
平成２４年度 第１０回 大学院生命理工学研究科教授会議事要録 

 

日  時  平成２５年２月２０日（水）１５：２０～１７：３８ 

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか５１名 

 

配布資料 

 １０－１ 平成25年度授業関係について 

 １０－２ 学生の異動について 

 １０－３ 指導教員の変更について 

 １０－４ 研究指導の委託について 

 １０－５ 海外交流学生について 

 １０－６ 特別教育研究コースの変更申請について 

 ２ 大学院生命理工学研究科選出の評議員候補者選挙時における注意事項 

   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考細則 

   国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則 

 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准連携協力に 

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 

 ４－１ ・東京工業大学及び電気通信大学との間における学生交流に関する協定書 

     ・「東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構」における東京工業大学及び電気通信大学 

との間における学生交流に関する覚書 

     ・東京工業大学及び横浜国立大学との間における学生交流に関する協定書 

     ・「東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構」における東京工業大学及び横浜国立大学 

との間における学生交流に関する覚書 

          ・東京工業大学及び慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書 

     ・「東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構」における東京工業大学及び慶応義塾大学 

との間における学生交流に関する覚書 

       ・東京工業大学及び首都大学東京との間における学生交流に関する協定書 

     ・「東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構」における東京工業大学及び首都大学東京 

との間における学生交流に関する覚書 

 ４－２ ・イノベーション人材養成機構（仮称）に関する東京工業大学及び電気通信大学との間における学生 

交流に関する協定書（案） 

・イノベーション人材養成機構（仮称）に関する東京工業大学及び電気通信大学との間における学生 

 交流に関する覚書 

・イノベーション人材養成機構（仮称）に関する東京工業大学及び横浜国立大学との間における学生 

交流に関する協定書（案） 

・イノベーション人材養成機構（仮称）に関する東京工業大学及び横浜国立大学との間における学生 

 交流に関する覚書 

・イノベーション人材養成機構（仮称）に関する東京工業大学及び慶応義塾大学との間における学生 

交流に関する協定書（案） 

・イノベーション人材養成機構（仮称）に関する東京工業大学及び慶応義塾大学との間における学生 

 交流に関する覚書 

・イノベーション人材養成機構（仮称）に関する東京工業大学及び首都大学東京との間における学生 

交流に関する協定書（案） 

・イノベーション人材養成機構（仮称）に関する東京工業大学及び首都大学東京との間における学生 

 交流に関する覚書 



 ５ 客員研究員取扱要項の改正案等についてのアンケート調査について（依頼） 

   ○国立大学法人東京工業大学客員研究員等取扱要項（改正案） 

   客員研究員等取扱要項に基づく研究員受入に関する補足説明（案） 

 ６ 生命情報専攻 生命情報工学講座 情報生命工学分野 講師について 

  「大学院生命理工学研究科教員選考に関する申合せ」より抜粋 

７ 任期を定めて雇用する教員の組織，職及び任期等について（依頼） 

  Ｈ25．４．１以降の任期を定めて雇用する教員の組織，職及び任期等 

８ 平成 25年度各種委員会委員の選出について（依頼） 

  各種委員会等名簿 

９ 平成 25年度 専攻長等会議・教授会開催予定日（案） 

10 ハラスメント事例集（アカデミックハラスメントを中心に）／キャンパス環境の改善に向けて 

11 学内措置センター「バイオフロンティアセンター」継続設置申請書 

 

