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平成 28 年度 第 10回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 29年２月 15日（水）15：15～17：00 

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９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 

２－２ 平成29年度授業関係について 

（大学院課程） 

２－１ 平成 29年度授業関係について 

２－２ 学生の異動について 

３ 理由書（９，10時限の授業開講） 

４ 平成29年度各種委員会等名簿（案） 

５ 平成29年度各種会議等開催日程（案） 

 

プロジェクタ資料 

１ 東京工業大学大学院長期履修規程及び学則等の一部改正案について 

２ TAIST-Tokyo Techの全学協定更新（第３フェーズ）について 

３ 東京工業大学国際大学院及び国際大学院プログラムの運営に関する申合せ一部改正案新旧対照表 

４ 東京工業大学生命理工学院と早稲田大学大学院先進理工学研究科との学生交流に関する覚書に

ついて 

５ 共同研究講座設置申込書（ソフトバンク(株)）等 

６ 第２期中期目標期間における教育研究評価のヒアリング概要 

７ 学長裁量スペースの等価交換について 

８ 「生命理工オープンイノベーションハブキックオフ・フォーラム」チラシ 

９ 平成29年４月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況，平成29年度私費外国人留学生特別入試

志願状況について 

10 平成29年度役員会等会議開催日程 

11 各企画立案執行組織の目的，任務及び部門について 

12 研究センター等の年度実績報告について 

13 東京工業大学基金寄附金収入状況 

14 平成29年度若手外国人研究者の長期招へい（雇用）支援プログラム 募集案内 

15 平成29年度 国際的な共同研究推進のための派遣招へい支援プログラムについて 

16 国際学会プレゼンテーション・スキルワークショップ 

17 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見 

18 平成27年度決算検査報告の周知徹底について 

19 平成28年度物品実査状況結果報告 

20 「仕事とキャリアのためのスタートアップ講座」及び「留学生キャリアトーク」について 

21 CITI Japan e-ラーニングの受講促進について 

22 第１回学院横断物質科学研究会チラシ 

23 平成28年度学位記授与式及び平成29年度入学式について 

24 財会システムリプレイスに伴う物品等請求システムの問題点及び要望の追加募集について 
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25 平成29年度大学入試センター試験実施状況について 

26 平成29年４月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数，

平成29年度推薦入試及びＡＯ入試出願状況について 

27 標的型メール攻撃に関する訓練の実施について 

28 平成28年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（第３四半期）の周知徹底について（依頼） 

29 職員報奨金授与該当者一覧（平成28年度） 

30 今年度の一時的なWeb広報対応について 

31 平成29年春 桜花観賞の実施について（案） 

32 平成29年度予算伝達等 

33 平成29年度文部科学省予算（案）大学関係（主なもの）について 

34 平成28年度会計検査院実地検査受検概要及び講評概要 

35 日常書面監査状況（平成28年10月～12月） 

36 本館前ウッドデッキの照度アップ（14基）について 

37 助教候補者の採用の可否の決定について 

38 JABEEの認定基準等 

39 生命理工同窓会開催のお知らせ 

40 すずかけ台キャンパスの地震情報システムについて 

41 すずかけ祭へのご寄附について 

42 平成29年度女子美術大学受賞候補作品一覧（賞別） 

43 学長裁量スペース使用申請書 

44 すずかけ台地区部局長等懇談会等に係る主査・委員長のローテーション（案） 

45 平成29年度学士課程及び大学院課程専門科目の英語授業開講に伴う外国人教員の雇用（短期雇

用）について 

追加 Research Innovation Symposium in Life Science and Technology 

 

○現在員 77名，公務出張等２名，定足数 38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。なお，特に主担当教員にあっては，授業担当教員等に誤りがないか，事前確認を

十分に行うよう依頼があった。 

１－２ 平成29年度授業関係について 

学院長から，資料２-２（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29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。 

 ２ 9，10時限の授業開講について 
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学院長から，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。 

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10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10回29．２．３開催】 

（１）東京工業大学大学院長期履修規程及び学則等の一部改正案について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１） 

（２）TAIST-Tokyo Techの全学協定更新（第3フェーズ）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（３）東京工業大学国際大学院及び国際大学院プログラムの運営に関する申合せの一部改正につ

いて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（４）東京工業大学生命理工学院と早稲田大学大学院先進理工学研究科との学生交流に関する覚

書について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（５）「共同研究講座の設置」について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（６）第２期中期目標期間における教育研究評価のヒアリングについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（７）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） 

（８）「生命理工オープンイノベーションハブキックオフ・フォーラム」の開催について 

                                 （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（９）平成29年４月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況，平成29年度私費外国人留学生特

別入試志願状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（10）教育研究に関する諸問題について 

（11）その他 

①平成29年度役員会等会議開催日程について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成28年度第18回及び第19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18回29．１．20開催】 

（１）各企画立案執行組織の目的，任務及び部門について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（２）研究センター等の年度実績報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（３）平成28年度東京工業大学基金寄附金収入状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（４）研究大学強化促進事業 Ｈ29年度若手外国人研究者招へい（雇用）支援プログラムの募集

