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平成２７年度 第６回 大学院生命理工学研究科教授会議事要録 

 

日  時  平成２７年１０月１４日（水）15：10～17：20 

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  三原研究科長ほか４５名 

 

配付資料 

１（教務案件） 

６－１ 平成２７年度授業関係について 

６－２ 学生の異動について 

６－３ 指導教員の変更について 

６－４ 研究指導の委託について 

６－５ 研究生について 

６－６ 海外交流学生について 

６－７ 平成２８年４月大学院生命理工学研究科博士後期課程進学関係事務日程について 

６－８ 平成２７年１０月大学院生命理工学研究科（修士課程・博士後期課程）入学者数について 

 

プロジェクタ資料 

１ 教育研究組織（学院等）との規則の関係図（案）等 

２ 東京工業大学学部学則の一部改正について等 

３ 東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則等の制定等について 

４ 東京工業大学の学院長，研究教育院長及び研究院長の選考，解任及び任期に関する規則制定案等 

５ 東京工業大学副学院長，副研究教育院長，及び副研究院長に関する規則制定案等 

６ 東京工業大学教授会通則一部改正案新旧対照表 

７ 東京工業大学大学院特別専門学修プログラム実施要項等の制定について 

８ 東京工業大学ロゴマークに関する内規を廃止する内規制定案等 

９ 平成１９年度以降の教員組織等の整備に関する基本方針 

10 学長裁量スペースの等価交換について等 

11 平成２７年度上半期学長裁量スペースの申請・許可一覧 

12 平成２８年度学部編入学・大学院入学試験等合格者数 

13 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則一部改正案新旧対照表（未定稿）等 

14 大学改革に伴う現行サイトの取り扱い（案） 

15 QS World University ランキングについて 

16 毒劇物の学外等への持ち出し持ち込みについて（通知）等 

17 平成２７年度東京工業大学健康・衛生週間の実施について（通知） 

18 平成２７年度遺伝子組換え実験教育訓練の開催について 

19 平成２７年度会計事務に関する研修会（第２回）の開催について 

20 教育革新シンポジウムパンフレット 

21 高校生のための生命理工学レクチャー2015ポスター 

22 東京工業大学地球生命研究所新棟竣工記念式典について 

23 奨学寄附金受入審査会における受入金額の推移 

24 ＳＴＡＲ Ｓｅａｒｃｈ アクセスログ分析結果の報告等 

25 国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則等の制定等について 

26 平成２９年度概算要求スケジュール（案）について等 

27 平成２７年度末書類提出期限について 

28 QS World University ランキングについて等 
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29 電子ブック／電子ジャーナルのトライアルについて 

30 2015 CRL Forum International 開催案内 

31 準客員若手研究員の受入れについて 

32 短期留学生受入プログラム"Tokyo Tech Summer Program 2016" 

33 高校生のための生命理工学レクチャー2015ポスター 

34 第４回生命理工国際シンポジウムご案内 

35 平成２７年度ヒトES細胞教育研修会 

36 平成２７年度液化ヘリウム関連経費執行状況表 

37 人件費の適正な管理について（注意喚起） 

38 平成２７年度中学生職場体験 

39 女子美術大学大学院美術研究科と東京工業大学大学院総合理工学研究科との連携・協力に関する

協定書等 

40 平成２７年度すずかけ台地区防災訓練概要 

追加 動物実験教育訓練及び生物実験棟利用者講習について 

 

○現在員６５名，公務出張等４名，定足数３１名に対して出席者４６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２７年度授業関係について 

研究科長から，資料６-１（教務）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 

研究科長から，資料６-２（教務）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 指導教員の変更について 

研究科長から，資料６-３（教務）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 研究指導の委託について 

研究科長から，資料６-４（教務）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 研究生について 

研究科長から，資料６-５（教務）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 海外交流学生について 

研究科長から，資料６-６（教務）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２８年４月大学院生命理工学研究科博士後期課程進学関係事務日程について 

研究科長から，資料６-７（教務）に基づき報告があった。 

１－８ 平成２７年１０月大学院生命理工学研究科（修士課程・博士後期課程）入学者数について 

研究科長から，資料６-８（教務）に基づき報告があった。 

２ 教員選考について          

  （１）生物プロセス専攻 細胞・分子工学講座 細胞工学分野 准教授 

研究科長から，標記教員選考委員会委員長から選考結果報告書の提出があった旨報告があ

り，次いで，同委員長から選考経過及び候補者の略歴・業績等について説明があり，審議及
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び可否投票の結果，当該候補者を同分野の准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 

   湯浅評議員から，平成２７年度第６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６回２７．１０．２開催】 

（１）国立大学法人東京工業大学組織運営規則の制定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１） 

（２）東京工業大学学部学則等の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（３）東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則等の制定等 

について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（４）平成２８年度４月以降の部局長の選考に関する規則の制定等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（５）学院等運営体制に関する規則の制定等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（６）東京工業大学教授会通則の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（７）東京工業大学大学院特別専門学修プログラム実施要項等の制定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（８）東京工業大学ロゴマークに関する内規，申合せの廃止及び国立大学法人東京工業大学シン

ボルマークに関する規則の制定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（９）東京工業大学元素戦略研究センター規則の一部改正について 

（10）ヨーク大学（英国）全学協定（授業料等不徴収含む）の新規締結について 

（11）名誉教授の称号授与について 

（12）助教の職務の見直しについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（13）学長裁量スペースの等価交換及び新規確保について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（14）平成２７年度上半期学長裁量スペースの許可・使用状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（15）平成２８年度学部編入学試験（一般入試）等合格者数について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（16）教育研究に関する諸問題について 

