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平成２５年度 第１１回 大学院生命理工学研究科教授会議事要録 

 

日  時  平成２６年３月１９日（水）15：20～18：15 

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか４４名 

 

配付資料 

11－１ 平成２６年度授業関係について 

11－２ 学生の異動について 

11－３ 研究指導の委託について 

11－４ 研究指導の受託について 

11－５ 研究生について 

11－６ 海外交流学生について 

11－７ 博士一貫教育コース所属辞退について 

11－８ 平成 26 年３月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

11－９ 平成 26 年４月大学院博士後期課程進学試験合格者について 

11－10 平成 26 年３月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

11－11 大学院博士課程修了の認定及び学位授与について（学位審査等取扱要項第 22 条適用） 

11－12 特別教育研究コースの修了について 

２ 寄附講座の廃止について 

３ 寄附講座担当教員の変更について 

４ 東京工業大学大学院生命理工学研究科教員選考に関する申合せ一部改正案新旧対照表 

５ 東京工業大学大学院生命理工学研究科教員選考に係る議決手続及び添付資料に関する申合せ（案） 

６ 生体システム専攻広域生命科学講座広域生体システム分野連携教授及び連携准教授（理研国際スクール準連

携講座）教員選考委員会の設置についてのお願い 

７ 平成２６年度各種委員会等名簿 

８ 新しい教育システムの基本的な考え方について 

９ 教員選考に関するガイドライン（案） 

10 平成２６年度大学院生命理工学研究科長・評議員・専攻長・学科長等名簿 

11 クラス担任・助言教員 

 

プロジェクタ資料 

１ 平成２６年度年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案） 

２ 経営系専門職大学院認証評価について 

３ 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 

４ 東京工業大学学位規程の一部改正について 

５ 東京工業大学保健管理センター規則の一部改正について 

６ 東京工業大学学科所属実施要項の一部改正について 

７ 東京工業大学大学院理工学研究科と早稲田大学理工学術院との間における学生交流に関する覚書（案） 

８ 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教

育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書 

９ 栄誉教授の称号付与について 

10 名誉教授の称号付与について 

11 特別研究教育事業の実施について 

12 学長裁量ポスト 
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13 教育改革に伴う講義室等の整備について（案） 

14 学長裁量スペースの新規確保及び等価交換等について 

15 部局長予定者及び教育研究評議会評議員予定者について 

16 研究室において事務に関する補助を行う補佐員等の勤務の在り方の見直しについて 

17 定期監査実施結果（会計経理）（平成２５年１０月～１２月） 

18 平成２６年度推薦入試及びＡＯ入試合格者数について 

19 平成２５年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果 

20 平成２６年春 桜花観賞の実施について 

21 東京工業大学特別研究員の称号付与及び称号付与の期間変更について 

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 

23 すずかけキャンパス将来計画の進捗状況と今後の予定について 

24 すずかけ通用門から広場までの手すり設置について 

25 ペリパトスオープンギャラリー候補作品について 

26 ペリパトスオープンギャラリーオブジェの設置について 

27 平成２６年度動物実験教育訓練および生物実験棟利用者講習会のお知らせ 

28 平成２６年度専攻長等会議・教授会開催予定日（10 月変更） 

 

○現在員６０名、公務出張等３名、定足数２９名に対して出席者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 平成２６年度授業関係について 

研究科長から、資料11-1（教務）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 

研究科長から、資料11-2（教務）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 

研究科長から、資料11-3（教務）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 

研究科長から、資料11-4（教務）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 

研究科長から、資料11-5（教務）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 海外交流学生について 

研究科長から、資料11-6（教務）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 博士一貫教育コース所属辞退について 

研究科長及び分子生命科学専攻長から、資料11-7（教務）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 26 年３月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

研究科長から、資料11-8（教務）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 平成 26 年４月大学院博士後期課程進学試験合格者について 

研究科長から、資料11-9（教務）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。 

１－10 平成 26 年３月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

研究科長から、現在員６０名、公務出張等３名、定足数３８名に対し出席者が４５名で定足数を

満たしている旨報告があった。次いで、研究科長から、資料 11-10（教務）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 
 

