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平成２６年度 第３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６月２５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４８名 

 

配付資料 

１（教務案件） 

３－１ 平成２６年度授業関係について 

３－２ 学生の異動について 

３－３ 指導教員の変更について 

３－４ 平成 26 年６月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

２ 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 

３ 平成２７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」について 

４ 研究大学強化促進事業若手外国人研究者の長期招へい（雇用）支援プログラム平成２６年度募

集要領（概要） 

５ 生命理工学研究科平成２６年度活動計画 

６ アドビ社との包括契約について（案） 

 

プロジェクタ資料 

１ オープンキャンパスの参加人数 

２ 助教の担任換について 

３ 平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案） 

４ 大学機関別認証評価自己評価書（案） 

５ 学院・系等の構成（案） 

６ 「国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則」及び「国立大学法人東京工業大学受託研究員

取扱要項」の一部改正について 

７ 平成２７年度非常勤講師枠配分表 

８ 平成２８年度入学者選抜試験の変更について 

９ 東工大におけるオンライン教育への取り組み実施について（案） 

10 Tokyo Tech Inspiring Lecture Series Series 1 “Origins：Earth and Life” ～ Science at 

ELSI ～について 

11 教育改革推進本部に置く作業部会の新設について 

12 スーパーグローバル大学創成支援について 

13 平成２７年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧 

14 博士論文電子公開ガイドライン説明会の実施について（案） 

15 消費税の円滑かつ適正な転嫁について 

16 立替払実施基準の改正案について 

17 東工大基金サポーターズ会員制度について 

18 準客員若手研究員について 

19 平成２６年度会計事務に関する研修会（第１回）の出席者数及びアンケート結果について 

20 客員研究員の受入申請の取消しについて 

21 ヘリウム圧縮・液化運営準備委員会報告について 

22 Ｊ２棟空調工事等について 
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23 英文証明書発行に関する取扱いについて（案） 

24 ソリューション研究機構協力教員の依頼について 

25 東工大オープンキャンパス 2014 における研究室ポスター展示について 

26 すずかけ所属学生向け「ペリパトスシネマ上映お知らせ」メール通知について 

 

○現在員５９名、公務出張等７名、定足数２７名に対して出席者４９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３-１（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３-２（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 指導教員の変更について 

研究科長から、資料３-３（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 平成 26 年６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５９名、公務出張等７名、定足数３５名に対し出席者が４９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３-４（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。 

２ 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 

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 平成２７年度オープンキャンパスの日程について 

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、平成２７年度においては、金

曜日には説明会を開催せず、土曜日に大学院説明会を、日曜日に学部説明会をそれぞれ開催するこ

ととした。 

４ 教員選考委員会の設置について 

（１）生命情報専攻 生命情報医科学講座 分子生命医工学分野 准教授または講師 

研究科長から、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、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。 

５ 教員選考について 

（１）生命情報専攻 生命情報医科学講座 分子生命情報分野 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。 

６ 助教の担任換について 

研究科長から、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。 

 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 
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湯浅評議員から、平成２６年度第３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、黒川教授及び梶原教授から、（11）に関する補足説明及び学生や助教への周知依頼

があった。 

【第３回２６．６．６開催】 

（１）平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 3） 

（２）大学機関別認証評価について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 4） 

（３）学院・系等の構成について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 5） 

（４）教員人事ポイントの全学運用について 

（５）「国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則」及び「国立大学法人東京工業大学受託

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 6） 

（６）平成２７年度非常勤講師枠の配分案について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 7） 

（７）平成２８年度入学者選抜試験の変更について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 8） 

（８）東工大におけるオンライン教育への取り組み実施について（案）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料9） 

（９）共同研究講座の設置について 

（10）寄附講座の設置期間延長について 

（11）Tokyo Tech Inspiring Lecture Series Series 1 “Origins：Earth and Life” ～ Science 

at ELSI ～について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（12）教育改革推進本部に置く作業部会の新設について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 11） 

（13）スーパーグローバル大学創成支援について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 12） 

（14）平成２７年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 13） 

（15）博士論文電子公開ガイドライン説明会の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 14） 

（16）教育研究に関する諸問題について 

（17）その他 

     ①Art at Tokyo Tech 2014 夏 の開催について 

②平成２６年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について 

２ 部局長等会議関係 

研究科長から、平成２６年度第４回及び第５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４回２６．５．２７開催】  

