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平成２６年度 第９回 大学院生命理工学研究科教授会議事要録 

 

日  時  平成２７年１月２８日（水）15：10～17：20 

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか５１名 

 

配付資料 

１（教務案件） 

９－１ 平成２７年度授業関係について 

９－２ 学生の異動について 

９－３ 研究生について 

９－４ 海外交流学生について 

９－５ 平成２７年３月大学院修士課程修了予定者の審査員指名について 

９－６ 平成２７年３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 

９－７ 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） 

９－８ 論文提出による博士の学位授与について 

９－９ 平成２７年６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 

２ 名誉教授の推薦について 

３ 東京工業大学における研究改革の基本方針（案） 

４ 学生数管理の基本的な考え方について（素案） 

５ 大学の教員組織の在り方について 

６ 取材の依頼を受けたとき 

７ 東工大の教育改革に関するＷｅｂアンケートについて 

８ ３キャンパスの総合的利用方針とスペースマネジメント体制の強化について 

９ 平成２６年度末書類提出期限について 

 

プロジェクタ資料 

１ 助教の任用について 

２ 国立大学法人東京工業大学職員の懲戒処分の基準に関する規則等の一部改正について 

３ 教育研究組織の評価単位に関する意向調査について 

４ 大学改革推進本部に置かれる作業部会の組織及び運営等について 

５ 平成２７年４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験合格者数、

平成２７年度推薦入試及びAO入試出願状況 

６ 国立大学法人東京工業大学教育研究資金不正防止対策推進委員会規則（案） 

７ 平成２７年度ASPIRE研究グラント募集について 

８ 平成２６年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」申請プログラム一覧 

９ 研究費の不正使用のための「物品納入等の経理面の改革」に関する説明会の開催 

10 東京工業大学男女共同参画推進特別講演会チラシ 

11 平成２６年度物品実査状況結果報告 

12 生命系授業案 

13 研究室経理関係業務等の集約化について 

14 中期計画に基づく重点施策調（生命理工学部学生実験室大岡山地区移転事業） 

15 中期計画に基づく重点施策調（すずかけ台地区ヘリウム回収・液化事業） 

16 すずかけ台地区ヘリウム回収設備専門委員会内規・名簿 

17 降雪対策について 
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18 平成２７年度前期分授業料免除について 

19 東京工業大学教員選考規則一部改正案について 

追加 横断科目委員会からのお願い 

 

回収資料 

１ 名誉教授の推薦について（推薦調書、功績調書） 

 

○現在員６１名、公務出張等１名、定足数３１名に対して出席者５２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２７年度授業関係について 

研究科長から、資料９-１（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９-２（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 研究生について 

研究科長から、資料９-３（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 海外交流学生について 

研究科長から、資料９-４（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 平成２７年３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９-５（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 平成２７年３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９-６（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 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９-７（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 論文提出による博士の学位授与について 

研究科長から、現在員６１名、公務出張等１名、定足数４０名に対し出席者が５２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９-８（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２７年６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９-９（教務）に基づき報告があった。 

２ 名誉教授の推薦について 

研究科長から、今回、研究科長が候補者となっているため、本審議事項に係る議事進行について

は三原副研究科長にお願いすることとする旨発言があり、次いで、副研究科長から、資料２及び回

収資料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。 

３ 教員選考について      

（１）生命情報専攻 生命情報医科学講座 分子生命医工学分野 准教授 
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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。 

（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。 

（３）生命情報専攻 生命情報工学講座 情報生命工学分野 助教 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１に基づき、選考結果の報告があり、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 

 中村評議員から、平成２６年度第９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９回２７．１．９開催】 

（１）国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則の一部改正について 

（２）国立大学法人東京工業大学職員の懲戒処分の基準に関する規則等の一部改正について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１） 

（３）東京工業大学創立八十年記念会議室運用規則の一部改正について 

（４）研究改革の基本方針について（資料５） 

（５）国立大学法人東京工業大学と独立行政法人産業技術総合研究所との連携・協力に関する協

定の締結について 

（６）共同研究講座の設置について 

（７）東京工業大学における客員研究部門また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 

（８）教育研究組織の評価単位に関する意向調査について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（９）大学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３） 

（10）平成２７年４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験合格

者数，平成２７年度推薦入試及びＡＯ入試出願状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（11）教育研究に関する諸問題について 

（12）その他 

①各学院における学生数管理の基本的な考え方について（資料６） 

②“Tokyo Tech Quality”キックオフ・シンポジウムの開催について 

２ 部局長等会議関係 

研究科長から、平成２６年度第１６回及び第１７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１６回２６．１２．１９開催】 

