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平成 29年度 第 10回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 30年２月 14日（水）15：06～16：50 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 59名 

 

配布資料 

１ 平成29年度第９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 30 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 平成 29 年度授業関係について 

２－２ 平成 30 年度授業関係について 

２－３ 学生の異動について 

２－４ 研究指導の委託について 

２－５ 研究指導の受託について 

２－６ 平成 30 年３月修士課程修了予定者の論文審査員の変更について 

 

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

日程等 

２ 東京工業大学名誉博士称号授与規則等一部改正案新旧対照表 

３ 東京工業大学大学院学修規程の一部改正について 

４ 東京工業大学リーダーシップ教育課程規程一部改正案新旧対照表 

５ 東京工業大学大学院副専門学修プログラム実施要項及び東京工業大学大学院特別専門学修プロ

グラム実施要項の一部改正について 

６ 東京工業大学ティーチング・アシスタント(運営費交付金授業科目教育補助)取扱要項一部改正

案新旧対照表 

７ 東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ及び東京工業大学に

おける学外審査員の学位論文審査協力経費の事務取扱いについての一部改正について 

８ 東京工業大学入学者選抜委員会規則及び東京工業大学大学院入学者選抜委員会規則の一部改正

について 

９ 大学院特別専門学修プログラム開設申請について 

10 名古屋大学と東京工業大学との「産学共創プラットフォーム共同研究推進（略称 OPERA）」にお

ける単位互換に関する協定書及び実施要項について 

11 東京工業大学情報理工学院と早稲田大学大学院先進理工学研究科との学生交流に関する覚書に

ついて 

12 国立大学法人東京工業大学理事・副学長等予定者名簿 

13 平成 30年度私費外国人留学生特別入試志願状況及び平成 30年４月入学大学院博士後期課程入

学試験志願状況 

14 研究ユニット申請書等 

15 平成 30年度役員会等会議開催日程 
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16 平成 29年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（第３四半期）の周知徹底について（依頼） 

17 教員自己点検システム（FIS）操作説明会開催通知 

18 職員報奨金規則第３条第２号該当者一覧（平成 29年度） 

19 「アシスタント配置プログラム」のご案内 

20 介護への支援に関するアンケートの実施について 

21 各部局の広報活動（2017年下半期系等サイト運用レポート） 

22 英文メールニュース「Tokyo Tech Bulletin」リニューアルについて 

23 平成 30年春 桜花観賞の実施について（案） 

24 就職対策講座 

25 研究センター等の年度実績報告について 

26 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

27 継続審査審査結果とりまとめ（新共用） 

28 すずかけ台地区安全衛生委員会の委員長等のローテーション 

29 すずかけ祭へのご寄附について（依頼） 

30 平成 30年度すずかけ台地区部局長等懇談会日程 

31 ペリパトス・オープンギャラリーの各賞について 

32 副学院長予定者（平成 30年４月１日）について 

33 生命理工学院における質量分析装置 ultraflex TOF/TOF（ブルカージャパン株式会社）の利用

料金について 

34 平成 30年度各種委員会等名簿 

35 平成 30年度各種会議等開催日程（案） 

36 平成 29年度科学技術人材育成費補助事業「卓越研究員事業」における卓越研究員の決定（平成

29 年 11月末現在）について等 

 

○現在員 77名，公務出張等６名，定足数 36名に対して出席者 60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30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。 
（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 平成 30 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２-２（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 学生の異動について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-３（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。 
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１－４ 研究指導の委託について 

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 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２-５（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 30 年３月修士課程修了予定者の論文審査員の変更について 

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候補者の選考について 

学院長から，標記評議員候補者選挙については，同選挙管理委員会において実施する旨発言が

あり，引き続き，近藤選挙管理委員会委員長から，「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細則」第６条の規定に基づき定足数の確認があり，現

在員54名，公務出張等５名，定足数33名に対して出席者46名で定足数を満たしている旨報告があ

った。次いで，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１に基づき，選挙実施に関する注意事項等の説明があり，引き続き，

同細則第３条に規定する選挙権者により選挙を行った結果，近藤科江教授が評議員候補者に選出

された（第１次投票の結果，近藤委員長を含む３名の選挙管理委員会委員が第２次投票候補者と

なったため，教授会の承認を経て，委員の交代を行うとともに，委員長を福居委員に交代した。）。

次いで，学院長から同教授の同意を得た旨報告があり，同教授を評議員候補者として決定した。 

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10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10回30．２．２開催】 

（１）東京工業大学名誉博士称号授与規則等の一部改正等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（２）東京工業大学大学院学修規程の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（３）東京工業大学リーダーシップ教育課程規程の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（４）東京工業大学大学院副専門学修プログラム実施要項及び東京工業大学大学院特別専門学修