１－11 大学院博士課程修了の認定及び学位授与について（学位審査等取扱要項第 22 条適用） 

研究科長から、資料11-11（教務）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 特別教育研究コースの修了について 

研究科長から、資料11-12（教務）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 寄附講座の廃止について 

研究科長から、資料２に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

 ３ 寄附講座担当教員の変更について 

研究科長から、資料３に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

４ 東京工業大学大学院生命理工学研究科教員選考に関する申合せ一部改正案について 

研究科長から、資料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。 

５ 東京工業大学大学院生命理工学研究科教員選考に係る議決手続及び添付資料に関する申合せ制定（案）に

ついて 

研究科長から、資料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。 

６ 教員選考委員会の設置について 

（１）生体システム専攻 広域生命科学講座 広域生体システム分野 連携教授及び連携准教授（理研国際

スクール準連携講座） 

研究科長から、資料６に基づき、標記教員選考委員会の設置について、関係教員から願い出があっ

た旨報告があり、次いで、至急選考手続を進める必要があったことから、専攻長会議における承認を

もって本教員選考委員会を設置の上、本教授会において事後承認を求めることとした旨説明があり、

審議の結果、これを承認した。 

７ 教員選考について 

（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委員長から選考結果報告書の提出があった旨報告があり、次いで、同委

員長から選考経過及び候補者の略歴・業績等について説明があり、審議及び可否投票の結果、当該候補者を同

分野の教授に任用することを承認した。 

（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委員長から選考結果報告書の提出があった旨報告があり、次いで、同委

員長から選考経過及び候補者の略歴・業績等について説明があり、審議及び可否投票の結果、当該候補者を同

分野の教授に任用することを承認した。 

（３）生命情報専攻 准教授（学長裁量WPI） 

研究科長から、標記教員選考委員会委員長から選考結果報告書の提出があった旨報告があり、次いで、同委

員長から選考経過及び候補者の略歴・業績等について説明があり、審議及び可否投票の結果、当該候補者を同

分野の准教授に任用することを承認した。 

（４）生体システム専攻 広域生命科学講座 広域生体システム分野 連携教授 

研究科長から、標記教員選考委員会委員長から選考結果報告書の提出があった旨報告があり、次いで、同委

員長から選考経過及び候補者の略歴・業績等について説明があり、審議の結果、当該候補者を同分野の連携教

授に任用することを承認した。 

８ 研究員への特任教授の称号付与について 

研究科長から、関係教員から特任教授称号付与審査依頼書の提出があった旨報告があり、次いで、中村教授から

称号付与理由及び当該研究員の略歴・業績等について説明があり、審議及び可否投票の結果、これを承認した。 

９ 平成２６年度各種委員会委員について 

研究科長から、資料７に基づき説明があり、審議の結果、今後追加等を行うものを含め、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 
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中村評議員から、平成２５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。また、村上学

部教育委員会委員長から、（９）に関する補足説明があった。 

【第１１回２６．３．６開催】 

（１）第２期中期目標・中期計画に係る平成２６年度年度計画について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料1） 

（２）経営系専門職大学院認証評価について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料2） 

（３）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（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料3） 

（４）東京工業大学学位規程の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料4） 

（５）東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程の一部改正について 

（６）学術国際情報センター計算機システム利用細則の一部改正について 

（７）東京工業大学保健管理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5） 

（８）東京工業大学附属科学技術高等学校学則の一部改正について 

（９）東京工業大学学科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6） 

（10）平成２６年度全学科目に関する教育責任分担部局について 

（11）東京工業大学大学院理工学研究科と早稲田大学理工学術院との間における学生交流に関する覚書につ

いて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料7） 

（12）ＣＯＥセンター継続及び廃止について 

（13）異種機能集積研究センターの設置期間延長及び関連規則の一部改正について 

（14）共同研究部門の設置及び設置期間の更新について 

（15）寄附講座の設置期間延長について 

（16）東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教

育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料8） 

（17）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 

（18）国立大学法人東京工業大学科学教育研究室規則の廃止及び国立大学法人東京工業大学私学研修員，専

修学校研修員，公立高等専門学校研修員，公立大学研修員及び教員研修センター研修員取扱要項の一部

改正について 

（19）栄誉教授の称号付与について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料9） 

（20）名誉教授の称号付与について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（21）新しい教育システムの基本的な考え方について（資料８) 

