
平成 24年度 第５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９月 19日（水）１５：２７～１７：０６ 

場  所  大会議室（Ｂ２棟 426号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか３８名 

 

配布資料 
５－１ 併任教員について 

５－２ 平成24年度授業関係について 

５－３ 学生の異動について 

５－４ 転研究科及び転専攻について 

５－５ 研究指導の受託について 

５－６ 科目等履修生について 

５－７ 平成24年10月博士一貫教育コース所属学生について 

５－８ 平成24年９月大学院修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 

５－９ 大学院博士課程修了予定者の審査員指名について（学位審査等取扱要項第22条適用） 

５－10 平成24年９月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

５－11 平成24年10月大学院博士後期課程進学試験合格者（案）について 

５－12 平成24年９月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

５－13 論文提出による博士の学位授与について 

５－14 平成25年３月大学院生命理工学研究科博士課程修了関係事務日程（改訂）について 

５－15 平成25年度大学院生命理工学研究科カリキュラム関係事務日程について 

５－16 特別教育研究コース協力研究科・専攻の追加について 

２ 平成25年度学部・大学院授業日程（案）について 

 ３ 新たな博士後期課程学生への経済的支援の基本方針について 
４  教員選考委員会の設置について   

（１）生命情報専攻 生命情報医科学講座 分子生命医工学分野 教授選考委員会の設置について 

のお願い 

 

ＯＨＰ資料 

１ 東京工業大学学科所属実施要項及び東京工業大学学部学習規程の一部改正について 

 ２ 「東工大の国際戦略 2012」（案） 

 ３ 産業界若手メンター制度の提案 

 ４ 平成 24年度博士課程教育リーディングプログラムについて 

 ５ 平成 23事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて 

 ６ 大岡山南８号館で発生した火災について 

 ７ 東工大 130後の組織体制について 

 ８ ウルトラグリーン・スパコンのコンテナ型研究設備の設置について 

 ９ 定期監査実施結果【会計経理】（平成 24年５月～６月） 

１０ 平成 24年度予算状況等について 

１１ 東工大基金による「研究の種発掘」支援 

１２ 上海交通大学による世界大学ランキングについて 

１３ 共通メールの更新に伴う移行作業のお願いについて 

１４ 東京工業大学 健康・衛生週間特別講習会 

１５ 新図書館の利用状況について 

１６ 平成 24年度科学研究費助成事業の採択状況について 

１７ 第７回 四大学連合文化講演会 

１８ 第 14回大岡山蔵前ゼミについて 

１９ 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

２０ 準客員研究員の受入れについて 

 



◎現在員 64名，公務出張等 12名，定足数 27名に対し出席者 38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 併任教員について 

   研究科長から，資料5-1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。 

１－２ 平成24年度授業関係について 

   研究科長から，資料5-2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。       

１－３ 学生の異動について 

   研究科長から，資料5-3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。       

１－４ 転研究科及び転専攻について 

   研究科長から，資料5-4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。       

１－５ 研究指導の受託について 

   研究科長から，資料5-5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。 

１－６ 科目等履修生について 

   研究科長から，資料5-6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24年10月博士一貫教育コース所属学生について   

    研究科長から，資料5-7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24年９月大学院修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 

    研究科長から，資料5-8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。 

１－９ 大学院博士課程修了予定者の審査員指名について（学位審査等取扱要項第22条適用） 

 研究科長から，資料 5-9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。 

１－10 平成24年９月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

 研究科長から，現在員 64名，公務出張等 12名，定足数 35名に対し出席者が 38名で定足数 

を満たしている旨報告があった。次いで，研究科長から，資料 5-10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。 

１－11 平成24年10月大学院博士後期課程進学試験合格者（案）について 

   研究科長から，資料5-11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。 

１－12 平成24年９月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

   研究科長から，資料5-12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。 

１－13 論文提出による博士の学位授与について 

   研究科長から，資料5-13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。 

１－14 平成２５年３月大学院生命理工学研究科博士課程修了関係事務日程（改訂）について 

   研究科長から，資料5-14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。 

１－15 平成２５年度大学院生命理工学研究科カリキュラム関係事務日程について 

   研究科長から，資料5-15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。 

１－16 特別教育研究コース協力研究科・専攻の追加について 

   研究科長から，資料5-16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 平成２５年度学部・大学院授業日程（案）について                      

  研究科長から，資料5-16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 新たな博士後期課程学生への経済的支援の基本方針について                            

  中村評議員から，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。 

  引き続き，中村評議員から，部局への意見照会があった「新制度の基本方針」について説明が 

あった後，種々意見交換を行い，各専攻長から「100％を断固として確保すべきである」旨の発言が 

あったため，今後その旨を「博士後期課程学生への経済的支援検討ＷＧ」に報告することとなった。

     

４  教員選考委員会の設置について   

生命情報専攻 生命情報医科学講座 分子生命医工学分野 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７名次点１名を選出した。 

 

 



Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

 中村評議員から次の事項の審議概要等について説明・報告があった。 

【臨時24．８．10開催】 

（１）理事・副学長の選考について 

（２）教員の懲戒処分について 

（３）懲戒処分不服等申出に係る審査結果について 

（４）教員の退職勧奨について 

 

【第５回24．９．７開催】 

（１）東京工業大学学科所属実施要項及び東京工業大学学部学習規程の一部改正について (OHP資料１) 

（２）「東工大の国際戦略 2012」（案）について （OHP資料２） 

（３）産業界若手メンター制度について （OHP資料３） 

（４）平成 24年度博士課程教育リーディングプログラムについて (OHP資料４) 

（５）寄附研究部門の設置等について 

（６）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 

（７）東京工業大学附置研究所における客員研究部門又は客員教員に準ずる 

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 

（８）名誉教授の称号付与について 
（９）大学教員の処分（文書「厳重注意」等）に係る不服等の申し出の審査について 

（10）学長裁量ポイントの融通について 

（11）学長裁量スペースについて 

（12）平成 23事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて  

（OHP資料５） 

（13）グローバル人材育成推進事業について 

（14）大岡山南８号館で発生した火災報告及び全学緊急安全点検の実施について (OHP資料６) 

（15）学生の懲戒処分について 

（16）東京工業大学学部入学説明会の開催について 

（17）各部局における教員人事（専任講師以上）の報告について 

（18）教育研究に関する諸問題について  

（19）その他 

   ①平成 23年度学長裁量経費について 

②スポーツ講座 2012（第２回）の開催について 

③地震対応マニュアル（冊子）の配付について 

        ④第 27回蔵前科学技術セミナーについて 

 

２ 部局長等会議関係 

  研究科長から，平成 24年度第８回及び第９回の審議事項の概要等について説明・報告があった。 

【第８回24．７．20開催】 

（１）特定有期雇用職員の賃金（年俸額）について 

（２）東工大 130後の組織体制について (OHP資料７) 

（３）各部局の平成 24年度活動計画について 

（４）ウルトラグリーン・スパコンのコンテナ型研究設備の設置について  (OHP資料８) 

（５）平成 24年度定期監査（会計経理）の実施結果の周知徹底について (OHP資料９) 

（６）平成 24年９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成 24年 10月東京工業大学 

大学院入学式について  

（７）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 

（８）平成 24年度研究助成等一覧（H24.6.29～H24.7.12受付分）について 

（９）部局等の現状と問題点について 

（10）その他 

①教員と事務局職員との交流会(第２回)の開催について 



【第９回24．９．７開催】 

（１）平成 24年度予算状況等について (OHP資料 10) 

（２）東工大基金による「研究の種発掘」支援について (OHP資料 11) 

（３）上海交通大学による世界大学ランキングについて (OHP資料 12) 

（４）共通メールの更新に伴う移行作業のお願いについて (OHP資料 13) 

（５）平成 24年度健康・衛生週間講習会について (OHP資料 14) 

（６）日常書面監査（４月～６月）について 

（７）新図書館の利用状況について (OHP資料15) 

（８）平成 24年度科学研究費助成事業の採択状況について (OHP資料 16) 

（９）平成 24年度研究助成等一覧（H24.7.13～H24.8.30受付分）について 

（10）部局等の現状と問題点について 

（11）その他 

      ①第７回 四大学連合講演会 (OHP資料 17) 

②「東工大元素戦略シンポジウム」について 

③第１４回大岡山蔵前ゼミについて (OHP資料 18) 

 

３ 本研究科関係                       

（１）東京工業大学特別研究員の称号付与について 

研究科長から，OHP資料19に基づき報告があった。 

（２）準客員研究員の受入れについて 

             研究科長から，OHP資料20に基づき報告があった。 

４ 各種委員会報告 

      （１）「危険物関係」免許取得状況の調査について 

      小林教授から，後日本調査を行う予定であるので協力願いたい旨の発言があった。 

   （２）化学物質管理システム「TITech ChemRS」による試薬在庫管理の問題点について 

      小林教授から，本試薬在庫管理の問題点について説明があった後，後日改善すべき点を求め 

る調査があるので協力願いたい旨の説明が併せてあった。 

５ その他  

（１）平成 24年度東工大挑戦的研究賞受賞者について 

       研究科長から，本受賞者について説明報告があった。 

      ■平成 24年度東工大挑戦的研究賞受賞者 

・生体システム専攻 鈴木崇之 准教授 

      ・生体分子機能工学専攻  秦猛志 助教 

    （２）東工大が加入している保険についての説明会について 

      研究科長から，本説明会を後日開催する旨の説明がった。 

（３）すずかけ台地区事務部総務課（分子生命科学専攻事務担当）秤屋邦子 氏の逝去について 

       研究科長から，本秤屋邦子氏逝去の報告があった。 

   （４）遺伝子組換え実験について 

      研究科長から，本実験を行う上での注意点について説明報告があった。 

   （５）大隅良典特任教授の第28回京都賞授賞式について 

      太田教授から、本授賞式が11月27日に行われる予定である旨の説明があった。 
 

以 上 


