
平成２３年度 第９回 大学院生命理工学研究科教授会議事要録 

 

日  時  平成２４年１月２５日（水）１５：０８～１８：３２   

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか４４名 

 

配布資料 

 ９－１ 大学院生命理工学研究科の講座に属さない担当教員候補者について 

９－２ 平成24年度授業関係について 

 ９－３ 学生の異動について 

 ９－４ 指導教員の変更について 

 ９－５ 研究指導の委託について 

 ９－６ 研究生について 

 ９－７ 博士一貫教育コース所属の辞退について 

 ９－８ 平成24年３月大学院修士課程修了予定者の審査員指名について 

 ９－９ 平成24年３月大学院博士課程修了予定者の論文受理及び審査員指名について 

９－10 平成 24 年６月大学院生命理工学研究科修士課程及び博士課程修了関係事務日程について 

２ 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会の大学院生命理工学研究科選出の評議員候補者選挙に関する日程

（案）について 

 ３ 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教 

育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書（案）  

４ 東京工業大学名誉教授推薦調書 

５ 共同研究講座（部門）の設置について（申請） 

６ 寄附講座の設置について（申請） 

７ 部局間協定の細目追加に係る申立書 

８ 東京工業大学におけるＧＰＡ制度の導入について（審議依頼）   

９ 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（案） 

 

ＯＨＰ資料 

 １ 連携教員（準連携講座）の継続任用について 

 ２ 助教の任用／特任助教の任用 

 ３ 学生の懲戒等に関する規程（案）概要 

 ４ 東京工業大学学部学生の留学に関する取扱い，及び東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱 

いの一部改正について 

 ５ Ｗｅｂ世界標準規格準拠（W3C 準拠）の必要性 

 ６ 国立大学法人評価結果を受けた評価反映分のインセンティブ付与 第二期中の配分算定要素イメージ図 

 ７ 平成２４年度特別経費等予定事項 

 ８ 平成２３年度末書類提出期限について 

 ９ 大学院生命理工学研究科特別研究員の称号付与について 

 

席上配付資料 

 １ 平成２４年度前期分授業料免除について 

 

◎現在員６４名，公務出張等６名，定足数５８名に対し出席者４４名で教授会成立 

◎前回議事要録（案）を承認した。 

 

 

 



議事要旨 

Ⅰ 審議事項 

１－１ 大学院生命理工学研究科の講座に属さない担当教員候補者について 

  研究科長から，資料9-1に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

１－２ 平成24年度授業関係について 

  研究科長から，資料9-2に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

１－３ 学生の異動について 

  研究科長から，資料9-3に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

１－４ 指導教員の変更について 

  研究科長から，資料9-4に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

１－５ 研究指導の委託について 

  研究科長から，資料9-5に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

１－６ 研究生について 

  研究科長から，資料9-6に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

１－７ 博士一貫教育コース所属の辞退について 

  研究科長から，資料9-7に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

１－８ 平成24年３月大学院修士課程修了予定者の審査員指名について 

     研究科長から，資料9-8に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－９ 平成23年３月大学院博士課程修了予定者の論文受理及び審査員指名について 

  研究科長から，資料9-9に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

１－10 平成24年６月大学院生命理工学研究科修士課程及び博士課程修了関係事務日程について 

  研究科長から，資料9-10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大学院生命理工学研究科選出の評議員候補者選挙について 

