
平成 25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 25年４月 17日（水）15：08～17：10  

場  所  大会議室（Ｂ２棟 426号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか 45名 

 

配布資料 

１－１ 兼担教員について 

１－２ 平成 25年度授業関係について 

１－３ 学生の異動について 

１－４ 指導教員の変更について 

１－５ 海外交流学生について 

１－６ 博士一貫教育コース所属辞退について 

１－７ 平成 25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 

１－８ 平成 25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 

１－９ 平成 25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 

１－10 平成 25年４月大学院生命理工学研究科（修士課程・博士後期課程）入学者数について 

２ 東京工業大学大学院特別教育研究コース 協力専攻・構成員・会計連絡教員・事務連絡教員の変更 

について 

３ 各種委員会委員について 

 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 

１ 助教の任用について 

２ 学生支援センター 改組案 

３ 国立大学法人東京工業大学客員研究員取扱要項の一部改正について 

４ 平成 25年度 東京工業大学入学試験結果 

５ ・ソフトウェア包括契約の更正について 

   ・平成 25年度 経費負担等（MS包括契約＋ウイルス対策ソフト） 

６ 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一部改正理由 

 ７ 「社会連携本部」の設置について 

 ８ ・平成 25年度 収入予算 

   ・平成 25年度 支出予算 

  ・平成 25年度重点施策実施経費として措置する主要事項について 

９ ・国立大学法人評価の傾向分析について 

  ・東工大の今後の対策 

10 第２期中期目標期間の教育研究評価に係る「実績報告書作成要領（案）」及び「評価実施要項 

（改定案）」に関する意見募集の実施について（通知） 

11 東工大公式 Webサイト・トップページについて 

12 事務組織の見直しスケジュール 

13 平成 25年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数 

14 東工大の教育改革案 

15 第 4回（平成 25年度）日本学術振興会育志賞受賞候補者の推薦について（依頼） 

16 定期監査実施結果【会計経理関係】（平成 25年 1月～3月） 

17 大学院生命理工学研究科特別研究員の称号付与について 

18 学部入試の総括（報告） 

19 平成 25年度環境安全衛生講習会開催について（通知） 

 

席上配付資料 

 １ 東京工業大学ホームカミングデイ 2013 

 ２ 第２回すずかけ台キャンパスホームカミングデイ記念講演会 



◎現在員 59名，公務出張等６名，定足数 28名に対し出席者 45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 兼担教員について 

研究科長から，資料１－１に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

１－２ 平成25年度授業関係について 

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 学生の異動について 

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 指導教員の変更について 

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 海外交流学生について 

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 博士一貫教育コース所属辞退について 

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 平成25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１－７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25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１－８に基づき説明があった。 

１－９ 平成25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１－９に基づき説明があった。 

１－10 平成25年４月大学院生命理工学研究科（修士課程・博士後期課程）入学者数について 

研究科長から，資料１－10に基づき説明があった。 

２ 東京工業大学大学院特別教育研究コース協力専攻・構成員・会計連絡教員・事務連絡教員の変更に 

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。 

３ 教員選考委員会の設置について 

（１）生体システム専攻 情報・形態形成学講座 情報生物学分野 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）生体システム専攻 進化・統御学講座 分子進化学分野 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。 

４ 教員選考について 

（１）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 助教 

           研究科長から，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。 

５ 平成 25年度各種委員会委員について 

研究科長から，資料３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 25．４．５開催】 

（１）東京工業大学学生支援センター規則の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（２）国立大学法人東京工業大学客員研究員取扱要項の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（３）情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業学生交流に関する申合せについて 

（４）東京工業大学と武蔵野美術大学との間における教育研究交流に関する協定について 

（５）ミネソタ大学との全学協定の締結について 



（６）東京工業大学における客員研究部門又は客員教員に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく 

研究の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について 

（７）学長裁量ポイントの融通について 

（８）平成 25 年度学部入学者選抜実施結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（９）大学教員の処分について 

（10）教育研究に関する諸問題について 

（11）その他 

          ①学長選考会議の委員選出について 

②ASPIRE League パンフレットについて 

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 24年度 第 22回 25．３．22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５）  

（２）名誉教授の称号授与について 

（３）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 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（４）東京工業大学社会連携本部の設置及び関係規則の新規制定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（５）平成 25 年度当初予算（案）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（６）省エネ活動推進のための電気料金一部委還元（負担）制度の導入について 

（７）学生の海外派遣の増加に伴う危機管理対応に関する取組みの強化について 

（８）国立大学法人評価の傾向分析について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（９）第２期中期目標期間の教育研究評価に係る「実績報告書作成要領（案）」及び「評価実施要項 

（改訂案）」に関する意見募集の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 10） 

（10）平成 25 年度国大協保険・付保保険加入について 

（11）東工大公式サイト・トップページについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 11） 

（12）事務局パワーアップ・アクション・プランについて 

（13）平成 25 年度における事務局の組織改組について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 12） 

（14）平成 25 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（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 13） 

（15）奨学寄附金受入審査会における受入金額の推移について 

（16）平成 24 年度研究助成等一覧（H25.３.１～H25.３.14）受付分について 

（17）副学長及び学内共同研究施設等の長の選考について 

（18）部局等の現状と問題点について  

（19）その他 

①コンプライアンス推進パンフレットについて 

・【第１回 25．４．５開催】 

（１）東工大の教育改革案について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 14） 

（２）「第４回（平成 25 年度）日本学術振興会育志賞」受賞候補者の推薦について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 15）                          

（３）東工大留学フェア 2013 の開催について 

（４）平成 24 年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（１月～３月）の周知徹底について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 16） 

（５）添付ファイル誤送信による個人情報漏えい対策本部の設置について 

（６）平成 24 年度研究助成等一覧（H25.３.15～H25.３.28）受付分について 

（７）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 

（８）部局等の現状と問題点について 

３ 本研究科関係      

（１）大学院生命理工学研究科特別研究員の称号付与について     

     研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 17に基づき，本称号付与について説明があった。 

４ 各種委員会報告など 

 （１）ホームカミングデイについて 

     蒲池すずかけ祭実行委員会委員から，本ホームカミングデイについて説明があった。 

 

 



５ その他 

（１）学部入試の総括 

       丹治教授から，本入試の総括について説明報告があった後，種々意見交換を行った。 

（２）生命理工学研究科の受賞ついて 

         研究科長から，本受賞について説明報告があった。 

      ①手島精一記念研究賞 

【研究論文賞】 ・工藤 明 教授 

・丹羽達也 助教・田口英樹 教授（共同） 

【博士論文賞】 ・茶谷昌宏 助教 

      ②東工大 教育賞 ・近藤科江 教授 

       ③平成25年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞「研究部門」 ・岩﨑博史 教授 

 （３）大学教育改革について 

      研究科長から，本教育改革について説明があった後，種々意見交換を行った。 

  （４）平成25年度環境安全衛生講習会開催について 

       研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19に基づき，本講習会開催について説明があった。 

 

以 上 


