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平成 29年度 第４回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 29年７月 19日（水）15：20～17：15 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 62 名 

 

配布資料 

１ 平成29年度第３回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２ 議題（教務案件：学士課程，大学院課程） 

３ 平成30年度授業日程（案）について（意見照会） 

 

プロジェクタ資料（教務） 

（学士課程） 

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 

（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 

２－３ 研究指導の委託について 

２－４ 研究指導の受託について 

２－５ 研究生について 

２－６ 平成29年12月生命理工学院修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

２－７ 平成29年９月大学院修士課程修了予定者の審査員指名について 

 

プロジェクタ資料 

１ 特任教員等の教員選考委員会の設置について（案） 

２ テニュア審査委員会の設置について（案） 

３ 副担当コースの追加について（依頼） 

４ TSUBAME3.0利用課金(ユニット単価・共用ディスク利用課金)について 

５ 東京工業大学と神戸市立工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書（案）及

び覚書（案） 

６ 東京工業大学における授業料，入学料，検定料，公開講座講習料及び寄宿料に関する規則の一部

改正について 

７ 「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（案）及び覚書（案）について 

８ 指定国立大学法人の審査結果通知等 

９ 平成31（2019）年４月入学以降の学士課程入学試験の変更について（予告） 

10 東京工業大学トップリーダー教育院（仮称）創設準備会設置要項（案） 

11 平成28年度学長裁量経費等について 

12 平成29年度アクティブ・ラーニング支援制度について 

13 国立大学法人東京工業大学学長選考について（公示） 

14 博士課程充足率について 

15 平成 31(2019)年４月入学以降の学士課程入学試験の変更について（予告） 

16 自習，グループ学修が可能なスペースについて 

17 研究大学強化促進事業平成 29年度国際シンポジウム開催支援プログラム募集要項 

18 平成 28年度監事監査報告書 
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19 平成 28年度監事監査意見書 

20 平成 29年度「ゆう活（夏の生活スタイル変革）」の実施について（抜粋） 

21 平成 29年度夏季の節電と省エネ対策について（協力依頼） 

22 平成 30年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧 

23 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険 加入状況 

24 第２回蔵前立志セミナー 

25 外部資金獲得のために，クラウドファンディング・システム（おつくる）をご利用ください 

26 台湾国立交通大学国際半導体産業学院と本学工学院のダブルディグリープログラムにかかる覚

書について 

27 平成29年度東工大挑戦的研究賞受賞者一覧 

28 平成29年度科研費採択支援について 

29 大岡山地区省エネルギー巡視の実施について（依頼）  

30 すずかけ台放射線実験施設の遺伝子実験棟側管理区域の解除について 

31 平成29年度９月東京工業大学学位記授与式及び平成29年度９月東京工業大学大学院入学式につ

いて 

32 平成29年度固定資産実査について（案） 

33 博士後期課程の就職情報（ＨＰ） 

34 教員選考について 

35 教員選考委員会の設置について（生命理工学系 ライフエンジニアリングコース 准教授） 

36 教員選考委員会の設置について（生命理工学系 生命理工学コース 准教授） 

37 客員研究員の受入れについて 

38 第１回生命理工同窓会総会次第 

39 すずかけ門垂れ幕システムについて 

40 地震監視警報システムのシステム改修について 

41 地元自治会との懇談会プログラムについて 

42 上級学校訪問について 

43 平成29年度すずかけ祭決算表 

44 教員の担当について（依頼）等 

45 Research Plan of Tokyo Tech toward 2030 (draft) 

 

回収資料 

１ 教員選考について（略歴調書，業績調書） 

  

○現在員 76名，公務出張等７名，定足数 35名に対して出席者 63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29年度授業関係について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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。 
１－２ 学生の異動について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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） 
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１－１ 平成29年度授業関係について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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 研究指導の委託について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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。 

１－４ 研究指導の受託について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-４（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。 

１－５ 研究生について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-５（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。 

１－６ 平成29年12月生命理工学院修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-６（大学院）に基づき報告があった。 

１－７ 平成29年９月大学院修士課程修了予定者の審査員指名について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-７（大学院）に基づき報告があった。 

２ 教員選考委員会の設置について 

（１）平成29年度「世界トップレベルの海外大学からの教員招聘プログラム」特任教授 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１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。 

３ テニュア審査委員会の設置について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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。 

４ 副担当コースの追加について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料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。 

５ 平成30年度授業日程（案）について 

学院長及び伊藤副学院長（教育担当）から，資料３に基づき説明があり，審議の結果，意見等

がある場合には本日中に伊藤副学院長に提出することとした。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

  太田評議員から，平成29年度第４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４回29．７．６開催】 

（１）TSUBAME3.0利用課金(ユニット単価・共用ディスク利用課金)について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（２）神戸市立工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書・覚書の締結につ

いて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（３）東京工業大学における授業料，入学料，検定料，公開講座講習料及び寄宿料に関する規則

の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（４）「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（案）及び覚書（案）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（５）「大隅良典記念奨学金」について 

（６）指定国立大学法人の審査結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（７）平成31(2019)年４月入学以降の学士課程入学試験の変更について（予告）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（８）トップリーダー教育院（仮称）創設準備会の設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（９）平成28年度学長裁量経費等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 
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（10）アクティブ・ラーニング支援制度について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（11）学長候補者選考の公示について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（12）教育研究に関する諸問題について 

