
平成24年度 第 11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３月 21日（木）９：20 ～10：40 

場  所  大会議室（Ｂ２棟426号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか40名 

 

配布資料 

11－１ 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 

 11－２ 兼担教員について 

 11－３ 併任教員について 

11－４ 平成25年度授業関係について 

 11－５ 学生の異動について 

 11－６ 指導教員の変更について 

 11－７ 研究指導の委託について 

 11－８ 研究指導の受託について 

11－９ 研究生について 

 11－10 海外交流学生について 

 11－11 既修得単位の認定について 

 11－12 博士一貫教育コース所属辞退について 

 11－13 平成25年３月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

 11－14 平成25年４月大学院博士後期課程進学試験合格者（案）について 

 11－15 平成25年３月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

 11－16 大学院博士課程修了の認定及び学位授与について（学位審査等取扱要項第22条適用） 

11－17 論文提出による博士の学位授与について 

 11－18 特別教育研究コースの修了について 

 ２ 東京工業大学大学院生命理工学研究科副研究科長に関する申合せ 

 ３ 連携教員（準連携講座）の任用について 

 ４ 地球生命研究所流動教員について（依頼） 

   大学院生命理工学研究科と地球生命研究所における流動教員に関する合意事項 

 ５ フロンティア研究機構協力教員の依頼について 

 ６ 各種委員会等名簿 

 ７ 平成 25年度 大学院生命理工学研究科長・評議員・専攻長・学科長等名簿 

 ８ クラス担当・助言教員 

 ９ 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 

  育のうち，教員の学外転出に伴う大学院教育の実施の終了について（報告） 

 

ＯＨＰ資料 

 １ 平成 25年度暫定予算に伴う影響への対応について 

 ２ 定期監査実施結果【会計経理関係】（平成24年 10月～12月） 

   平成24年度 定期監査スケジュール表（会計経理関係） 

３ 部局間学術交流協定の状況調査報告について 

 ４ 車いす配備 

   女性休養室整備状況 

 ５ 平成 25年度推薦入試（第１類）合格者数 

   平成 25年度ＡＯ入試（第２類，第３類，第４類，第５類，第６類）合格者数 

 ６ 部局長予定者について 

７ 省エネ活動推進のための電気料金一部還元（負担）制度の導入について 

８ 会議・委員会等の在り方及び構成員の検証・見直し等について   



９ 平成 25年度電子ジャーナル等購読経費について 

   平成 25年度電子ジャーナル等購読経費に対する部局等負担額について 

１０ 客員研究員の受入れについて 

１１ 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

１２ 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 

 

◎現在員 66名，公務出張等12名，定足数28名に対し出席者40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11-1 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 兼担教員について 

          研究科長から，資料11-2 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 併任教員について 

          研究科長から，資料11-3 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 平成２５年度授業関係について 

          研究科長から，資料11-4 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 学生の異動について 

     研究科長から，資料11-5 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 指導教員の変更について 

     研究科長から，資料11-6 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 研究指導の委託について 

     研究科長から，資料11-7 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 研究指導の受託について 

     研究科長から，資料11-8 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 研究生について 

     研究科長から，資料11-9 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 海外交流学生について 

     研究科長から，資料11-10 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。 

 １－11 既修得単位の認定について 

     研究科長から，資料11-11 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。 

 １－12 博士一貫教育コース所属辞退について 

     研究科長から，資料11-12 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。 

 １－13 平成 25年３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，資料11-13 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。 

 １－14 平成 25年４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11-14 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。 

 １－15 平成 25年３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，現在員66名，公務出張等12名，定足数36名に対し出席者40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11-15 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 大学院博士課程修了の認定及び学位授与について（学位審査等取扱要項第22条適用） 

     研究科長から，資料11-16 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。 

 １－17 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11-17 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。 

 １－18 特別教育研究コースの修了について 

研究科長から，資料11-18 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 東京工業大学大学院生命理工学研究科副研究科長について 

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

３ 教員選考について 

（１）生体システム専攻 広域生命科学講座 広域生体システム分野 連携教授    

   研究科長から，資料３に基づき，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，資料に基づき小嶋聡一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。 

