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平成２６年度 第５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９月１７日（水）15：10～17：10 

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか３９名 

 

配付資料 

１（教務案件） 

５－１ 平成２６年度授業関係について 

５－２ 学生の異動について 

５－３ 研究指導の委託について 

５－４ 研究生について 

５－５ 科目等履修生について 

５－６ 既修得単位認定について 

５－７ 平成２６年１０月博士一貫教育コース所属学生について 

５－８ 平成２６年９月大学院修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 

５－９ 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） 

５－10 平成２６年９月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

５－11 平成２６年１０月大学院博士後期課程進学試験合格者について 

５－12 平成２６年９月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

５－13 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） 

５－14 平成２７年度大学院生命理工学研究科カリキュラム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（修正案）について 

３ 各学院の入学定員の考え方について（案） 

４ 早期退職希望者の募集について 

５ 平成２７年４月入学及び平成２６年１０月入学大学院修士課程入学試験等志願状況等 

６ 「シンボルマーク」のデザイン定義と使用ルールの定義について 

７ 国立大学法人評価に係る定員未充足の状況について   

８ 電気設備保安点検時におけるＢ１棟設置の非常用自家発電機不具合について 

 

プロジェクタ資料 

１ 学長裁量スペースの移管について 

２ 平成２５事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて 

３ 平成２３年度及び平成２４年度決算に関する参議院の議決並びに平成２３年度及び平成２４年

度決算審査措置要求決議について 

４ 日常書面監査からの注意事項 

５ 平成２６年度会計事務に関する研修会（第２回）の開催 

６ オフィシャルサイトのメンテナンスに伴う更新停止 

７ 平成２６年９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成２６年１０月東京工業大学大

学院入学式について 

８ 平成２６年度第２回新採用教員セミナー日程（案） 

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

10 新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」 

11 電子ジャーナル契約に関する当面の方針について 

12 論文データベースの公開制限不具合について（最終報告） 
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13 ヘリウム設備の進捗状況について 

14 すずかけ通りに溢れ出る土砂水の対応について 

15 長津田自歩道整備（高尾橋歩道設置）について 

16 学部専門科目の英語授業開講に伴う外国人教員の招聘・雇用 

17 Ｂ棟検収センターの移設について 

 

○現在員６０名、公務出張等１１名、定足数２５名に対して出席者４０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５-１（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５-２（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５-３（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 研究生について 

研究科長から、資料５-４（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 科目等履修生について 

研究科長から、資料５-５（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 既修得単位認定について 

研究科長から、資料５-６（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１０月博士一貫教育コース所属学生について 

研究科長から、資料５-７（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月大学院修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 

研究科長から、資料５-８（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５-９（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９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５-10（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１０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５-11（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 平成２６年９月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 
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研究科長から、現在員６０名、公務出張等１１名、定足数３３名に対し出席者が４０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５-12（教務）に基づき説

明があり，審議の結果、原案どおりこれを承認した。 

１－13 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５-13（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、論文審査要旨の一部について、修正することとした。 

１－14 平成２７年度大学院生命理工学研究科カリキュラム関係事務日程について 

研究科長から、資料５-14（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（修正案）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 教員選考について 

（１）生体システム専攻 進化・統御学講座 生体統御学分野 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 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教授に任用することを承認した。 

（３）理工系基礎科目外国人特任教授 

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、当該候補者を同科目の外国人特任教授に任用することを承認した。 

 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

   中村評議員から、平成２６年度第５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５回２６．９．５開催】 

（１）理事・副学長の選考について 

（２）東京工業大学検定料の免除，入学料の免除及び徴収猶予，授業料の免除及び徴収猶予並

びに寄宿料免除規程の一部改正について 

（３）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について 

（４）東京工業大学と京都大学との間における学生交流に関する協定書（案）について 

（５）ジュネーブ大学（スイス）全学協定の新規締結について 

（６）東工大の教育改革について（資料３） 

（７）特別研究教育事業について 

（８）学長裁量ポイントの融通について 

（９）学長裁量スペースの移管について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１） 

（10）平成２５事業年度にかかる業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングに

ついて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（11）不明サンプル爆発事故に関する責任所在委員会における検討結果について 

