選考許可番号 H29-66） 

５ 助教の選考について（選考許可番号 H29-67） 

６ 特任教員等の選考について 

７ 中期目標・中期計画 新旧対照表 

８ 東京工業大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程一部改正案新旧対照表 

９ 国立台湾科技大学との全学協定締結について 

10 国立大学法人東京工業大学客員研究員等取扱要項一部改正案新旧対照表等 

11 平成 30年度夏季一斉休業日について 

12 平成 30年度推薦入試及び AO 入試出願状況 

13 附属図書館学習棟の利用状況の変化について 

14 取材の依頼をする場合の留意点について 

15 学生対応に係る教職員研修（ミニレクチャー）のご案内 

16 Career Support Seminar for International Students（留学生就職ガイダンス） 

17 平成 30年４月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数 

18 国際学会プレゼンテーション・スキルワークショップ 
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19 Ｈ29学生スタートアップ支援 提案募集（二次）等 

20 過年度伝票の支払」,「支出年度整理区分」の見直しについて等 

21 インペリアル・カレッジ・ロンドンとの博士後期課程学生交流プログラム（Imperial-Tokyo 

  Tech Global Fellows Programme）募集要項等 

22 物質理工学院将来構想シンポジウム式次第 

23 第６回生命理工国際シンポジウムポスター 

24 第２回 Tokyo Techアドバイザリーボードミーティング開催報告 

25 教学ＩＲ情報の分析 

26 機器の設定不備による情報漏洩の危険性について 

27 お茶の水女子大学との教員の人材交流にかかるクロス・アポイントメント制度に関する協定書（案） 

28 「東京工業大学ビジュアルアイデンティティマニュアル」の周知について 

29 2017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」審査結果 

30 2018年度ＡＳＰＩＲＥリーグ研究グラント募集について 

31 「仕事とキャリア」セミナー 

32  TOKYO TECH RESEARCH 2017-2018－東工大の研究力 

33 平成 29年度公正な研究活動のための研修会受講状況及びアンケート結果（報告） 

34 平成 28年度決算検査報告説明会資料（会計検査院） 

35 平成 29年度末書類提出スケジュール 

36 定年退職教員送別懇談会の開催及び記念品贈呈のための募金について（ご案内） 

37 平成 30年度大学入試センター試験実施状況について 

38 グローバル理工人育成コース 

39 ドクターズキャリアフォーラム 2017 

40 平成 30年度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 

41 平成 30年度予算伝達等 

42 平成 29年度学位記授与式及び平成 30年度入学式について 

43 平成 29年度物品実査状況結果報告 

44 平成 30年度役員会等会議開催日程 

45 テニュアトラック制度の適用について（通知） 

46 特任教員等選考申出書 

47 すずかけ台地区部局長等懇談会等に係る主査・委員長のローテーションについて 

48 東京工業大学すずかけ台地区 J2・J3棟管理運営に関する申合せ（案）について 

49 ペリパトス・オープンギャラリーの作品選出について 

50 平成 30年度初午について 

51 大隅先生ノーベル賞受賞記念碑設置について 

52 すずかけ門垂れ幕システムについて 

53 収容定員未充足の状況について 

54 六大学工学系人材交流の実施に関する覚書 

55 平成 30年度所属系希望調査（予備調査） 

56 すずかけ台留学生談話室の開設等について 

 

回収資料 

１ 助教の選考について（選考許可番号 H29-65：略歴調書，業績調書） 

２ 助教の選考について（選考許可番号 H29-66：略歴調書，業績調書） 

３ 助教の選考について（選考許可番号 H29-67：略歴調書，業績調書） 

４ 特任教員等の選考について（略歴調書，業績調書） 
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○現在員 77名，公務出張等４名，定足数 37名に対して出席者 59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 平成30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。 
１－３ 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。 
（大学院課程） 

１－１ 平成 30 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，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。 
１－３ 研究指導の受託について 

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。 
１－４ 研究生について 

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。 
１－５ 海外交流学生について 

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。 
１－６ 平成 30 年６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２-５（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。 
１－７ 平成 30 年３月修士課程修了予定者の論文審査員の決定について 

学院長から，資料２-２（大学院）に基づき報告があった。 
２ 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会の生命理工学院選出の評議員選挙日程（案）及び選

挙管理委員会の設置について 

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 生命理工学院とマレーシア科学大学生物科学部の部局間協定について 

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 助教の選考について 

（１）生命理工学系 生命理工学コース 生命分子科学分野（選考許可番号H29-65） 

三原教授（標記選考委員会委員長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３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。 

（２）生命理工学系 生命理工学コース 生命分子科学分野（選考許可番号H29-66） 
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金原教授（標記選考委員会委員長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４及び回収資料２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。 

（３）生命理工学系 生命理工学コース 生命科学分野（選考許可番号H29-67） 

石井教授（標記選考委員会委員長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５及び回収資料３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。 

５ 特任教員等の選考について     

（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 

蒲池准教授（標記選考委員会委員長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６及び回収資料４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。 

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９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９回30．１．12開催】 

（１）第３期中期目標・中期計画の変更（案）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（２）東京工業大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程の一部改正について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（３）国立台湾科技大学（台湾）との全学協定の新規締結について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（４）客員研究員等取扱要項の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（５）「共同研究講座の設置」について 