 ４ 地球生命研究所流動教員について 

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

 ５ フロンティア研究機構協力教員について 

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

 ６ 平成 25年度各種委員会委員について 

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

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

  喜多村評議員から，次の事項の審議概要等について説明・報告があった。 

・【第11回25．３．７開催】 

（１）第２期中期目標・中期計画に係る平成25年度年度計画について 

（２）東京工業大学博物館規則の一部改正について 

（３）共通講座，共通部門の設置について 

（４）国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の廃止及び制定について   

（５）国立大学法人東京工業大学将来構想検討委員会規則の制定について 

（６）東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金制度の時限延長について 

（７）国立大学法人東京工業大学組織運営規則の一部改正及び東京工業大学イノベーション人材養成機構規則の 

制定について 

（８）イノベーション人材養成機構に関する東京工業大学と電気通信大学・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 

（９）COEセンターの継続，廃止及び新規設置について      

（10）平成 25年度全学科目に関する教育責任分担部局について 

（11）ブリティッシュコロンビア大学との全学協定の締結について 

（12）情報技術人材育成に関する東京工業大学と電気通信大学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 

（13）大学院特別教育研究コースの設置期間延長等について 

（14）国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について 

（15）共同研究部門の設置期間の更新について 

（16）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 

（17）東京工業大学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 

（18）名誉教授の称号付与について 

（19）国立大学協会東京地区支部会議について       

（20）国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則の一部改正について 

（21）学長裁量ポイントの融通について 

（22）学長裁量スペースについて                 

（23）大学院理工学研究科集積システム専攻の名称変更について 

（24）大学教員の処分（注意（文書））について 

（25）部局長予定者及び教育研究評議会評議員予定者について 

（26）博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2012 の開催について 



（27）教育研究に関する諸問題について 

 

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20回25．２．22開催】 

（１）国立大学のミッションの再定義について 

（２）平成25年度文部科学省予算（案）競争的資金関係について 

（３）平成25年度暫定予算に伴う影響への対応について（OHP資料１) 

（４）平成24年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（10月～12月）の周知徹底について（OHP資料２) 

（５）部局間学術交流協定の状況調査報告について（OHP資料３) 

（６）車いす配備及び女性休養室整備について （OHP資料４) 

（７）平成25年度推薦入試及びAO入試合格者数について （OHP資料５) 

（８）平成24年度東工大基金による「研究の種発掘」支援選考結果について 

（９）平成24年度研究助成等一覧（H25.２.１～H25.２.14）受付分について 

（10）部局長予定者について（OHP資料６) 

（11）部局等の現状と問題点について 

（12）その他 

①災害ソリューション実践の内容が紹介されている文献について 

 

・【第21回25．３．７開催】 

（１）省エネ活動推進のための電気料金一部還元（負担）制度の導入について（OHP資料７) 

（２）専攻等支援事務の在り方について 

（３）会議・委員会等の在り方及び構成員の検証・見直し等について (OHP資料８) 

（４）創立八十周年記念会議室一般宿泊施設の廃止について 

（５）平成25年度電子ジャーナル等経費の部局負担について （OHP資料９) 

（６）「教員個人宛て寄附金の経理」の適正な取扱いについて 

（７）平成25年春 桜花観賞の実施について 

（８）平成24年度研究助成等一覧（H25.２.15～H25.２.28）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地球生命研究所 開所式のご案内 

 

３ 本研究科関係    

（１）客員研究員の受入れについて     

   研究科長から，OHP資料10に基づき，本受入について説明があった。 

（２）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11に基づき，本称号付与について説明があった。 

（３）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12に基づき，本称号付与について説明があった。 

（４）平成25年度大学院生命理工学研究科長・評議員・専攻長・学科長等名簿について 

研究科長から，資料７に基づき，本名簿について説明があった。 

（５）クラス担任・助言教員について 

  研究科長から，資料８に基づき，本教員について説明があった。 

（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 

育のうち，教員の学外転出に伴う大学院教育の実施の終了について 

研究科長から，資料９に基づき，本大学院教育の実施の終了について説明があった。 

 

 



（７）教員の異動について 

   研究科長から，以下の教員の異動について説明があった。 

     ①生命情報専攻 生命情報工学講座 情報生命工学分野 准教授 

     ②生体分子機能工学専攻 生体機能制御工学講座 バイオミメティック分野 助教 

 

４ 各種委員会報告 

  ・案件なし 

 

５ その他 

（１）学生調査委員会の設置について 

    研究科長から，本調査委委員会が設置された旨の報告があった。 

（２）３月31日付けで退職・異動される教職員について 

   研究科長から，本教職員について説明があった後，今年度をもって定年退職となる広瀬教授，喜多村 

教授，岸本教授，岡畑教授から挨拶があった。次いで，また，４月１日付けで異動となる小畠准教授， 

川村会計課長，草彅学務課長から挨拶があった。 

 

以上 