について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（５）平成29年度国際的な共同研究推進のための派遣・招へい支援プログラム」の公募について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（６）国際学会プレゼンテーション・スキルワークショップの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（７）部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（８）平成27年度決算検査報告事項の周知徹底について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（９）平成28年度物品実査状況結果報告（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（10）「仕事とキャリアのためのスタートアップ講座」及び「留学生キャリアトーク」について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（11）CITI Japan e-ラーニングプログラム受講促進について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（12）第１回学院横断物質科学研究会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（13）平成28年度学位記授与式及び平成29年度入学式について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（14）財会システムリプレイスに伴う物品等請求システムの問題点及び要望の追加募集について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（15）平成29年度大学入試センター試験実施状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（16）平成29年４月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合

格者数，平成29年度推薦入試及びＡＯ入試出願状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 
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（17）平成28年度研究助成等一覧（H28.12.23～H29.1.12）受付分について 

（18）部局等の現状と諸問題について 

（19）その他 

①平成29年度役員会等会議開催日程について 

【第19回29．２．３開催】  

（１）標的型メール攻撃訓練の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（２）平成28年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（第３四半期）の周知徹底について 

                                       （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（３）職員報奨金規則第３条第１号及び第２号に基づく報奨金の授与について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（４）新規雇用制度について 

（５）今年度の一時的なWeb広報対応について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（６）平成29年春 桜花観賞の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（７）平成29年度予算伝達について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（８）平成29年度文部科学省予算（案）大学関係（主なもの）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（９）平成28年度会計検査院実地検査に係る受検概要及び講評概要について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

（10）日常書面監査状況（平成28年10月～12月）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

（11）平成28年度研究助成等一覧（H29.1.13～H29.1.26）受付分について 

（12）部局等の現状と諸問題について 

（13）その他 

①本館前ウッドデッキの照度アップ（14基）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36） 

３ 本学院関係 

（１）助教候補者の採用の可否の決定について 

   学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料37に基づき，本助教候補者の採用の可否の決定について報告が

 あった。 

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。 

・生命理工学イノベーション国際シンポジウムの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料追加） 

・平成 29年度海外大学重点校への教員派遣について 

（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 29年度先端研究基盤共用促進事業に係る面接審査（ヒアリング）について 

・平成 28年度における共通機器の整備等について 

（３）安全衛生委員会関係 

特になし 

（４）国際的認証評価WG関係 

   丹治国際的認証評価WG委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料38に基づき，国際的認証評価WGにおける検

討状況について報告があり，学院長から補足説明があった。 

（５）生命理工同窓会委員会関係 

   廣田生命理工学院同窓会委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料39に基づき，生命理工同窓会の開

催案内があり，併せて，改めて同窓会名簿作成に関する協力依頼があった。 

（６）生命理工アドミッション委員会関係 

   清尾生命理工アドミッション委員会委員から，生命理工アドミッション委員会の活動状況

等について報告があり，併せて，来年度の模擬授業・説明会に関する協力依頼があった。 
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（７）オープンキャンパス委員会関係 

   近藤すずかけ台オープンキャンパスWG主査から，「すずかけ祭2017」開催時の研究室見学

会について，改めて協力依頼があった。 

（８）KAISTとのジョイントワークショップの開催について 

   相澤講師から，本KAISTとのジョイントワークショップの開催について案内があった。 

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10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）すずかけ台地区の地震情報システムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料40） 

（２）すずかけ祭へのご寄附について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料41） 

（３）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42） 

（４）学長裁量スペースの使用期間延長について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料43） 

（５）すずかけ台地区部局長等懇談会等に係る主査・委員長のローテーションについて 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料44） 

（６）その他 

７ その他 

（１）平成29年度各種委員会委員の選出について 

学院長から，資料４に基づき，本平成29年度各種委員会等委員の選出について，関係教員

に選出依頼等を行っているところであり，３月の教授会で承認手続を行う予定である旨説明

があった。 

（２）平成29年度各種会議等開催日程（案）について 

学院長から，資料５に基づき，本平成29年度各種会議等開催日程（案）について説明があ

った。 

（３）赤池ジャーナル賞について 

学院長から，本赤池ジャーナル賞について，原資がなくなることから，次回（今年度末）

をもって本賞を終了することとする旨説明があった。また，本賞に代わるものとして，学生

の優秀な論文を表彰する制度の創設を検討している旨説明があった。。 

（４）平成29年度学士課程及び大学院課程専門科目の英語授業開講に伴う外国人教員の雇用（短

期雇用）について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料45に基づき，本外国人教員の雇用（短期雇用）について説明が

あり，提案等がある場合には，メールにて提出するよう依頼があった。 

（５）平成28年度予算の執行について 

学院長から，本平成28年度予算の執行について，共通機器の整備及び学生実験関係消耗品

の執行を検討している旨説明があり，併せて，これら以外で学院共通経費として要望がある

場合には，２月16日（木）までに申し出るよう依頼があった。 

（６）学長による本学の将来構想の説明及び意見交換会について  

学院長から，本学長による本学の将来構想の説明及び意見交換会について，２月22日（水）

10時から，助教以上原則参加として開催する旨説明があった。 

 

以 上 


