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平成２６年度 第４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７月１６日（水）15：10～16：55 

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか４２名 

 

配付資料 

１（教務案件） 

４－１ 兼担教員について 

４－２ 平成２６年度授業関係について 

４－３ ９，１０時限の授業開講について 

４－４ 学生の異動について 

４－５ 指導教員の変更について 

４－６ 海外交流学生について 

４－７ 平成２６年９月大学院修士課程修了予定者の審査員指名について 

４－８ 平成２６年９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 

４－９ 大学院博士課程修了予定者の審査員指名について（学位審査等取扱要項第２２条適用） 

４－10 大学院博士課程修了者の学位論文に係るインターネット利用による公表について 

４－11 平成２６年１２月大学院生命理工学研究科修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

４－12 平成２７年３月大学院生命理工学研究科修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

４－13 平成２７年４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 平成２７年度学部・大学院授業日程（案）について 

３ 論文剽窃チェックツールを利用した博士論文の確認について 

 

プロジェクタ資料 

１ 国立大学法人東京工業大学教育改革推進本部設置要項一部改正案新旧対照表 

２ 国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則一部改正案新旧対照表 

３ 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿（案） 

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一部改正案新旧対照表 

５ 平成２５年度学長裁量経費について 

６ 学長裁量ポイントの融通について 

７ 教育改革にかかる記者発表開催報告 

８ 平成２６年度第１回国立大学協会総会等の概要報告について 

９ 平成２５年度科学技術人材育成費補助事業「テニュアトラック普及・定着事業」選定機関の中間評価

結果について 

10 ２０１４年度夏季の電力需給対策について 

11 平成２６年度会計事務に関する研修会（ＤＶＤ上映会）の開催について 

12 科研費研究計画調書の書き方講座・査読(添削)講座及び説明会のご案内 

13 平成２６年度「オープンキャンパス」の開催について 

14 キャンパスイノベーションセンター会議室利用のご案内 

15 東工大蔵前会館（ＴＴＦ）の会議室新設について 

16 ＭＡＴＬＡＢ包括契約について 

17 平成２６年度臨時監査について 

18 平成２６年度固定資産実査について（案） 

19 生命理工学研究科安全点検結果について 
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20 研究費の不正使用防止のための当面の取組方針 

21 ヘリウム配管改修工事一括発注について 

22 J２棟空調工事等について 

23 地元自治会との懇談会プログラムについて 

24 すずかけ台図書館１階リニューアルオープンについて 

25 中学生職場体験(上級学校訪問)受入れについて 

26 授業へのご意見 BOX について 

27 学院等設置準備部会報告について 

 

席上配付資料 

１ 平成２６年度後期分授業料免除について 

 

○現在員６０名、公務出張等５名、定足数２８名に対して出席者４３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４-１（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 平成２６年度授業関係について 

研究科長から、資料４-２（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 ９，１０時限の授業開講について 

研究科長から、資料４-３（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 学生の異動について 

研究科長から、資料４-４（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 指導教員の変更について 

研究科長から、資料４-５（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４-６（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 平成２６年９月大学院修士課程修了予定者の審査員指名について 

研究科長から、資料４-７（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９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４-８（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 大学院博士課程修了予定者の審査員指名について（学位審査等取扱要項第２２条適用） 

研究科長から、資料４-９（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。なお、論文概要の一部について修正を求めることとした。 

１－10 大学院博士課程修了者の学位論文に係るインターネット利用による公表について 
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研究科長から、資料４-10（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。 

１－11 平成２６年１２月大学院生命理工学研究科修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

研究科長から、資料 4-11（教務）に基づき報告があった。 

１－12 平成２７年３月大学院生命理工学研究科修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

研究科長から、資料 4-12（教務）に基づき報告があった。 

１－13 平成２７年４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 4-13（教務）に基づき報告があった。 

２ 平成２７年度学部・大学院授業日程（案）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 教員選考委員会の設置について 

（１）生体システム専攻 細胞・発生生物学講座 細胞生物学分野 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７名、次点１名を選出した。 

（２）生物プロセス専攻 生体分子プロセス講座 生物有機工学分野 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。 

 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

   中村評議員から、平成２６年度第４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４回２６．７．４開催】 

（１）国立大学法人東京工業大学教育改革推進本部設置要項の一部改正について(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料1) 

（２）国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 2） 

（３）経営協議会委員の任命について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 3） 

（４）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 

（５）「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 4） 

（６）平成２５年度学長裁量経費について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 5） 

（７）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6） 

（８）論文剽窃チェックツールを利用した博士論文の確認について（資料３） 

（９）教育研究に関する諸問題について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 7） 

２ 部局長等会議関係 

研究科長から、平成２６年度第６回及び第７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。また、教育システムで導入しているChemBioOffice Ultra／ChemBioDraw Ultraの

