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平成 29年度 第 11回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 30年３月 14日（水）15：15～17：45 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 52名 

 

配布資料 

１ 平成29年度第10回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２（教務案件：大学院課程） 

２－１ 平成 30 年３月修士課程修了の認定及び学位授与について 

 

プロジェクタ資料（教務） 

（学士課程） 

２－１ 平成 30 年度授業関係について 

２－２ 科目等履修生について 

 ２－３ インターンシップ学生の受入れについて 

（大学院課程） 

２－１ 平成 30 年度授業関係について 

２－２ 学生の異動について 

２－３ コース変更について 

２－４ 指導教員の変更について 

２－５ 研究指導の委託について 

２－６ 研究生について 

２－７ 科目等履修生について 

２－８ 海外交流学生について 

２－９ 予備教育生（日本語研修生）について 

２－10 平成 30 年４月博士後期課程進学試験合格者について 

２－11 平成 30 年３月副専門学修プログラムの修了について 

２－12 平成 30 年３月特別専門学修プログラムの修了について 

２－13 平成 30 年３月修士課程修了予定者の論文審査員の変更について 

 

プロジェクタ資料 

１ 特任教員等の選考について 

２ 平成30年度各種委員会等名簿（案） 

３ 平成30年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案） 

４ 機構概要等 

５ 東京工業大学グローバルリーダー教育院規則等一部改正案新旧対照表 

６ 産総研との連携・協力の推進に関する協定書の有効期間の延長に関する合意書等 

７ 教養科目群における主たる担当部局等（案） 

８ 東京工業大学系所属実施要項一部改正案新旧対照表 

９ 東京工業大学洗足池ハウス規則及び使用料金規程等の一部改正案及び制定案について 

10 海外特定協定大学からの学士課程転入学制度（WG報告）等 

11 共同研究講座の設置期間の延長について 

12 名誉教授候補者一覧 

13 名誉博士選考審査会報告書 

14 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 
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15 国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則等の一部改正について 

16 博士課程教育リーディングプログラム事後評価結果一覧（東京工業大学） 

17 【情報理工学院】教育研究共創スキームの継続について（申請）等 

18 特別教育研究事業の実施について 

19 国立大学法人東京工業大学組織図（平成30年４月１日）等 

20 ソフトウェア包括契約の更新について 

21 平成29年度海外大学重点校への教員派遣一覧等 

22 学生支援センターバリアフリー支援部門の現状報告について 

23 旧図書館跡地新営建物の名称決定及び検討状況について 

24 蔵前就職情報交換の集い（K-meet） 

25 平成30年度推薦入試・AO入試合格者数 

26 平成30年度学士課程入学者選抜個別学力検査志願状況 

27 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく取組の徹底について 

28 （ポスター）Nature Research Academies Authorship Workshop 

29 大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見 

30 整理対象のドメイン サブネット一覧 

31 平成30年度第１回新採用教員セミナー日程（案） 

32 東京工業大学基金の運営費に関する方針について 

33 学術系国際会議誘致促進事業協定終了のお知らせ等 

34 平成30年度入学博士後期課程によるティーチング・アシスタント及びティーチング・アシスタン

ト取扱要項及び運用指針の一部改正について 

35 博士課程充足率について 

36 「仕事とキャリア」セミナー 

37 アンケートご協力依頼メール等 

38 平成30年度文部科学省予算（案）大学関係（主なもの）について 

39 平成30年度予算伝達（機能強化経費） 

40 平成30年度東京工業大学当初予算（案） 

41 発注簿の提出方法及び予算執行状況のモニタリング方法の変更について 

42 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一部改正案新旧対照表 

43 Ｈ29年度ストレスチェック集計結果概要 

44 環境・社会理工学院シンポジウム20180310 

45 大隅栄誉教授記念碑除幕式 

46 東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター共通機器利用について 

47 部局長等名簿について 

48 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

49 平成30年度バイオ研究基盤支援総合センター生物実験棟動物実験教育訓練について 

50 高尾橋歩道橋整備にあたっての国道事務所への要望について 

51 すずかけ門懸垂幕システムの設置方法について 

52 貴学院を担当する科学技術創成研究院所属教員の採用について（報告） 

53 教員担当一覧（学科，専攻） 

54 東京工業大学テニュアトラック制度の手引き 

55 平成30年度生命理工学院共通予算で雇用するリサーチ・アシスタント（ＲＡ）の取扱いについて（案）等 

56 平成30年度学院長・評議員・系主任・コース主任等名簿 

 

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） 
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○現在員 77名，公務出張等７名，定足数 36名に対して出席者 53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30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 科目等履修生について 