プログラム実施要項の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（５）東京工業大学ティーチング・アシスタント（運営費交付金授業科目教育補助）取扱要項の

一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（６）東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ及び東京工業大

学における学外審査員の学位論文審査協力経費の事務取扱いについての一部改正について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（７）東京工業大学入学者選抜委員会規則及び東京工業大学大学院入学者選抜委員会規則の一部

改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（８）大学院特別専門学修プログラム開設申請について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（９）名古屋大学と東京工業大学との「産学共創プラットフォーム共同研究推進（略称OPERA）」

における単位互換に関する協定書及び実施要項について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（10）東京工業大学情報理工学院と早稲田大学大学院先進理工学研究科との学生交流に関する覚

書について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（11）「共同研究講座の廃止」について 

（12）理事・副学長等の選考について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（13）平成30年度私費外国人留学生特別入試志願状況，及び平成30年４月入学大学院博士後期課

程入学試験志願状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（14）研究ユニットの設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（15）三島良直学長の最終講演の開催について 

（16）教育研究に関する諸問題について 
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（17）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15） 

②評議員の選出について 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成29年度第19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19回30．２．２開催】 

（１）平成29年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（第３四半期）の周知徹底について 

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

（２）教員自己点検システム（FIS）操作説明会について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（３）職員報奨金規則第３条第２号に基づく報奨金の授与について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（４）育児・介護中の教員・研究員（男女）向け 「アシスタント配置プログラム」平成30年度

前期利用者募集について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（５）介護への支援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20） 

（６）各部局の広報活動について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（７）英文メールニュース「Tokyo Tech Bulletin」リニューアルについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（８）平成30年春桜花観賞の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（９）就職対策講座の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（10）平成29年度研究助成等一覧（H30.1.13～H30.1.26）受付分について 

（11）部局等の現状と問題点について 

（12）その他 

①研究センター等の年度実績報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

３ 本学院関係 

（１）助教候補者の採用の可否の決定について 

学院長から，１月教授会で承認された助教候補者３件について，学長から採用を可とす

る決定があった旨説明があった。 

（２）特任教員の採用の可否の決定について 

学院長から，１月教授会で承認された特任教員１件について，学長から採用を可とする

決定があった旨説明があった。 

（３）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26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。 

・日露教育研究合同シンポジウムの開催について 

（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。 

 ・先端研究基盤共用促進事業に係る評価等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 27） 

（３）安全衛生委員会関係 

特になし 

（４）生命理工学コース３年生バスゼミについて 

秦補佐会委員から，本３年生バスゼミ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。 

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10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
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あった。 

【第10回30．２．１開催】 

（１）すずかけ台地区安全衛生委員会の委員長等のローテーションについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（２）すずかけ祭へのご寄附について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（３）その他 

   ①平成30年度すずかけ台地区部局長等懇談会日程（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

   ②ペリパトス・オープンギャラリーの各賞について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

７ その他 

（１）副学院長予定者（平成30年４月１日）について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32に基づき，本副学院長予定者（平成30年４月１日）につ

いて説明があった。また，各グループ長（専攻長）から，グループ長（専攻長）予定者

（平成30年４月１日）について報告があった。 

（２）助教の退職について  

学院長から，近藤研究室口丸高弘助教が３月末をもって退職（自治医科大学に転出）

予定である旨説明があった。 

（３）生命理工学院における質量分析装置ultraflex TOF/TOF（ブルカージャパン株式会社）

の利用料金について 

学院長及び太田副学院長（研究担当）（技術部バイオ部門長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33に

基づき，本質量分析装置ultraflex TOF/TOFの利用料金について，法人運営費に加え外

部資金からも支出することができるよう定めた旨説明があった。 

（４）平成30年度各種委員会等委員の選出について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34に基づき，本平成30年度各種委員会等委員の選出につい

て，現在，各グループ長（専攻長）に選出依頼を行うなどして選出を行っているところ

であるが，確定したものから順次教授会で承認手続を行う予定である旨説明があった。

また，新規や廃止等がある場合には，生命理工学院事務グループに連絡するよう依頼が

あった。 

（５）平成30年度各種会議等開催日程（案）について  

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35に基づき，本平成30年度各種会議等開催日程（案）につ

いて説明があった。 

（６）卓越研究員事業について 

   学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36に基づき，本卓越研究員事業について，１名のポスト（講

師）を希望するとととし，関係書類等を提出している旨説明があった。 

（７）平成29年度予算の執行について 

学院長から，本平成29年度予算の執行について，各グループ長（専攻長）を通じて，

学院共通経費としての執行希望を聞いているところであるが，予算残額等を踏まえ対応

することとする旨説明があった。 

 

以 上 


