
平成２４年度 第１回 大学院生命理工学研究科教授会議事要録 

 

日  時  平成２４年４月１８日（水）１５：２７～１７：３５  

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか５１名 

 

配布資料 

 １－１ 平成２４年度授業関係について 

 １－２ 学生の異動について 

 １－３ 指導教員の変更について 

 １－４ 研究指導の委託について 

 １－５ 大学院博士課程修了予定者の論文審査員の変更について 

 １－６ 平成２４年６月大学院博士課程修了予定者の論文受理及び審査員指名について 

 １－７ 特別教育研究コースの科目追加について 

 １－８ 平成２４年４月大学院生命理工学研究科（修士課程及び博士後期課程）入学者数について 

 １－９ 平成２４年９月大学院生命理工学研究科修士課程及び博士課程修了関係事務日程について 

 １－10 平成２４年１０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 

 ２   各種委員会等名簿 

 ３   生命理工学研究科の国際学術交流について 

 

OHP資料 

 １ 生体分子機能工学専攻 生体分子物性講座 生体分子物性分野 助教 

 ２ 経営協議会委員のうち学長が任命する学外有識者の委員に関する意見の聴取について 

 ３ 国立大学法人東京工業大学学長選考会議委員の選出について 

 ４ 学長任期及び学長選考プロセスの見直しの方針について 

 ５ 学長裁量スペースについて 

 ６ 平成２４年度学部入学者選抜実施結果について 

 ７ ソフトウェア包括契約の更新について 

 ８ 平成２４年度当初予算（案）について 

 ９ 危機管理室の設置について  

１０ 内部監査体制の充実について 

１１ 検収センターの整理･見直しについて 

１２ 平成２４年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数について 

１３ 平成２４年度学部説明会の開催について 

１４ 東工大留学フェア 2012の開催について 

１５ 「学長ご意見箱」の設置について 

１６ 独立行政法人における役職員の給与の見直しについて 

１７ 第２期中期目標期間の教育研究の状況の評価実施要項(案)に関する意見募集の実施について 

１８ 平成 24年度環境安全衛生講習会及び研究に関する安全衛生講習会の開催について 

１９ 副学長及び学内共同研究教育施設等の長の選考について  

２０ 準客員研究員の受け入れについて  

２１ 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

２２ 大学院生命理工学研究科特別研究員称号付与について 

 

◎現在員６４名、公務出張等２名、定足数６２名に対し出席者５１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２４年度授業関係について 

研究科長から、資料１-1に基づき説明があり、審議の結果、一部修正のうえこれを承認した。 

１－２ 学生の異動について 

研究科長から、資料１-2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。 

１－３ 指導教員の変更について 

研究科長から、資料１-3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。 

１－４ 研究指導の委託について 

研究科長から、資料１-4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 大学院博士課程修了予定者の論文審査員の変更について（学位審査等取扱要項第22条適用） 

研究科長から、資料１-5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２４年６月大学院博士課程修了予定者の論文受理及び審査員指名について 

研究科長から、資料１-6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 特別教育研究コースの科目追加について 

     中村評議員から、資料１-7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 平成２４年４月大学院生命理工学研究科（修士課程及び博士後期課程）入学者数について 

     研究科長から、資料１-8に基づき報告があった。 

 １－９ 平成２４年９月大学院生命理工学研究科修士課程及び博士課程修了関係事務日程について 

     研究科長から、資料１-9に基づき報告があった。 

 １－10 平成２４年１０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１-10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）生物プロセス専攻 生物機能工学講座 生物機能工学分野 教授     
      研究科長から、標記教員選考委員会の設置をすることについて説明があり、審議の結果、これを 

承認し、投票の結果、委員７名次点１名を選出した。 

（２）生体分子機能工学専攻 生体材料設計講座 生体材料設計分野 教授    
      研究科長から、標記教員選考委員会の設置をすることについて説明があり、審議の結果、これを 

承認し、投票の結果、委員７名次点１名を選出した。 

（３）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の設置をすることについて説明があり、審議の結果、これを 

承認し、投票の結果、委員５名次点１名を選出した。 

（４）生物プロセス専攻 生体分子プロセス講座 生物分子プロセス分野 准教授  

   研究科長から、標記教員選考委員会の設置をすることについて説明があり、審議の結果、これを 

承認し、投票の結果、委員５名次点１名を選出した。 

３ 教員選考について 

 （１）大学院生命理工学研究科 共通講座 (学長裁量ポスト) 教授 

     研究科長から，同教員選考委員会委員長から選考結果報告が提出された旨説明があった。次いで， 

同委員長から，資料に基づき梶原将氏の選考経過並びに略歴・業績等について説明があり，審 

議及び可否投票の結果，同氏を同分野の教授に任用することを承認した。 

  （２）生体分子機能工学専攻 生体分子物性講座 生体分子物性分野 助教  

     研究科長から，OHP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。 

４ 各種委員会委員について                           

 研究科長から、資料２に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

  中村評議員から次の事項の審議概要等について説明・報告があった。 

【第１回２４．４．６開催】 

（１）国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 

（２）国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則の一部改正について 



（３）アーカイブ推進機構の廃止と情報基盤統括室の運営体制の整備について 

（４）東京工業大学附属図書館利用規則の一部改正について 

（５）集積システム専攻の名称変更について 

（６）カリフォルニア大学バークレー校との全学協定および授業料等不徴収協定の新規締結 

（７）大学院特別教育研究コースの設置期間延長について（都市地震工学特別教育コース） 

（８）経営協議会委員のうち学長が任命する学外有識者の委員に関する意見の聴取について(OHP資料2) 