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。 

１－３ インターンシップ学生の受入れについて 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-３（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30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 コース変更について 

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 指導教員の変更について 

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２-５（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 研究生について 

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 科目等履修生について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-７（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のと

おりこれを承認した。 

１－８ 海外交流学生について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-８（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。 

１－９ 予備教育生（日本語研修生）について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-９（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。なお，学院長から，大使館推薦の申請があった場合には，生命国際

関係室及び生命事務（支援担当）に連絡するよう依頼があった。 

１－10 平成30年３月修士課程修了の認定及び学位授与について 
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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。 

１－11 平成30年４月博士後期課程進学試験合格者について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-10（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。 

１－12 平成30年３月副専門学修プログラムの修了について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-11（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。 

１－13 平成30年３月特別専門学修プログラムの修了について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-12（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。 

１－14 平成30年３月修士課程修了予定者の論文審査員の変更について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２-13（大学院）に基づき報告があった。 

２ 特任教員等の選考について 

（１）共同研究に係る特任助教 

太田教授（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。 

３ 平成30年度各種委員会等委員の選出について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２に基づき，現時点で把握しているものを整理した旨説明があり，

審議の結果，確定したものについてはこれを承認し，未確定のものについては４月以降順次審議

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11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11回30．３．２開催】 

（１）第３期中期目標・中期計画に係る平成30年度計画について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（２）COI機構名称の変更及び機構規則の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（３）東京工業大学グローバルリーダー教育院規則等の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（４）産総研との連携・協力の推進に関する協定書の有効期間の延長に関する合意書について 

                               （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（５）教養科目群における主たる担当部局等（案）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（６）系所属実施要項の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（７）東京工業大学洗足池ハウス規則及び使用料金規程等の一部改正案及び制定案について 

                                    （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（８）海外特定協定大学からの学士課程転入学制度と「東京工業大学学則」の一部改正について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（９）共同研究講座の設置期間の延長について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（10）名誉教授の称号付与について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（11）東京工業大学名誉博士称号授与候補者について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（12）経営協議会委員の任命について 

（13）国立大学法人東京工業大学組織運営規則の改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（14）「総括理事・副学長」の新設並びに「理事・副学長」及び「副学長」の職務分担の見直し

に伴う関係規則の整備について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（15）学生の懲戒処分について 

（16）「博士課程教育リーディングプログラム」平成23年度採択プログラムの事後評価結果につ

いて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 
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（17）「教育研究共創スキームの継続」について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（18）特別教育研究事業の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（19）平成30年４月からの東京工業大学の体制について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（20）教育研究に関する諸問題について 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成29年度第20回及び第21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20回30．２．16開催】 

（１）ソフトウェア包括契約の更新について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（２）平成29年度海外大学重点校への教員派遣について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（３）学生支援センターバリアフリー支援部門の現状報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（４）旧図書館跡地新営建物の名称決定及び検討状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（５）蔵前就職情報交換の集い（K-meet）の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（６）平成30年度推薦入試及びAO入試合格者数について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（７）平成30年度学士課程入学者選抜個別学力検査志願状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（８）研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく取組の徹底について

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（９）Nature Research Academies国際論文執筆ワークショップ開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（10）大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（11）大岡山正門周辺の整備計画について 

（12）IPアドレス利用組織確認・整理について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（13）平成29年度研究助成等一覧（H30.1.27～H30.2.9）受付分について 

（14）部局等の現状と諸問題について 

【第21回30．３．２開催】 

（１）平成30年度第1回新採用教員セミナーの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（２）東京工業大学基金の運営費に関する方針について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（３）公益財団法人東京観光財団との「東京における学術系国際会議誘致促進のための連携に関

する協定」終了について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（４）博士後期課程学生のTAによる教育の充実について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

（５）博士課程充足率について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

（６）「仕事とキャリア」セミナーの開催報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36） 

（７）Ｈ29年度 研究力強化のためのアンケート調査実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料37） 

（８）平成30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38） 

（９）平成30年度予算伝達について（機能強化経費）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料39） 

（10）平成30年度東京工業大学当初予算（案）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料40） 

（11）発注簿の提出方法及び予算執行状況のモニタリング方法の変更について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料41） 

（12）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一部改正につ

いて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料42） 

（13）平成29年度ストレスチェックの実施結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料43） 

（14）環境・社会理工学院主催シンポジウムの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料44） 

（15）大隅栄誉教授記念碑除幕式について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料45） 

（16）東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター共通機器利用について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料46） 