（12）Uppsala University –  Tokyo Tech Joint Symposium in Cooperation with JSPS - Stockholm

について 
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（13）原子炉工学研究所設置５０周年記念講演会について 

（14）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２６年度第８回及び第９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８回２６．７．１８開催】 

（１）平成２３年度及び平成２４年度決算に関する参議院の議決並びに平成２３年度及び平成

２４年度決算審査措置要求決議について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（２）日常書面監査からの注意事項について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（３）平成２６年度会計事務に関する研修会（第２回）の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（４）早期退職希望者の募集について（資料４） 

（５）補佐員・事務員の超過勤務について 

（６）オフィシャルサイトのメンテナンスに伴う更新停止について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（７）平成２７年４月入学及び平成２６年１０月入学大学院修士課程入学試験等志願状況につ

いて（資料５） 

（８）平成２６年９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成２６年１０月東京工業

大学大学院入学式について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（９）ＭＡＴＬＡＢ包括契約の締結について 

（10）Tokyo Tech Inspiring Lecture Series Series1 “Origins : Earth and Life” 

 ～ Science at ELSI ～ について 

（11）平成２６年度研究助成等一覧（H26.6.27～H26.7.10）受付分について 

（12）部局等の現状と問題点について 

【第９回２６．９．５開催】 

（１）「シンボルマーク」のデザイン定義と使用ルールの定義について（資料６） 

（２）国立大学法人評価に係る定員未充足の状況について（資料７） 

（３）人事給与制度の弾力化について 

（４）平成 26 年度第２回新採用教員セミナーの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（５）平成 26 年度会計事務に関する研修会（DVD 上映会）の出席者数及びアンケート結果につ

いて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（６）新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 10） 

（７）電子ジャーナル契約に関する当面の方針について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 11） 

（８）学位論文データベースからの博士論文 PDF 流出について（最終報告）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 12） 

（９）平成２６年度研究助成等一覧（H26.7.11～H26.8.28）受付分について 

（10）部局等の現状と問題点について 

（11）その他 

①平成 26 年度オープンキャンパスについて 

②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）ヘリウム設備の進捗状況について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13に基づき、本ヘリウム設備の進捗状況について説明があ
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った。 

（２）電気設備保安点検時におけるＢ１棟設置の非常用自家発電機不具合について 

研究科長から、資料８に基づき、本電気設備保安点検時におけるＢ１棟設置の非常用自

家発電機不具合について説明があり、平成２７年３月中の土曜日又は日曜日に行う予定の

再点検に関し、各専攻において、支障のある日がある場合は、研究科長に申し出るよう発

言があった。 

（３）すずかけ通りに溢れ出る土砂水の対応について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14に基づき、本すずかけ通りに溢れ出る土砂水の対応につい

て説明があった。 

（４）長津田自歩道整備（高尾橋歩道設置）について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15に基づき、本長津田自歩道整備（高尾橋歩道設置）につい

て説明があった。 

（５）学部専門科目の英語授業開講に伴う外国人教員の招聘・雇用について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16に基づき、本学部専門科目の英語授業開講に伴う外国人

教員の招聘・雇用について説明があった。 

（６）Ｂ棟検収センターの移設について 

  研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17に基づき、本Ｂ棟検収センターの移設について説明があ

った。 

（７）コラファス賞受賞者について 

研究科長から、本コラファス賞について、生命理工学研究科からは２名が受賞した旨説

明があった。 

  （８）工大際における学部説明会について 

研究科長から、本工大際における学部説明会について説明があった。 

（９）人間ドックの受診について 

  研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18に基づき、本人間ドックの受診について説明があった。 

   （10）生命ＦＤ研修およびハラスメントについて 

研究科長から、本ハラスメントに関する注意喚起があり、次いで、本生命ＦＤ研修につ

いて、１１月１９日（水）の教授会終了後１７時から、保健管理センターの齋藤教授によるハ

ラスメント関係の講演を行っていただく予定であるので必ず出席するよう発言があった。 

（11）東工大オープンキャンパス 2014 の開催報告について 

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の開催報告

があった。 

 

以上 