ＯＨＰ資料 

 １ 本学における最近の重大な危機事象例（2010～） 

   危機管理室（Ｈ24．４．１設置） 

 ２ 大学院教育組織の改革とイノベーション人材養成機構（仮称）によるグローバル理工人養成 

 ３ 国立大学法人東京工業大学教員サバティカル研修制度実施細則の一部改正 

４  学内規則等の改正における手続きの簡素化について（案） 

５ 平成 25年４月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況 

  平成 25年度私費外国人留学生特別選抜志願状況 

６ 改正労働法施行後の任期付教員の取扱い 

  テニュアトラック教員の審査・評価方針 

  テニュア審査項目表 

 ７ ＴＯＫＹＯ ＴＥＣＨ ＯＣＷ 

 ８ キャンパス整備計画室の設置について（概要） 

 ９ 平成 24年度補正予算（第１号）における対象予定事業について 

   平成 25年度 運営費豊富金対象事業予定額（平成 25年１月 30日伝達） 

 10 平成 25年度特別経費等予定事項 

   平成 25年度国立大学法人運営費交付金予定額の構成 

   平成 25年度国立大学法人運営費交付金予定額の概要 

11 国立大学協会臨時学長等懇談会の概要（H25.2.5） 

 12 日常書面監査状況（24年 10月～24年 12月） 

 13 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

 14 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 

 15 東工大の教育改革について 

 16 グローバル・バイオエンジニア育成教育プログラムについて 

 

◎現在員６５名，公務出張等５名，定足数３１名に対し出席者５１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 平成２５年度授業関係について 

    研究科長から，資料10-1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 学生の異動について 

  研究科長から，資料10-2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 指導教員の変更について 

  研究科長から，資料10-3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 研究指導の委託について 

  研究科長から，資料10-4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。 

  次いで，櫻井生体分子機能工学専攻長から，専攻長会議（書面審議）にて承認された学生の指 

導委託について，口頭による説明があり，審議の結果，これを追加承認した。 

１－５ 海外交流学生について 

    研究科長から，資料10-5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 特別教育研究コースの変更申請について 

    研究科長から，資料10-6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。 

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，「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

候補者選考細則」第６条の規定により，構成員６５名，公務出張等５名，定足数４０名に対し出席者

４９名で定足数を満たしている旨報告があり，次いで評議員候補者選挙の実施については，同選挙管

理委員会に依頼する旨発言があった。 

      引き続き，本川選挙管理委員会委員長から，資料２に基づき，選挙実施に関する注意事項等につい

て説明があった後，同細則第３条に規定された選挙権者４９名により選挙を行った結果，正規の任期

の候補者として生物プロセス専攻 中村聡教授が選出された後，補欠の候補者として分子生命科学専

攻 湯浅英哉教授が選出された。次いで，研究科長から両教授の同意を得た旨の報告があり，両教授

を評議員候補者として承認した。 

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准連携協力に基づ 

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 イノベーション人材養成機構（仮称）に関する東京工業大学及び【電気通信大学・横浜国立大学・ 

慶應義塾大学・首都大学東京】との間における学生交流に関する協定書・覚書（案）について 

 研究科長から，資料４－１及び４－２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。 

 ５ 客員研究員取扱要項の改正案等についてのアンケート調査について 

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

６ 教員選考について                             

（１）生命情報専攻 生命情報工学講座 情報生命工学分野 講師  

          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６に基づき，山田拓司氏の担任換えについて説明があり，これを承認

した。 

 ７ 任期を定めて雇用する教員の組織，職及び任期等について 

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

８ 平成２５年度各種委員会委員の選出について 

    研究科長から，資料８に基づき説明があった後，不明な点等がある場合は生命事務まで連絡願いたい 

旨の発言が併せてあった。 

９ 平成２５年度専攻長会議・教授会開催予定日（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，原案のとおりこれを承認した。 

 

 

 



Ⅱ 諸 報 告 

○ 部局長等FD研修について 

  中村評議員から，以下の事項について説明・報告があった。 

（１）ハラスメントの防止及び対応について(資料10) 

（２）危機管理について(OHP資料１) 

 

１ 教育研究評議会関係【第１０回２５．２．８開催】 

   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。 

（１）イノベーション人材養成機構（仮称）の設置について(OHP資料２) 

（２）サバティカル研修制度実施細則の一部改正について(OHP資料３) 

（３）学内規則等の改正における手続きの簡素化について(OHP資料４) 