（17）部局長等名簿について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料47） 

（18）平成29年度研究助成等一覧（H30.2.10～H30.2.23）受付分について 

（19）部局等の現状と問題点について 

（20）その他 
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①非常勤講師の対応方針について（案） 

３ 本学院関係 

（１）東京工業大学特別研究員の称号付与について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料48に基づき，本称号付与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。 

・日露学生交流フォーラムの開催等について 

（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。 

 ・ライフサイエンス推進機器共同利用室の内覧会の開催について 

（３）安全衛生委員会関係 

・平成30年度生命理工学院安全講習会の開催について 

（４）平成30年度動物実験教育訓練について 

太田バイオ研究基盤支援総合センター長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料49に基づき，本動物実験教育

訓練の開催案内及び周知依頼があった。 

（５）卒業する学生への同窓会への登録の依頼について 

清尾生命理工同窓会委員会委員から，本卒業する学生への同窓会への登録について協力依

頼があった。 

（６）すずかけ台オープンキャンパスについて 

山口すずかけ台オープンキャンパス委員会主査から，本すずかけ台オープンキャンパスに

つい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29年度第11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。 

【第11回30．３．１開催】 

（１）高尾橋歩道橋整備にあたっての国道事務所への要望について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料50） 

（２）すずかけ門懸垂幕システムの設置方法について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料51） 

（３）その他 

①大隅栄誉教授記念碑除幕式について 

②ペリパトス・オープンギャラリー展示作品に係る表彰式及び懇親会について 

③すずかけ祭への企業からの支援について 

７ その他 

（１）科学技術創成研究院所属教員の採用に伴う担当について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料52に基づき，本科学技術創成研究院所属教員の採用に伴う担当

について説明があった。 

（２）教員の学科及び専攻の担当について 

学院長から，本教員の学科及び専攻の担当について，学科担当にあっては，第１・第２Ｇ

は生命科学科，第４・第５Ｇは生命工学科，第３Ｇは両方とし，専攻担当にあっては，原則

として各Ｇの現専攻で整理することとした旨説明があり，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料53に基づき確認の上，

これを了承した。 

（３）テニュアトラック教員のメンターについて 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料54に基づき，平成30年4月からテニュアトラック教員となる門

之園哲哉助教のメンターとして，近藤科江教授及び山本直之教授の２名を選出することとし



7 
 

た旨説明があった。 

（４）平成30年度入学博士後期課程1年をTAとして採用できる授業科目の審査結果について 

学院長から，本平成30年度入学博士後期課程1年をTAとして採用できる授業科目の審査結果に

ついて，６学院長において今後の取扱方針等を検討している旨説明があった。 

（５）平成30年度生命理工学院共通予算で雇用するリサーチ・アシスタント（ＲＡ）の取扱いに

ついて 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料55に基づき，本リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の取扱いにつ

いて，他学院等とも調整の上検討している旨説明があった。 

（６）大隅ジャーナル賞の選考結果について 

学院長から，本大隅ジャーナル賞の選考結果について説明があり，論文における学生の

所属部局について，指導教員が生命理工学院以外の場合には，必ず生命理工学院も記載（併

記）するよう説明があった。 

（７）B1・B2棟改修工事説明会（第３回）の開催について 

学院長から，本B1・B2棟改修工事説明会（第３回）について，３月15日（木）16:30から

大会議室で開催される旨説明があり，B1・B2棟の研究室にあっては，最低１名は出席するよ

う依頼があった。 

（８）平成30年度学院長・評議員・系主任・コース主任等名簿について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 56に基づき，本平成 30年度学院長・評議員・系主任・コー

ス主任等名簿について説明があり，学生の利便性の観点から，各学科長が他方の学科長の

代理を行うこととした旨補足説明があった。 

（９）経理関係業務の集約化について 

     学院長から，本経理関係業務の集約化について，生命理工学院においては全研究室が集約

化チームを利用しているところであるが，法人運営費については全ての予算を対象とすると

ともに，外部資金についてもできる限り対象とするよう依頼があった。 

（10）教員の退職等について 

     ３月31日付けで退職となる，小寺正明講師（テニュアトラック教員）（東京大学に転出），

石島純夫助教（定年）及び口丸高弘助教（自治医科大学に転出）から挨拶があり，学院長か

ら，大方香代子教務職員が再雇用期間満了となるが，引き続き教務支援員として週３日勤務

予定である旨紹介があった。次いで，３月31日付けで任期満了となる太田評議員から挨拶が

あった。次いで，３月31日付けで定年退職となる川村事務部長，古谷総務課長及び椿学務課

長から挨拶があった。 

 

以 上 