（17）その他 

①平成２８年４月以降の教育研究評議会に関する規則（案）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

２ 部局長等会議関係 

研究科長から，平成２７年度第１０回及び第１１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１０回２７．９．１８開催】  

（１）改革に伴う現行サイトの取り扱いについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（２）経理処理に対する監事からの意見 

（３）ＱＳランキング結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（４）毒劇物の学外等への持ち出し持ち込みについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（５）平成２７年度東京工業大学健康・衛生週間の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（６）平成２７年遺伝子組換え実験教育訓練の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（７）平成２７年度会計事務に関する研修会の（第２回）の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（８）教育革新シンポジウムの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（９）高校生のための生命理工学レクチャー２０１５の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（10）地球生命研究所新棟竣工記念式典について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（11）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（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（12）平成２７年度研究助成等一覧（H27.8.25～H27.9.10）受付分について 

（13）部局等の現状と諸問題について 

（14）その他 

①出張計画の実行状況等の把握・確認について 

【第１１回２７．１０．２開催】 

（１）平成２８年４月以降の教育研究評議会における各部局選出評議員の選考細則のひな型の提
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示について 

（２）ＳＴＡＲ Ｓｅａｒｃｈ アクセスログ分析結果報告（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（３）国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則等の制定等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（４）平成２９年度概算要求スケジュールについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（５）平成２７年度末書類提出期限について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（６）ＴＨＥランキング結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（７）電子ブック／電子ジャーナルのトライアルについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（８）平成２７年度資源化学研究所国際フォーラムの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（９）平成２７年度研究助成等一覧（H27.9.11～H27.9.24）受付分について 

（10）部局等の現状と諸問題について 

（11）その他 

３ 本研究科関係 

（１）準客員若手研究員の受入れについて 
研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 31 に基づき，本準客員若手研究員の受入れについて報告があ

った。 

４ 各種委員会報告等 

（１）短期留学生受入プログラム"Tokyo Tech Summer Program 2016"について 

相澤国際室学生交流プログラム委員会受入プログラム部会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 32に基

づき，本プログラムに係る受入教員アンケートについて協力依頼があった。 

（２）高校生のための生命理工レクチャー2015 について 

岩崎生命理工レクチャー2015 準備委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 33に基づき，本生命理工

レクチャー2015 に関する概要説明及び助教の動員等に関する協力依頼があった。 

（３）第４回生命理工国際シンポジウムについて 

山口生命理工国際シンポジウム実行委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 34 に基づき，本国際シ

ンポジウムに関する概要説明及び学生等への周知依頼があり，併せて，懇親会費に関する協

力依頼があった。 

  （４）平成２７年度ヒト ES 細胞教育研修会について 

粂教授から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 35 に基づき，本ヒト ES 細胞教育研修会について開催案内があ

った。 

  （５）動物実験教育訓練及び生物実験棟利用者講習について 
廣田動物実験委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料(追加)に基づき，本動物実験教育訓練及び生

物実験棟利用者講習会について開催案内があった。 

 ５ その他 

（１）連携講座教員の退職について 

研究科長から，分子生命科学専攻平尾一郎連携教授が，海外機関へ転出のため，１０月３１

日付けで退職する旨説明があり，次いで，平尾連携教授から挨拶があった。 

（２）平成２７年度ヘリウム関連経費執行状況について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 36に基づき，本ヘリウム関連経費執行状況について説明があ

った。 

（３）人件費の適正な管理について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 37に基づき，本人件費の適正な管理について注意喚起があっ

た。 

（４）すずかけ門への指導員配置について 

研究科長から，本指導員の配置について説明があった。 

（５）中学生職場体験（上級学校訪問）受入れについて 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 38に基づき，本中学生職場体験受入れについて説明があった。 
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（６）平成２８年度ペリパトスオープンギャラリーについて 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 39に基づき，本ペリパトスオープンギャラリーについて，来

年度は継続することとし，それ以降は改めて検討することとなった旨説明があった。 

（７）学長裁量スペース（Ｈ１２７）の継続申請について 

研究科長から，本館のすずかけ台地区教員控室（Ｈ１２７）について，学長裁量スペースの

継続申請を行うこととなった旨説明があった。 

（８）平成２７年度大学院生命理工学研究科 FD研修の開催について 

研究科長から，本研究科 FD研修について，１１月１８日（水）の教授会終了後，助教以上

の教員を対象として，コンプライアンス関係を内容として開催する予定である旨説明があった。

また，「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－（丸善出版）」について，助教以上

の教員と JSPS 特別研究員あてに配布済みであり，通読するよう発言があった。 

  （９）平成２７年度すずかけ台地区防災訓練の概要等について 

     研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料40に基づき，本防災訓練の概要等について説明があった。 

  （10）第２期中期目標期間の教育研究の状況についての評価について 

     湯浅評議員から，第２期中期目標期間の教育研究の状況についての評価について，改めて，研究

室卒業生等へのアンケート調査等に関する協力依頼があった。 

  （11）マウス生殖補助技術の提供について 

     廣田准教授から，マウス生殖補助技術の提供について紹介があった。 

  （12）微生物研究者勉強会の開催について 

     福居教授から，微生物研究者勉強会の開催について案内があった。 

 

以上 