（１）学士課程教育において担当を希望する「系」等についての予備調査について 

（２）平成２５年度監事監査報告書について 

（３）平成２６年度監事監査計画について 

（４）『省エネ活動推進のための電気料金一部還元（負担）制度』平成２５年度電気料金還元・

負担額、下半期インセンティブ付与について 

（５）『省エネ活動推進のための電気料金一部還元（負担）制度』平成２６年度インセンティ

ブについて 

（６）消費税の円滑かつ適正な転嫁について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 15） 

（７）平成２７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の募集及びＭＩＴ

への派遣事業について (資料３)  

（８）研究大学強化促進事業「若手外国人研究者の長期招へい（雇用）支援プログラム」の募

集開始について(資料４)  

（９）平成２６年度手島精一記念研究賞の募集について          

（10）４教育院合同学生フォーラム開催報告について  

（11）平成２６年度研究助成等一覧（H26.4.25～H26.5.15）受付分について 

（12）部局等の現状と諸問題について 
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     ①各室・センターの平成２６年度活動計画について 

 ②各部局における平成２６年度活動計画について（資料５） 

     ③その他 

（13）その他 

     ①東京工業大学環境月間特別講演会について（周知依頼） 

【第５回２６．６．６開催】 

（１）アドビ社との包括契約について（資料６） 

（２）立替払実施基準の改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 16） 

（３）東工大基金サポーターズ会員制度について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 17） 

（４）準客員若手研究員制度の運用について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 18） 

（５）平成２６年度会計事務に関する研修会（第１回）の出席者数及びアンケートの結果につ

いて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 19） 

（６）平成２６年度研究助成等一覧（H26.5.16～H26.5.29）受付分について 

（７）部局等の現状と諸問題について 

  ①各室・センターの平成２６年度活動計画について 

  ②各部局における平成２６年度活動計画について 

  ③その他 

（８）その他 

  ①オープンキャンパス，すずかけ祭の開催結果について  

  ②物品管理の手続案内について 

３ 本研究科関係 

（１）準客員若手研究員受入れの取消しについて 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 20 に基づき、本準客員若手研究員受入れの取消しについて

報告があった。 

４ 各種委員会報告等 

（１）電子ジャーナル購読料の動向等について 

   清尾准教授（附属図書館電子ジャーナル委員会委員）から、本電子ジャーナル購読料の

動向等について説明があった。 

（２）培養液の廃棄方法の見直しについて 

   中村評議員（総合安全管理センター委員）から、本培養液の廃棄方法の見直しについて、

総合安全管理センターで検討が行われており、これに関するアンケート調査が行われる予

定である旨説明があった。 

 ５ その他 

（１）ヘリウム圧縮・液化運営準備委員会報告について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21に基づき、本ヘリウム圧縮・液化運営準備委員会報告に

ついて説明があった。 

（２）Ｊ２棟空調工事等について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22に基づき、本Ｊ２棟空調工事等について説明があった。 

（３）英文証明書発行に関する取扱いについて 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23に基づき、本英文証明書発行に関する取扱いについて説

明があった。 

（４）教授会での新任助教の紹介について 

研究科長から、今後、新任助教が着任した際には、教授会で当該助教の紹介を行う予定

である旨説明があった。 

（５）生命理工国際関連室の設置について 
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研究科長から、国際化に伴う案件や国際関係のイベント、外国からの来訪者等への対応

のため、生命理工国際関連室の設置を検討する予定である旨説明があった。 

（６）ソリューション研究機構協力教員の依頼について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24に基づき、本ソリューション研究機構協力教員の依頼に

ついて説明があった。 

  （７）危険物倉庫の使用状況について 

研究科長から、本危険物倉庫の使用状況について説明があった。 

（８）東工大オープンキャンパス 2014 における研究室ポスター展示について 

太田教授（オープンキャンパスWG委員）から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25に基づき、本研究室ポス

ター展示について協力依頼があった。 

（９）すずかけ所属学生向け「ペリパトスシネマ上映お知らせ」メール通知について 

   学務課学生支援グループ大塚主任から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 26 に基づき、本メール通知につい

て説明があった。 

  （10）ライフエンジニアリングコースについて 

     中村評議員から、本ライフエンジニアリングコースの概要について説明があった。 

  （11）研究科セミナーの開催について 

     林准教授から、本研究科セミナーの開催について説明があった。 

 

以上 


