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平成 27 年度 第７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 11 月 18 日（水）15：05～16：30 

場  所  大会議室（Ｂ２棟 426 号室） 

出 席 者  三原研究科長ほか 50 名 

 

配付資料 

１（教務案件） 

７－１ 平成 27 年度授業関係について 

７－２ 学生の異動について 

７－３ 指導教員の変更について 

７－４ 研究指導の委託について 

７－５ 学生交流協定に基づく授業科目履修希望者について 

７－６ 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） 

 

プロジェクタ資料 

１ 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則等の一部改正について 

２ 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則一部改正案新旧対照表等 

３ 東京工業大学センター長会議規則等の一部改正等について 

４ 東京工業大学地球生命研究所規則一部改正案新旧対照表 

５ 東京工業大学国際交流会館使用料金規程一部改正案新旧対照表等 

６ 東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則一部改正案新旧対照表等 

７ 教員の所属変更及び担当の決定方法等について（案） 

８ 大学改革に伴う事務組織の見直し（科学技術創成研究院）（案） 

９ 東工大－中国科学院広州地球化学研究所間における研究協力協定について 

10 科学技術創成研究院における研究所等の担当教員（案） 

11 学長裁量スペースの等価交換について 

12 平成26年度Ｔ２Ｒ２利用状況 

13 国立大学改革の最近の動向について 

14 週刊ダイヤモンド大学ランキング（2015.11.7） 

15 全学規則と部局内規ひな型の関係図等 

16 平成27年度第２回新採用教員セミナー参加状況 

17 平成27年度ヒトＥＳ細胞教育研修会の開催について 

18 平成27年度防災訓練の実施について（通知） 

19 LUI Che Woo Prize 関係資料 

20 リベラルアーツセンター主催秋の特別講座開催案内 

21 第26回大岡山蔵前ゼミ開催案内 

22 平成28年４月に実施する教育研究組織の改革に伴うスペースの取扱いについて 

23 学外研究機関等との連携協力制度（案）等 

24 平成28年度学術交流協定の取扱いについて（照会） 

25 研究ユニットの申請等について 

26 自己点検・評価報告書「Tokyo Tech Now 2016」の作成について等 

27 平成27年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（７月～９月）の周知徹底について（依頼） 

28 平成27年度人事院勧告に準拠した対応方針 

29 研究倫理教育（コンプライアンス教育）に関するアンケートについて等 

30 教育革新シンポジウム開催報告 



2 
 

31 学長補佐の任命について 

32 平成27年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者一覧 

33 学会参加費等に含まれる食事代等の取扱いについて（案） 

34 「保育園整備」に関するご支援のお願い 

35 理学系特別講演会「ノーベル賞記念講演」開催案内 

36 第27回大岡山蔵前ゼミ開催案内 

37 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

38 大学院生命理工学研究科特別研究員の称号付与の期間変更について 

39 第２回生命理工学トップリーダーフォーラムについて 

40 第４回生命理工国際シンポジウムのご案内 

41 Ｊ２棟３階エントランスホールへの防犯カメラ設置について 

42 平成28年度ペリパトスオープンギャラリー作品展示スケジュールについて 

43 外周道路の進捗状況と環境整備（造成）工事について 

44 「長津田ハウス」から「すずかけ台キャンパス」間のスクールバス運行状況 

45 すずかけ門における指導員配置結果報告書 

46 平成27年度中学生職場体験 

47 平成28年度以降の安全衛生委員会の体制について 

48 ＭＯＴＯＴＥＣＡの現状について 

追加１ 国際理工学教育プログラム７類セミナー等について 

追加２ 遺伝子組換え実験について 

 

○現在員 65 名，公務出張等４名，定足数 31 名に対して出席者 51 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７-１（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７-２（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７-３（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 研究指導の委託について 

研究科長から，資料７-４（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 学生交流協定に基づく授業科目履修希望者について 

研究科長から，資料７-５（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 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，現在員 65 名，公務出張等４名，定足数 41 名に対し出席者が 51 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７-６（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。 

Ⅱ 諸 報 告 
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１ 教育研究評議会関係 

   湯浅評議員から，平成 27 年度第７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，（15）国立大学改革の最近の動向について，運営費交付金等に関する関連質疑があった。 

【第７回27．11．６開催】 

（１）国立大学法人東京工業大学教員の任期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） 

（２）国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則及び国立大学法人東京工業大学部局長等会

議規則の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（３）東京工業大学センター長規則等の一部改正等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（４）東京工業大学地球生命研究所規則の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（５）東京工業大学国際交流会館使用料金規程等の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（６）東京工業大学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 

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

（７）教員の所属変更及び担当の決定方法等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（８）大学改革に伴う事務組織の見直しについて（科学技術創成研究院）（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（９）不服等申し出に係る審査委員会報告書について 

（10）東京工業大学-中国科学院広州地球化学研究所間における研究協力協定について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（11）科学技術創成研究院における研究所等の担当教員（案）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（12）学長裁量スペースの等価交換について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（13）Ｔ２Ｒ２利用状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（14）学生の懲戒処分について 

（15）国立大学改革の最近の動向について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（16）教育研究に関する諸問題について 