（13）その他 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成29年度第６回及び第７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６回29．６．16開催】 

（１）ホームカミングデイ2017について 

（２）博士課程充足率について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（３）指導学生の活動実績に関するアンケート調査について 

（４）平成31(2019)年４月入学以降の学士課程入学試験の変更について（予告）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（５）自習，グループ学修が可能なスペースについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（６）平成29年度国際シンポジウム開催支援プログラムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（７）平成28年度監事監査報告書について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（８）平成28年度監事監査意見書について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（９）「ゆう活」をきっかけとしたワークライフバランスの推進について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（10）平成29年度夏季の節電と省エネ対策について（協力依頼）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（11）学長選考会議について 

（12）平成30年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（13）学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険加入状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（14）平成29年度研究助成等一覧（H29.5.27～H29.6.9）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２回蔵前立志セミナーについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

【第７回29．７．６開催】  

（１）クラウドファンディングの利用について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（２）台湾国立交通大学国際半導体産業学院と本学工学院のダブルディグリープログラムにかか

る覚書について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（３）平成29年度東工大挑戦的研究賞選考結果（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（４）平成29年度科研費採択支援について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（５）大岡山地区省エネルギー巡視の実施について（依頼）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（６）すずかけ台放射線実験施設の遺伝子実験棟側管理区域の解除について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（７）平成29年度９月東京工業大学学位記授与式及び平成29年度９月東京工業大学大学院入学式

について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31）  

（８）固定資産の実査について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32）  

（９）博士後期課程の就職情報について （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（10）平成29年度研究助成等一覧（H29.6.10～H29.6.30）受付分について 

（11）部局等の現状と諸問題について 

（12）その他 

３ 本学院関係 

（１）教員選考について 

①生命理工学系 ライフエンジニアリングコース 教授 

学院長及び梶原教授（標記選考委員会委員長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34及び回収資料１に

基づき，選考結果の報告があった。 

（２）教員選考委員会の設置について 
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①生命理工学系 ライフエンジニアリングコース 准教授 

②生命理工学系 生命理工学コース 准教授 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35及び36に基づき，本教員選考委員会２件の設置について報

告があった。 

（３）客員研究員の受入れについて 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料37に基づき，本客員研究員の受入れ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 

   特になし 

（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。 

・共通機器室技術支援員（２名）の着任について 

・バイオ研究基盤支援総合センターの非ＲＩ化工事に伴う機器の移設等について 

 （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。 

・Ｓ３棟前下水道管工事による通行禁止について 

（４）高校生・受験生のためのオープンキャンパス2017について 

   本郷オープンキャンパス委員会主査から，本オープンキャンパス2017について協力依頼が

あった。 

（５）第２回生命理工同窓会について 

廣田生命理工同窓会委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料38に基づき，本第２回生命理工同窓会

について開催報告があった。 

  （６）スペース移管等に関する意向調査及び部屋情報の最終確認について 

     学院長及び中村副学院長（総務担当）から，本スペース移管等に関する意向調査及び部屋

情報の最終確認について説明があった。 

  （７）すずかけ台ハウス・南つくし野ハウスにおける留学生と近隣の交流会について 

立花すずかけ台ハウス運営委員会委員から，本交流会について開催報告があった。 

６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 

学院長から，平成29年度第４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）すずかけ門垂れ幕システムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料39） 

（２）地震監視警報システムのシステム改修について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料40） 

（３）地元自治会との懇談会プログラムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料41） 

（４）上級学校訪問について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料42） 

（５）その他 

①平成29年度すずかけ祭決算表について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料43） 

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44に基づき，本教員の担当について説明があった。 

（２）教員選考における将来構想ヒアリングについて 

学院長から，本教員選考における将来構想ヒアリングについて説明があった。 

（３）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，未参加研究室にあっては，原則として

９月末までに参加してもらうこととし，やむを得ない事情により９月末までの参加が困難な
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場合には，理由等を付して申し出るよう説明があった。なお，西３号館の研究室については，

西９号館の集約化事務室（リベラルアーツ研究教育院）で対応してもらえることとなった旨

説明があった。 

（４）竹田国際貢献賞について 

学院長から，本竹田国際貢献賞について，８月４日まで公募を行っていることから，奮っ

て応募されたい旨説明があった。 

（５）９月の教授会日程について 

学院長から，９月の教授会については９月６日（水）に開催予定のところ，同日に学長選

考会議（公開ヒアリング）が予定されていることから，生命理工学コース担当教員会議・生

命理工学系担当教員会議を含め，９月５日（火）に開催することとした旨説明があった。な

お，他の会議も可能な限り同日に開催するよう依頼があった。 

（６）助教の退職について（科学技術創成研究院 生命理工学コース） 

学院長から，岩崎研究室村山泰斗助教が，６月30日付けで退職した旨説明があった。 

（７）Research Plan of Tokyo Tech toward 2030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Research Plan of Tokyo Tech toward 2030に

ついて説明があり，提案等がある場合には申し出るよう発言があった。 

 

以 上 