研究科長から，資料２に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり日程及び選挙管理委員会の設置  

を承認し，構成員に各専攻長５名を選出した。 

３ 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教 

育の実施に関する規則第2条に基づく承認申請書について 

研究科長から，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。 

４ 名誉教授の推薦について 

研究科長から，資料４に基づき説明があり，審議の結果，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

５ 共同研究講座の設置について                           

研究科長から，資料５に基づき説明があり，審議の結果，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

６ 寄附講座の設置について 

研究科長から，資料６に基づき説明があり，審議の結果，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

７ 東京工業大学大学院生命理工学研究科とタンザニア水産研究所との部局間協定の細目追加について 

研究科長から，資料７に基づき説明があり，審議の結果，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

８  東京工業大学におけるＧＰＡ制度の導入について 

研究科長から，資料８に基づき説明があり，審議の結果，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

９ 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（案）について 

研究科長から，資料９に基づき説明があり，審議の結果，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

10 教員選考委員会の設置について 

（１）大学院生命理工学研究科 共通バイオフロンティア講座 准教授 

研究科長から，標記教員選考委員会の設置をすることについて説明があり，審議の結果，これを承 

認し，投票の結果，委員５名次点１名を選出した。 

11 連携教員の継続任用について 

（１）準連携講座  

      研究科長から，OHP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。 

12 教員選考について  



（１）生命情報専攻 生命情報医科学講座 分子生命情報分野 助教 

   研究科長から，OHP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。 

（２）生物プロセス専攻 生体医工学創生寄附講座 特任助教     

    研究科長から，OHP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。 

（３）大学院生命理工学研究科 連携講座連携教員  

   ①生命情報専攻 広域生命情報講座 広域生命情報分野 連携准教授 

研究科長から，同教員選考委員会委員長から選考結果報告が提出された旨説明があった。次いで， 

同委員長が公務出張のため工藤教授から，資料に基づき田中元雅氏及び村山正宜氏の選考経過並び 

に略歴・業績等について説明があり，審議及び可否投票の結果，両氏を同分野の連携准教授に任用 

することを承認した。 

（４）大学院生命理工学研究科 連携講座連携教員 

②分子生命科学専攻 広域生命科学講座 広域生命科学分野 連携教授  

研究科長から，同教員選考委員会委員長から選考結果報告が提出された旨説明があった。次い 

で，同委員長から，資料に基づき平尾一郎氏及び小林武彦氏の選考経過並びに略歴・業績等につ

いて説明があり，審議及び可否投票の結果，両氏を同分野の連携教授に任用することを承認した。 

 