サイトライセンスについては、当該経費の一定部分を学術国際情報センターで負担し、残りを

関係部局が負担することで継続使用が可能となる予定である旨説明があった。 

【第６回２６．６．２０開催】 

（１）平成２６年度第１回国立大学協会総会等の概要報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 8） 

（２）平成２５年度科学技術人材育成費補助事業「テニュアトラック普及・定着事業」選定機

関の中間評価結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 9） 

（３）２０１４年度夏季の電力需給対策について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 10） 

（４）平成２６年度会計事務に関する研修会（ＤＶＤ上映会）の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 11） 
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（５）科研費研究計画調書の書き方講座・査読(添削)講座及び説明会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（６）平成２６年度オープンキャンパスの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（７）キャンパスイノベーションセンター会議室利用案内について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 14） 

（８）東工大蔵前会館（ＴＴＦ）の会議室新設について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 15） 

（９）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 

（10）平成２６年度研究助成等一覧（H26.5.30～H26.6.12）受付分について 

【第７回２６．７．４開催】 

（１）ＭＡＴＬＡＢ包括契約について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 16） 

（２）平成２６年度臨時監査について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 17） 

（３）固定資産の実査について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 18） 

（４）アドビ社との包括契約について 

（５）平成２６年度研究助成等一覧（H26.6.13～H26.6.26）受付分について 

（６）部局等の現状と問題点について 

（７）会議開催日程の変更について 

３ 本研究科関係 

案件なし 

４ 各種委員会報告等 

案件なし 

５ その他 

（１）平成２６年度後期分授業料免除について 

研究科長から、席上配付資料１に基づき、本平成２６年度後期分授業料免除について説

明があった。 

（２）生命理工学研究科安全点検結果について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19に基づき、本生命理工学研究科安全点検結果について説明

があった。 

（３）生命理工学研究科補佐員・事務員情報交換会について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20に基づき、本生命理工学研究科補佐員・事務員情報交換会

について、９月から、毎月、教授会の次週の木曜日及び金曜日（大岡山は金曜日）に開催する

予定である旨説明があった。 

（４）生命２０周年募金活動について 

研究科長から、本生命２０周年募金活動について、改めて協力依頼があった。 

（５）ヘリウム配管改修工事一括発注について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21に基づき、本ヘリウム配管改修工事一括発注について説明

があり、併せて、横配管分に関し、ＮＭＲ年間使用時間数を勘案の上、１研究室当たり20

万円を限度して負担してもらう予定である旨補足説明があった。 

（６）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。 

（７）地元自治会との懇談会プログラムについて 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23に基づき、本地元自治会との懇談会プログラムについて説

明があった。 

（８）すずかけ台図書館１階リニューアルオープンについて 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24に基づき、本すずかけ台図書館１階リニューアルオープ

ンについて説明があった。 

（９）中学生職場体験(上級学校訪問)受入れについて 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25に基づき、本中学生職場体験(上級学校訪問)受入れにつ
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いて協力依頼があった。 

(10）授業へのご意見BOX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、本授業へのご意見BOXについて、改めて学生へ

周知願いたい旨依頼があった。 

(11）第７回（１１月）専攻長会議の日程変更について 

研究科長から、第７回（１１月）専攻長会議開催予定日が防災訓練実施予定日と重なっ

たことから、１１月１１日（火）に変更することとした旨説明があった。また、企画委員

会及び安全衛生委員会についても、同様に、１１月１１日（火）に変更することとした旨

説明があった。 

(12）放射性廃棄物の分類不適切について 

研究科長から、本放射性廃棄物の分類不適切について説明及び注意喚起があった。 

(13）Ｂ棟スペースに関する方針について 

研究科長及び中村評議員（生命建物委員会委員長）から、本Ｂ棟スペースに関する方針

について説明があり、併せて、スペース供出に関する専攻内での検討結果について報告依

頼があった。 

(14）学院等設置準備部会報告について 

中村評議員（学院等設置準備部会員）から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 27 に基づき、本学院等設置

準備部会の報告があり、次いで、生命理工学院生命理工学系に情報生命コースとライフ

エンジニアリングコースを設置することについて意見照会があり、検討の結果、これを

認めることとした。 

(15）東工大オープンキャンパス 2014 について 

太田教授（オープンキャンパスWG委員）から、本東工大オープンキャンパス2014について、

改めてポスター展示に関する協力依頼があった。 

 

以上 


