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平成 28 年度 第８回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 28年 12月 14日（水）15：05～16：45 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 61名 

 

配布資料 

１ 平成28年度第７回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２（教務案件） 

（学士課程） 

２－１ 平成 28 年度授業関係について 

（大学院課程） 

２－１ 平成 28 年度授業関係について 

２－２ 学生の異動について 

２－３ 海外交流学生について 

３ 第５回生命理工国際シンポジウム Sense, Sensor, Sensation 招待講演者 

 

プロジェクタ資料 

１ 特任教員等の選考について 

２ 「教育研究活動等の可視化に向けた取組強化」について（案）等 

３ 全学教育ポリシー（案） 

４ 共同研究講座設置申込書（Input Output）等 

５ 国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表等 

６ 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則の一部改正について 

７ 学長裁量スペースの等価交換について 

８ 他機関の動物実験施設における不審者の来訪について（注意喚起） 

９ 各本部の創設準備及び創設準備会設置要項について 

10 平成29年４月以降の運営体制の見直しに係る規則の制定改廃の手続きについて 

11 平成28年度人事院勧告及び今後の人事計画等にかかる方針 

12 特任教授等及び事務局長の英語職名について 

13 東京工業大学学内保育所「てくてく保育園」開設について 

14 就職ガイダンス，ドクターズキャリアフォーラムについて 

15 論文剽窃チェックソフト「iThenticate」利用説明会の開催について 

16 平成28年度研究不正防止のための研修会（第４回及び英語回）の開催について等 

17 2016年度冬季の節電と省エネ対策について 

18 東京工業大学科学技術創成研究院・帝国データバンク 共催シンポジウムについて 

19 国立大学向け不正通信監視システム（NII-SOC）試行運用への参加 

20 科学研究費助成事業応募状況推移（研究種目毎）等 

21 財会システムリプレイスに伴う意見交換について（案） 

22 第31回大岡山蔵前ゼミ 

23 財政制度等審議会財政制度分科会（平成28年11月4日開催）資料（国立大学法人運営費交付金関

係）についての文部科学省の見解 

24 平成28年３月31日以前に教育・研究系フルタイムの非常勤職員として採用された者の年休付与の

経過措置の変更について 

25 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について 

26 監事からの改革推進に関するアンケートへの協力について（依頼） 
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27 就職活動再点検講座Ⅱについて 

28 全学一斉清掃について 

29 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について 

30 入構規制 

31 全学共用ライフサイエンス推進機器分析室の整備 

32 実験廃液排出費用の一部有償化について 

33 第５回生命理工国際シンポジウムポスター等 

34 IEEE Milestone 銘板の設置 

35 平成29年度ペリパトス・オープンギャラリー作品展示スケジュールについて（案） 

36 ペリパトス文庫資料費のお願いについて 

37 「すずかけ台地区部局長等懇談会」の今後の日程について 

38 教員の担当について（依頼） 

39 修士課程・博士後期課程 入試説明会・研究室見学会 ポスター等 

 

回収資料 

１ 特任教員等の選考について（略歴調書，業績調書） 

 

○現在員 76名，公務出張等４名，定足数 37名に対して出席者 62名で教授会成立 

○資料１に基づき，前回議事要録（案）を承認した。 

 

議事要旨 

Ⅰ 審議事項 

（学士課程） 

１－１ 平成28年度授業関係について 

学院長から，資料２-１（学士）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。 

（大学院課程） 

１－１ 平成 28 年度授業関係について 

学院長から，資料２-１（大学院）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 

学院長から，資料２-２（大学院）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 海外交流学生について 

学院長から，資料２-３（大学院）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 特任教員等の選考について 

（１）生命理工学コース生命情報科学 特任助教（若手研究者の採用拡大支援） 

徳永教授（標記選考委員会委員長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１及び回収資料１に基づき，選考

結果の報告があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認し，学長に報告することとした。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

   太田評議員から，平成28年度第８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。

また，学院長から，（１）「教育研究活動等の可視化に向けた取組強化」について，本学院とし

ては，本共通シートの他，今年度作成した教員評価表（Excelファイル）も併用することとする

旨説明があった。 
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【第８回28．12．２開催】 

（１）「教育研究活動等の可視化に向けた取組強化」について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（２）全学の教育ポリシー（案）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（３）「共同研究講座の設置」について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（４）国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の改正等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（５）「東京工業大学基金被災学生緊急奨学金」奨学生の決定について 

（６）熊本地震による被災大学からの学生受入れの報告について 

（７）国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則の一部改正

について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（８）学長裁量スペースの等価交換について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（９）他機関の動物実験施設における不審者の来訪について（注意喚起）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（10）教育研究に関する諸問題について 

（11）その他 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成28年度第14回及び第15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14回28．11．18開催】 

（１）企画立案執行組織の創設準備会の設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（２）平成29年４月以降の運営体制の見直しに係る規則の制定改廃の手続きについて 

                                （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（３）平成28年度人事院勧告への対応について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（４）特任教授等及び事務局長の英語職名について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（５）学内保育所「てくてく保育園」開設について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（６）就職ガイダンス，ドクターズキャリアフォーラムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（７）論文剽窃チェックソフト「iThenticate」利用説明会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（８）平成28年度研究不正防止のための研修会（第４回及び英語回）の開催について 