③生体分子機能工学専攻 広域生体機能工学講座 連携教授 

   研究科長から，同教員選考委員会委員長から選考結果報告が提出された旨説明があった。次いで， 

同委員長から，資料に基づき児島宏之氏及び栗原正明氏の選考経過並びに略歴・業績等について

説明があり，審議及び可否投票の結果，両氏を同分野の連携教授に任用することを承認した。 

（５）生体分子機能工学専攻 生体分子物性講座 生体分子物性分野 教授      

    研究科長から，同教員選考委員会委員長から選考結果報告が提出された旨説明があった。次いで，

同委員長から，資料に基づき上野隆史氏の選考経過並びに略歴・業績等について説明があり，審議

及び可否投票の結果，同氏を同分野の教授に任用することを承認した。 

 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係（第９回２４．１．６開催） 

（１）学生の懲戒等に関する規程の制定について （OHP資料３） 

（２）東京工業大学大学院学習規程の一部改正について 

（３）大学情報活用センター設置に伴う情報基盤統括室規則等の改正等について 

（４）東京工業大学学部学生の留学に関する取扱い，及び東京工業大学大学院学生の留学に関する 

取扱いの一部改正について （OHP資料４）  

  （５）博士課程教育リーディングプログラムに係る特定有期雇用教員の選考に関する申合せの制定 

について 

  （６）東京工業大学における時限付きの附置研究所研究部門若しくは附属研究施設又は学内共同研 

究教育施設の取扱いに関する申合せの一部改正について 

（７）平成２４年度学部・大学院授業日程について 

（８）資源化学研究所スマート物質化学部門の設置について 

（９）大学院総合理工学研究科における協力講座等の整備について 

  （10）東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に

基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について 

（11）東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づ 

く研究の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について 

（12）寄附研究部門の設置及び更新について 

  （13）大学院特別教育研究コース「政策のための科学特別教育研究コース」の設置について 

（14）TAIST Tokyo Tech 第２フェーズ協定の締結について 

（15）ホーチミン工科大学（HCMUT）全学協定の新規締結について 

  （16）部局長の異動について 



（17）大学教員の処分（文書「厳重注意」等）について 

（18）平成２４年度夏季一斉休業日について 

（19）学長裁量ポストについて 

（20）学長裁量スペースについて 

（21）平成２２年度における国立大学法人の業務実績に関する二次評価結果について 

（22）平成２４年４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験（社会 

人募集）合格者数及び平成２４年度推薦入試，AO 入試出願状況について   

（23）大学院教育改革支援プログラムの支援について 

（24）学長主催外国人研究者へのオリエンテーション及び外国人研究者等との懇談会の実施について 

（25）特別調査委員会（第３回及び第４回）について 

（26）イラン人研究生入学許可等請求に係る判決に対する控訴について 

（27）研究費不正防止対策検討委員会の設置について 

（28）各部局等における教員人事（専任講師以上）の報告について 

（29）教育研究に関する諸問題について 

（30）その他 

 ①平成２４年度４月期ＰＬＩＰ公募説明会について 

 ②「東工大つばめ新聞」について 

     ③東京工業大学社会理工学研究科講演会「目に見えない価値」について 

 

２ 部局長等会議関係 

  研究科長から，平成 23 年度第 16 回及び第 17 回の審議事項の概要等について説明報告があった。 

【第１６回２３．１２．１６開催】   

（１）東京工業大学における時限付きの附置研究所研究部門若しくは附属研究施設又は学内共同研 

究教育施設の取扱いに関する申合せの一部改正について 

（２）資源化学研究所スマート物質化学部門の設置について 

（３）国立大学協会・臨時学長等懇談会の概要について  

（４）平成 24 年度「博士課程教育リーディングプログラム」の応募について 

（５）東工大の新国際戦略（案）の今後の検討の進め方について 

（６）WEB 広報活動計画について （OHP 資料５） 

（７）WEB サイト管理業務の体制強化の必要性について 

（８）大学院入試説明会開催スケジュールの大学ホームページへの掲載について 

（９）平成 23 年度研究助成等一覧（H23.11.25～H23.12.8 受付分）について 

（10）奨学寄附金受入審査会における受入金額の推移について 

（11）部局等の現状と問題点について 

（12）学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会について 

 

【第１７回２４．１．６開催】 

（１）平成２４年度以降の評価インセンティブ部局配分に係る指標について（OHP 資料６） 

（２）平成２４年度運営費交付金等内示概要について （OHP 資料７） 

  （３）平成２３年度会計検査院実地検査に係る受検概要及び講評概要について 

（４）平成２２年度決算検査報告事項の周知徹底について 

（５）研究費不正防止対策検討委員会の設置について 

（６）WEB 広報活動計画について 

（７）WEB サイト管理業務の体制強化の必要性について 

（８）年度末書類提出期限について（OHP 資料８） 

（９）平成 23 年度研究助成等一覧（H23.12.9～H23.12.21 受付分）について 

（10）部局等の現状と問題点について） 

３ 本研究科関係   



１ 大学院生命理工学研究科特別研究員称号付与について 

    研究科長から，OHP資料９に基づき，本称号付与について説明があった。 

２ 助教の退職について 

     研究科長から，本退職について説明があった。  

４ 各種委員会報告 

  研究科長から，すずかけ祭実行委員会について，５月１９日（土），２０日（日）の２日間，すず

かけ祭を開催する旨の報告があった。 

５ その他 

１ 平成２４年度前期分授業料免除について 

  学務課学生支援グループの大塚主任から，本授業料免除について説明があった。 

２ 博士課程教育リーディングプログラムについて 

  梶原准教授から，本プログラムについての説明，及び学部４年生向けに２月６日（月）13：15～14：00に 

J221講義室にて，Ｈ２４年度より開始の「博士課程教育リーディングプログラム」とＨ１８年度より実 

施の「博士一貫教育プログラム」についての説明会がある旨の説明があった。 

 引き続き，德永教授から，本プログラムについて補足説明があった後，種々意見交換を行った。 

  ３ 節電への取組について 

    研究科長から，本取組について引き続き協力願いたい旨の要望があった。 

  ４ 大学院生命理工学研究科２０周年記念プログラム（仮称）」について 

    研究科長から，本２０周年記念プログラムを１１月１７日（土）に開催する旨の説明があった後，募

金活動について協力願いたい旨の発言があった。 

    なお，集めた募金については，１３０周年記念事業に組み込んで管理して頂く旨の補足説明があった。 

  ５ 大学改革について 

    研究科長から，本大学改革について説明があった。 

 

以上 