（４）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 

（５）東京工業大学大学院研究科の学内措置による協力講座に関する規則第２条に基づく承認申請について 

（６）学長裁量ポストについて 

（７）特別研究教育事業について  

（８）平成２５年４月入学大学院博士後期課程志願状況等について(OHP資料５) 

（９）教育研究に関する諸問題について 

（10）その他 

     ①高度科学技術社会リスク・ソリューション２０１２ 成果報告会について 

 ②平成２５年度役員会等開催日程について 

 

２ 部局長等会議関係 

  研究科長から，以下の事項の審議概要等について説明・報告があった。 

・【第１８回２５．１．２５開催】 

（１）改正労働契約法施行後の任期付教員の取扱いについて(OHP資料６) 

（２）国立大学法人東京工業大学客員研究員取扱要項の改正について 

（３）TOKYO TECH OCW/OCW-iの活用について(OHP資料７) 

（４）平成２４年度学位記授与式及び平成２５年度入学式について 

（５）平成25 年度ASPIRE リーグ研究グラント募集について  

（６）大学の世界展開力強化事業シンポジウム及び外国人研究者等との懇談会の開催について 

（７）平成25年度大学入試センター試験実施状況について 

（８）平成２４年度研究助成等一覧（H24.12.28～H25.1.17）受付分について 

（９）部局等の現状と問題点について 

 

・【第１９回２５．２．８開催】 

（１）専攻等支援事務の在り方について 

（２）東京工業大学キャンパス整備計画室の設置及び関係要項の制定について(OHP資料８) 

（３）平成２４年度補正予算（第１号）における対象予定事業について(OHP資料９) 

（４）平成２５年度運営費交付金等内示概要について(OHP資料 10) 

（５）国立大学協会臨時学長等懇談会の概要について(OHP資料 11) 

（６）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  

（７）「教員等個人宛て寄附金の経理」の適正な取扱いについて 

（８）日常書面監査（１０月～１２月）について(OHP資料 12) 

（９）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 

（10）中国赴日本国留学生予備教育（専門日本語）の実施に係る協力について 



（11）田園調布消防署による査察について 

（12）平成２４年度研究助成等一覧（H25.1.18～H25.1.31）受付分について 

（13）部局等の現状と問題点について 

（14）その他 

 ①プロダクティブリーダー養成機構 平成２４年度ＰＬＩＰ成果報告会について 

②平成２５年度役員会等会議開催日程について 

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 13に基づき，本称号付与について説明があった。 

２ 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 

  研究科長から，OHP資料 14に基づき，本称号付与について説明があった。 

 

４ 各種委員会報告 

 ・案件なし 

 

５ その他 

（１）バイオフロンティアセンターの継続について 

   中村評議員から，資料11に基づき，本センターの継続について説明報告があった。 

（２）東工大の教育改革について 

   研究科長から，OHP資料15に基づき，本教育改革について説明があった後，各専攻長より，本教育 

改革における専攻内での検討結果について説明報告があった。 

（３）グローバルＣＯＥプログラム最終評価について 

   研究科長から，本最終評価について説明報告があった。 

（４）グローバル・バイオエンジニア育成教育プログラムについて 

   研究科長から，OHP資料15に基づき，本教育プログラムについて説明があった。 

（５）生命のＨＰについて 

   黒川教授から，本ＨＰについて説明報告があった。 

（６）Creative Idea Boxについて 

   研究科長から，本Creative Idea Boxについて説明報告があった。 

（７）教育研究評議会および部局長等会議の資料について 

   研究科長から，本資料の閲覧方法について説明報告があった。 

（８）３月の教授会の日程について 

   研究科長から，３月の教授会は20日（水）が祝日にあたり，21日（木）午後は入試総会開催の 

ため，３月21日（木）９時30分から開催する旨の説明があった。 

（９）ジクロロメタンの取扱いについて 

   研究科長から，本取扱いについて説明報告があった。 

 

以上 