（22）特別研究教育事業について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（23）学長裁量ポイントの融通について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（24）教育改革に伴う講義室等の整備について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（25）学長裁量スペースの新規確保及び等価交換等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（26）学生の懲戒処分について 

（27）部局長予定者及び教育研究評議会評議員予定者について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（28）教育研究に関する諸問題について 

２ 部局長等会議関係 

研究科長から、平成２５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２６．２．２１開催】 

（１）Ｔ２Ｒ２データ出力有償化について 

（２）研究室において事務に関する補助を行う補佐員等の勤務の在り方の見直しについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（３）情報セキュリティ監査・危機管理専門委員会からの報告について 

（４）平成２５年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（１０月～１２月）の周知徹底について（ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾀ資料17） 

（５）緑が丘駅前広場について 
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（６）教育改革に関連する調査出張報告について 

（７）教員選考の在り方について 

（８）平成２６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18） 

（９）平成２５年度研究助成等一覧（H26.1.31～H26.2.13）受付分について  

（10）部局等の現状と諸問題について 

（11）その他 

①東工大教育改革国際シンポジウムについて 

【第２１回２６．３．６開催】 

（１）教員選考に関するガイドラインについて（資料９） 

（２）平成２５年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（３）平成２６年春 桜花観賞の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（４）平成２５年度研究助成等一覧（H26.2.14～H26.2.27）受付分について  

（５）部局等の現状と諸問題について 

３ 本研究科関係 

  （１）東京工業大学特別研究員の称号付与及び称号付与の期間変更について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21に基づき、本称号付与及び称号付与の期間変更について報告があった。 

（２）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22に基づき、本称号付与について報告があった。 

（３）学生への教育的措置（厳重注意）について 

研究科長から、本学生への教育的措置（厳重注意）について報告があった。 

４ 各種委員会報告等 

（１）平成２６年度動物実験教育訓練および生物実験棟利用者講習会について 

   廣田准教授から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27に基づき、本教育訓練および講習会について説明があった。 

（２）生命トップリーダーフォーラムについて 

   廣田准教授から、本フォーラムについて、５月２８日（水）１６時からすずかけホールで開催する予

定である旨説明があった。 

（３）ウェブリニューアルに伴う研究室紹介ページについて 

田口広報委員会委員長から、本研究室紹介ページについて提出依頼があった。 

５ その他 

（１）平成２６年度大学院生命理工学研究科長・評議員・専攻長・学科長名簿について 

研究科長から、資料10に基づき、本名簿について説明があった。 

（２）クラス担任・助言教員について 

研究科長から、資料11に基づき、本クラス担任・助言教員について説明があった。 

（３）緑が丘６号館開所式について 

研究科長から、本緑が丘６号館開所式について、４月２５日（金）１６時３０分から緑が丘６号館緑

が丘ホールで開催する予定である旨説明があった。 

（４）すずかけキャンパス将来計画の進捗状況と今後の予定について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23に基づき、本将来計画の進捗状況と今後の予定について説明があった。 

（５）すずかけ通用門から広場までの手すり設置について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24に基づき、本手すり設置について説明があった。 

（６）ペリパトスオープンギャラリー候補作品について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25に基づき、本候補作品について説明があった。 

（７）ペリパトスオープンギャラリーオブジェの設置について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26に基づき、本オブジェの設置について説明があった。 

（８）最近の事故について 
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     研究科長から、本最近の事故について説明があった。 

  （９）平成２６年度教授会開催予定日の変更について 

     研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28に基づき、１０月の教授会開催予定日の変更について説明があり了承された。 

  （10）定年教員等の退職について 

     研究科長から、定年教員等の紹介があり、次いで、有坂教授、本川教授、濱口教授、戸村部長及び馬島課長

からそれぞれ挨拶があった。 

 

以上 