（９）国立大学法人東京工業大学学長選考会議委員の選出について (OHP資料3) 

（10）「共同研究部門の廃止」について 

（11）学長任期及び学長選考プロセスの見直しの方針について (OHP資料4) 

（12）学長裁量スペースについて (OHP資料５) 

（13）特別研究教育事業について 

（14）学生に関する諸問題について 

（15）平成２４年度学部入学者選抜実施結果について (OHP資料６) 

（16）副学長及び学内共同研究教育施設等の長の選考について 

（17）各部局における教員人事（専任講師以上）の報告について 

（18）教育研究に関する諸問題について 

（19）その他 

①リベラルアーツセンター設置記念講演会の改正について 

②東京工業大学大学院社会理工学研究科概要について 

③災害リスク・ソリューションに関する体系的研究 2011に係る報告について 

２ 部局長等会議関係 

  研究科長から、次の事項の審議概要等について説明・報告があった。 

【平成２３年度 第２２回２４．３．１６開催】  

（１）ソフトウェア包括契約の更新について (OHP資料７) 

（２）平成２４年度当初予算（案）について (OHP資料８)  

（３）危機管理室の設置について (OHP資料９)  

（４）「国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について」の一部改正について 

（５）教育研究資金不正防止対策検討委員会中間報告について 

（６）国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の予算執行の責任に関する規程について 

（７）内部監査体制の充実について (OHP資料 10) 

（８）検収センターの整理･見直しについて (OHP資料 11) 

  （９）国立大学法人東京工業大学創立130周年事業統括本部規則一部改正について 

（10）学長裁量スペースの確保等について 

（11）大岡山呑川本流緑道から本学への出入口の設置について 

（12）東日本大震災対策本部の解散について 

（13）平成２４年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数について (OHP資料 12) 

  （14）平成２４年度東京工業大学新採用教員セミナー（ＦＤ研修）について 

（15）平成２４年度学部説明会の開催について (OHP資料 13) 

（16）東工大留学フェア 2012の開催について (OHP資料 14) 

（17）奨学寄附金受入審査会における受入金額の推移 

（18）平成 23年度研究助成等一覧（H24.2.24～H24.3.14受付分）について 

（19）学内共同研究施設等の長の選考について 

（20）部局等の現状と問題点について 

 

【第１回２４．４．６開催】 

（１）「学長ご意見箱」の設置について (OHP資料 15) 

（２）独立行政法人における役職員の給与の見直しについて (OHP資料 16) 

（３）ハザード調査（部屋管理情報）について 

（４）第２期中期目標期間の教育研究の状況の評価実施要項(案)に関する意見募集の 

実施について (OHP資料 17) 



（５）平成 24年度環境安全衛生講習会及び研究に関する安全衛生講習会の開催について (OHP資料 18) 

（６）キャンパスネットワーク利用における留意事項について 

（７）すずかけ台キャンパス対外接続増強について 

（８）大学広報に関する情報交換会について 

（９）「国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について」の一部改正について 

（10）副学長及び学内共同研究教育施設等の長の選考について (OHP資料 19) 

（11）平成 24年度研究助成等一覧（H24.3.16～H24.3.22受付分）について 

（12）部局等の現状と問題点について 

（13）その他 

     ①４月３日の暴風雨予報に伴う教職員へのお知らせについて  

  ②学生用大震災対応マニュアルについて 

３ 本研究科関係      

（１）準客員研究員の受け入れについて 
   研究科長から，OHP 資料 20 に基づき，本受け入れについて説明があった。 

（２）東京工業大学特別研究員の称号付与について 
   研究科長から，OHP 資料 21 に基づき，本称号付与について説明があった。 

（３）大学院生命理工学研究科特別研究員称号付与について 
   研究科長から，OHP 資料 22 に基づき，本称号付与について説明があった。 

（４）助教の退職について          
   研究科長から，本退職について説明があった。 

（５）生命理工学研究科の国際学術交流について 

     研究科長から，資料３に基づき，本期間変更について説明があった。 

４ 各種委員会報告など 

 （１）生命理工学研究科ＬＡＮ運営委員会 

    蒲池委員長から，毎年恒例のＬＡＮ担当の講習会について説明があった後，各研究室１名以 

上の方に参加願いたい旨の発言があった。 

  （２）生命理工国際大学院コース委員会 

     梶原委員会ら，生命の国際大学院コースの学生を博士リーディングにエントリーさせていた 

だきたい旨の説明があり，審議の結果、これを承認した。 

５ その他 

（１）平成 24年度後期日程試験報告 

     丹治教授から，本試験報告について説明があった。 

（２）２年生対象の TOEIC-IPテストついて 

    研究科長から、本TOEIC-IPテストについて説明があった後、種々意見交換を行い，今後２年生を 

対象とした本テストは廃止することとした。 

 （３）遺伝子組み換え実験で使用したものの廃棄について 

    有坂教授から，本廃棄について説明報告があった。 

 

以上 