                                      （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（９）2016年度冬季の節電と省エネ対策について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（10）東京工業大学科学技術創成研究院・帝国データバンク 共催シンポジウムについて 

                                     （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（11）国立大学向け不正通信監視システム(NII-SOC)試行運用への参加について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（12）平成29年度科学研究費助成事業の応募状況等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（13）財会システムリプレイスに伴う意見交換について（案）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（14）平成28年度研究助成等一覧（H28.10.28～H28.11.10）受付分について 

（15）部局等の現状と諸問題について 

（16）その他 

①第31回大岡山蔵前ゼミについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

②「財政制度等審議会財政制度分科会（平成28年11月4日開催）資料（国立大学法人運営

費交付金関係）についての文部科学省の見解」について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

【第15回28．12．２開催】 

（１）平成28年３月31日以前に教育・研究系フルタイムの非常勤職員として採用された者の年休

付与の経過措置の変更について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（２）外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（３）改革推進に関するアンケートへの協力について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（４）就職活動再点検講座Ⅱについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（５）全学一斉清掃について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 
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（６）学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（７）平成28年度大学入学者選抜大学入試センター試験実施における入構措置等について 

                                    （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（８）平成28年度研究助成等一覧（H28.11.11～H28.11.24）受付分について 

（９）部局等の現状と諸問題について 

（10）その他 

 ３ 本学院関係 

特になし 

４ 系主任・コース主任会議関係 

特になし 

５ 各種委員会等関係 

（１）生命国際関係室関係 

梶原副学院長（国際担当）から，以下の事項について説明があった。 

    ・東京工業大学・清華大学大学院合同プログラム（バイオコース）に係るシンポジウ

ムの開催について 

・国際大学院プログラムに係るリサーチシンポジウム（東アジア関係）の開催について 

（２）研究企画推進会議関係 

太田副学院長（研究担当）から，以下の事項について説明があった。 

・平成 30年度概算要求事項について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 31） 

・平成 28年度追加要求事業について 

（３）安全衛生委員会関係 

中村副学院長（総務担当）から，以下の事項について説明があった。 

・実験廃液排出費用の一部有償化及び培養液の廃棄方法について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

・本学院における事故報告体制等について 

（４）第５回生命理工国際シンポジウムについて 

鈴木生命理工国際シンポジウム実行委員会委員から，配布資料３及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33に基

づき，本国際シンポジウムに係る招待講演者の紹介があり，併せて，参加者名簿の提出・懇

親会費徴収について，改めて協力依頼があった。 

（５）学院セミナーおよび懇親会について 

三重補佐会委員から，本学院セミナーおよび懇親会について，本教授会終了後開催する旨

改めて案内があった。 

  （６）生命理工同窓会名簿の作成について 

山口生命理工学院同窓会委員会委員から，本生命理工同窓会名簿の作成について，改めて

協力依頼があった。 

６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 

学院長から，平成28年度第８回すずかけ台地区部局長等懇談会の概要等について報告・説明が

あった。 

 （１）IEEE Milestone Plaque のすずかけ台キャンパスでの設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

（２）ペリパトス・オープンギャラリーについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

（３）ペリパトス文庫資料費のお願いについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36） 

（４）すずかけ台部局長等懇談会の開催日程について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料37） 

（５）その他 

７ その他 

（１）教員の担当について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 38に基づき，本教員の担当について説明があった。 

（２）平成 31年４月以降の学士課程入試について 
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学院長から，本平成 31年４月以降の学士課程入試について説明があった。 

（３）平成 28年度予算の執行状況等について 

学院長から，競争的研究資金（科研費を除く）の獲得教員に対し，科研費と同様の率（間

接経費の５％）により，インセンティブ経費を配分する予定である旨説明があった。 

（４）経理関係等業務の集約化について 

学院長から，本経理関係等業務の集約化について，参加研究室の追加募集の締切は 12

月 16日（金）となっていることから，積極的に参加を検討するよう依頼があった。また，

大岡山キャンパスの研究室についても，事務体制の目処がついたことから，募集を行う予

定である旨説明があった。 

（５）学会運営にかかる出張等について 

学院長から，本学会運営にかかる出張等に関する留意点等について説明があった。 

（６）大学院入試説明会・研究室見学会の開催について 

駒田教授から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 39に基づき，本大学院入試説明会・研究室見学会の開催に

ついて説明があり，併せて，研究室見学会に関する調査について協力依頼があった。 

（７）平成 29年度類主任等について 

学院長から，平成 29年度類主任として丸山教授（平成 28年度類副主任）に，同類副主

任として一瀬教授に，それぞれお願いすることとした旨説明があった。 

（８）Ｂ１Ｂ２棟１階ロビーへのデジタルサイネージの導入等について 

学院長から，Ｂ１Ｂ２棟１階ロビーへのデジタルサイネージの導入等について説明があ

った。 

  （９）助教の退職について 

学院長から，金原研究室村岡貴博助教が，１月 31日付けで退職予定である旨説明があっ

た。 

 

以 上 