（17）その他（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

２ 部局長等会議関係 

研究科長から，平成27年度第12回及び第13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12回27．10．16開催】  

（１）学院等運営体制に関する規程等のひな型の提示について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（２）学内予算の見直しについて 

（３）平成27年度第２回新採用教員セミナー参加状況報告（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（４）平成27年度ヒトＥＳ細胞教育研修会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（５）平成27年度防災訓練の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（６）平成27年度研究助成等一覧（H27.9.11～H27.9.24）受付分について 

（７）部局等の現状と諸問題について 

（８）その他 

①平成28年４月に実施する教育研究組織の改革に伴うスペースの取り扱いについて 

②ＬＵＩ Ｃｈｅ Ｗｏｏ Ｐｒｉｚｅについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

③リベラルアーツセンター主催秋の特別講座について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

④第26回大岡山蔵前ゼミについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

【第13回27．11．６開催】 

（１）平成28年４月に実施する教育研究組織の改革に伴うスペースの取扱いについて 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（２）学外研究機関等との連携協力制度について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（３）平成28年度以降の学術交流協定の取扱いについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（４）研究ユニットの申請等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 
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（５）自己点検・評価報告書「Tokyo Tech Now 2016」の作成について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（６）平成27年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（７月～９月）の周知徹底について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（７）平成27年度人事院勧告への対応について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（８）部局における研究倫理教育に関するアンケートについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（９）教育革新シンポジウムについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（10）学長補佐の任命について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（11）平成27年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（12）研究室事務補佐員の経理関係等業務の集中化に関する現状等について 

（13）「学会参加費等に含まれる食事代の取り扱いについて」の改定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（14）平成27年度研究助成等一覧（H27.10.9～H27.10.22）受付分について 

（15）部局等の現状と諸問題について 

（16）その他 

①「保育園整備」に関する支援について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

②理学系特別講演会「ノーベル賞記念講演」の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

③「一橋大学・東京工業大学合同進学相談会 in 仙台」について 

④第27回大岡山蔵前ゼミについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36） 

３ 本研究科関係 

  （１）東京工業大学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 37に基づき，本称号付与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 38に基づき，本称号付与の期間変更について報告があった。 

４ 各種委員会報告等 

（１）第２回生命理工学トップリーダーフォーラムについて 

   林准教授から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 39 に基づき，本フォーラムの概要等について説明があり，併

せて，参加者名簿の提出に関する依頼があった。 

（２）第４回生命理工国際シンポジウムについて 

山口生命理工国際シンポジウム実行委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 40 に基づき，本国際シ

ンポジウムの概要等について説明があり，併せて，参加者名簿の提出に関する依頼があった。 

（３）高校生のための生命理工レクチャー2015 について 

岩崎生命理工レクチャー2015 準備委員会委員から，本生命理工レクチャー2015 の申込者数

の状況等について説明があり，併せて，ポスターセッションにおける説明者の手配に関する

協力依頼があった。 
５ その他 

（１）Ｊ２棟３階エントランスホールへの防犯カメラ設置について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料41に基づき，本防犯カメラ設置について説明があった。 

（２）平成28年度ペリパトスオープンギャラリー入替え作品の選出について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料42に基づき，本ペリパトスオープンギャラリー入替え作品の

選出について説明があった。 

（３）案内板の塗装について 

研究科長から，案内板塗装に係る進捗状況等に関する説明があった。 

（４）外周道路の進捗状況と環境整備（造成）工事について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料43に基づき，本外周道路の進捗状況と環境整備（造成）工事

について説明があった。 

（５）長津田ハウスとすずかけ台キャンパス間のスクールバスの運行状況について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料44に基づき，本スクールバスの運行状況について説明があっ
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た。 

（６）すずかけ門における指導員配置について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料45に基づき，本指導員配置について説明があった。 

（７）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46に基づき，本中学生職場体験受入れについて説明があった。 

（８）平成28年度以降の安全衛生委員会の体制について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料47に基づき，本安全衛生委員会の体制について，原案では，

生命理工学院（大岡山地区）は単独の組織区分となっているが，現行規則においては，当該

組織区分ごとに安全衛生委員会等を設置する必要があるなど対応が困難であることから，工

学系のブロックに加えてもらうよう調整している旨説明があった。 

（９）ＭＯＴＯＴＥＣＡの現状について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料48に基づき，本ＭＯＴＯＴＥＣＡの現状について説明があっ

た。 

（10）研究科セミナーについて 

   鈴木准教授から，本研究科セミナーについて，12 月教授会終了後に開催予定である旨説明

があり，併せて，参加費徴収に関する協力依頼があった。 

  （11）国際理工学教育プログラム７類セミナー等について 

   鈴木准教授から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料（追加１）に基づき，本７類セミナー等について案内があ

った。 

 （12）遺伝子組換え実験について 

   増田准教授から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料（追加２）に基づき，本遺伝子組換え実験について情報提

供等があった。 

  （13）次回開催について 

研究科長から，次回は，既に案内済みのとおり，学会参加による公務出張欠席者が多数見込

まれることから12月22日（火）に開催することとなっているが，15時から生命理工学院創設

準備会教員会議を開催することとし，教授会は教員会議終了後（15時半）に開催予定である

旨案内があった。 

 

以上 