（１）助教の職務等について（資料７） 

（２）教育研究資金不正防止対策推進委員会の設置について（資料８） 

（３）平成２７年度ＡＳＰＩＲＥリーグ研究グラント募集について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（４）平成２６年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」への申請について

                                 （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（５）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 
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（６）研究費の不正使用防止のための「物品納入等の経理面の改革」に関する説明会の開催につ

いて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（７）第３回生命理工国際シンポジウムの開催について 

（８）東京工業大学男女共同参画推進特別講演会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（９）取材対応に関する調査委員会調査報告について 

（10）メディアからの取材依頼について（資料９） 

（11）平成２６年度研究助成等一覧（H26.11.28～H26.12.11）受付分について 

（12）部局等の現状と諸問題について 

（13）その他 

①東工大の教育改革に関するＷｅｂアンケートについて（資料 10） 

【第１７回２７．１．９開催】 

（１）３キャンパスの総合的利用方針とスペースマネジメント体制の強化について（資料 11）  

（２）平成２６年度物品実査状況結果報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（３）平成２６年度末書類提出期限について（資料 12） 

（４）平成２６年度研究助成等一覧（H26.12.12～H26.12.25）受付分について 

（５）部局等の現状と諸問題について 

（６）その他 

①定年退職教員送別懇談会の開催について 

３ 本研究科関係 

案件なし 

４ 各種委員会報告等 

 （１）第３回生命理工国際シンポジウムの報告について 

   増田第３回生命理工国際シンポジウム実行委員会委員から、本国際シンポジウムの開催報

告があり、併せて、関係者への謝辞があった。 

（２）将来構想委員会（生命理工学院準備委員会）生命系授業案について 

三原将来構想委員会委員から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 12 に基づき、本生命系授業案について説明が

あった。 

  （３）東工大－清華大大学院合同プログラム研究交流会の開催について 

丹治東工大－清華大大学院合同プログラムバイオコース長から、本研究交流会について、

１月２９日（木）１４時からＪ２棟９階９０６号室で開催する旨説明があり、詳細はメール

により連絡することとした。 

  （４）横断科目委員会からのお願いについて 

     湯浅横断科目委員会委員から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料(追加)に基づき、平成 28 年度からの大学院教

養科目「横断科目」について説明及び協力依頼があった。 

３ その他 

（１）研究室経理関係業務等の集約化について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 13 に基づき、本研究室経理関係業務等の集約化について説明

があった。 

（２）平成２７年度重点施策調について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 14 に基づき、本平成２７年度重点施策調について、生命理工

学部学生実験室大岡山地区移転事業として、所要額の要求を行っている旨説明があった。 

（３）中期計画に基づく重点施策調（すずかけ台地区ヘリウム回収・液化事業）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、本中期計画に基づく重点施策調（すずかけ台地

区ヘリウム回収・液化事業）について説明があった。 

（４）すずかけ台地区ヘリウム回収設備専門委員会について 
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研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 16 に基づき、本すずかけ台地区ヘリウム回収設備専門委員会

について説明があった。 

（５）降雪対策について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 17 に基づき、５部局長懇談会で検討の結果、降雪対策として

ミニ除雪機（当面１台）を購入することとなった旨説明があった。 

（６）シーラカンスの移設について 

研究科長から、現在 TTF に展示されているシーラカンス(レプリカ)について、２月４日に

緑が丘６号館１階エレベータホール内に移設する予定である旨説明があった。 

（７）国際関係室について 

研究科長から、国際関係室について、Ｊ３棟 10 階 1020 号室に設置することとしており、

構成員については別途当該教員に連絡する旨説明があった。 

（８）関係資料の助教への回覧について 

研究科長から、部局長等会議資料など周知すべき資料については、助教まで回覧するよう

依頼があった。 

（９）平成２７年度前期分授業料免除について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18に基づき、本平成２７年度前期分授業料免除について説明が

った。 

（10）東京工業大学教員選考規則一部改正案について 

研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19に基づき、本教員選考一部改正案について説明があり、意見

等がある場合は研究科長に申し出るよう発言があった。 

（11）すずかけ祭における加藤山散策路について 

研究科長及び十川すずかけ祭実行委員会委員から、本すずかけ祭における加藤山散策路につ

いて、来年度は開放は行わないこととなった旨説明があった。 

  （12）平成２６年度予算執行状況について 

     研究科長から、本平成２６年度予算執行状況について、生命共通予算分として執行可能額が生じ

たことから、共通機器の購入及び生物実験棟の改修工事にあてることとしたい旨発言があり、これ

を了承した。 

 

以上 