（６）平成30年度夏季一斉休業日について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（７）平成30年度推薦入試及びAO入試出願状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（８）附属図書館学習棟の利用状況の変化について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（９）指定国立大学法人の構想について 

（10）教育研究に関する諸問題について 

（11）その他 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成29年度第16回，第17回及び第18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16回29．12．15開催】 

（１）取材の依頼をする場合の留意点について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（２）学生対応に係る教職員研修のご案内について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（３）留学生就職ガイダンス開催報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（４）平成30年４月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合

格者数について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（５）国際学会プレゼンテーション・スキルワークショップの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（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（二次）について    

                                  （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（７）「過年度伝票の支払い」，「支出年度整理区分」の見直しについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（８）インペリアル・カレッジ・ロンドンとの博士後期課程学生交流プログラム 

（Imperial-Tokyo Tech Global Fellows Programme）参加者募集について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（９）物質理工学院将来構想シンポジウムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（10）第６回生命理工国際シンポジウムの開催について （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（11）第２回Tokyo Techアドバイザリーボード開催報告 （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（12）平成29年度研究助成等一覧（H29.11.25～H29.12.8）受付分について 

（13）部局等の現状と諸問題について 
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（14）その他 

【第17回30．１．12開催】 

（１）教学ＩＲ情報の分析について（報告）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（２）機器の設定不備による情報漏洩の危険性について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（３）お茶の水女子大学との教員の人材交流に関する協定書に基づくクロス・アポイントメント

制度について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（４）「東京工業大学ビジュアルアイデンティティマニュアル」の周知について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（５）2017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」審査結果について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（６）2018年度ＡＳＰＩＲＥリーグ研究グラント募集について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（７）「仕事とキャリア」セミナー告知及び就職ガイダンス実施報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（８）コンビニの営業日変更について 

（９）研究パンフレット「TOKYO TECH RESEARCH－東工大の研究力」のご紹介について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（10）平成29年度公正な研究活動のための研修会実施状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（11）会計検査院「平成28年度決算検査報告説明会」の報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

（12）平成29年度末書類提出期限について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

（13）平成29年度研究助成等一覧（H29.12.9～H29.12.22）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 

①定年退職教員送別懇談会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36） 

②サークルの火災について 

【第18回30．１．19開催】 

（１）平成30年度大学入試センター試験実施状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料37） 

（２）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38） 

（３）ドクターズキャリアフォーラム実施報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料39） 

（４）平成30年度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40） 

（５）平成30年度予算伝達について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料41） 

（６）平成29年度学位記授与式及び平成30年度入学式について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料42） 

（７）平成29年度物品実査状況結果報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料43） 

（８）平成29年度研究助成等一覧（H29.12.23～H30.1.12）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 

①平成30年度役員会等会議開催日程について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料44） 

３ 本学院関係 

（１）テニュアトラック制度の適用について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 45に基づき，本テニュアトラック制度の適用について説明が

あった。 

（２）特任教員等選考の申出について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 46に基づき，本特任教員等選考の申出について説明があった。 

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 

特になし 
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（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。 

 ・共通機器の整備等について  
（３）安全衛生委員会関係 

特になし 

（４）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，本生命理工国際シンポジウムにつ

いて開催報告があり，併せて，関係者への謝辞があった。 

（５）生命理工学コース３年生バスゼミについて 

廣田補佐会主査から，本３年生バスゼミの開催について改めて案内があった。 

６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 

学院長から，平成29年度第９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９回30．１．11開催】 

（１）すずかけ台地区部局長等懇談会等に係る主査・委員長のローテーションについて 

                                 （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料47） 

（２）東京工業大学すずかけ台地区J2・J3棟管理運営に関する申合せ（案）について 

                                 （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料48） 

（３）ペリパトス・オープンギャラリーの作品選出について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料49） 

（４）その他 

①平成30年度初午について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料50） 

②大隅先生ノーベル賞受賞記念碑設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料51） 

③すずかけ門垂れ幕システムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料52） 

７ その他 

（１）平成29年度予算の追加要求事業について 

学院長から，平成29年度予算の追加要求事業として要求していた「低温実験室の整備」

について，措置対象予定事業として内示があった旨説明があった。 

（２）各部局等における平成29年度実績報告及び収容定員未充足の状況について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料53に基づき，本収容定員未充足の状況について説明があっ

た。 

（３）六大学工学系人材交流の実施に関する覚書について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料54に基づき，本六大学工学系人材交流の実施に関する覚書

の一部見直しについて説明があった。 

（４）平成30年4月の系所属（予備調査結果）について 

丸山類主任から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料55に基づき，本平成30年4月の系所属（予備調査結果）

について説明があった。 

（５）留学生談話室の開設等について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料56に基づき，本留学生談話室の開設等について説明があっ

た。 

  （６）論文剽窃チェックツールを利用した博士論文の確認について 

学院長から，本論文剽窃チェックツールを利用した博士論文の確認について説明があ

った。 

（７）ゼミの英語化について 

学院長から，本ゼミの英語化について依頼があった。 

（８）土曜日におけるゼミの実施について 

学院長から，土曜日にゼミを行う場合は，当該学生（特に留学生）の同意を得て実施
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するよう依頼があった。 

 

以 上 


