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平成 27 年度 第 11 回 大学院生命理工学研究科教授会議事要録 

 

日  時  平成 28 年３月 16 日（水）15：00～15：25，17：05～17：45 

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） 

11－１ 併任教員について 

11－２ 平成 28 年度授業関係について 

11－３ 学生の異動について 

11－４ 指導教員の変更について 

11－５ 研究指導の委託について 

11－６ 特別教育研究コースの変更申請について 

11－７ 平成 28 年３月大学院修士課程修了予定者の論文審査員の変更について 

11－８ 平成 28 年３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 

11－９ 平成 28 年３月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

11－10 平成 28 年４月大学院博士後期課程進学試験合格者について 

11－11 平成 28 年３月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

11－12 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） 

11－13 論文提出による博士の学位授与について 

11－14 特別教育研究コースの修了について 

２ 専攻担当教員一覧 

３ 平成28年度大学院生命理工学研究科長・専攻長・学科長等名簿 

 

プロジェクタ資料 

１ 平成28年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案） 

２ 博士課程教育リーディングプログラム関係諸規則の一部改正について等 

３ 東京工業大学とタイ王国科学技術開発機構及びタイ王国大学連合とによる連携大学院規則一部改

正案新旧対照表 

４ 東京工業大学附属科学技術高等学校主幹教諭選考規則一部改正案新旧対照表 

５ 東京工業大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施に関する規則（案）等 

６ 東京工業大学手島精一記念研究賞要項の一部改正の概要等 

７ 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則一部改正案新旧対照表 

８ 教育研究活動等の可視化に向けた取組強化について 

９ 名誉教授候補者一覧 

10 学位審査等取扱要項等第21条等の取扱いについて等 

11 東京工業大学系所属実施要項 

12 教育研究評議会評議員就任予定者 

13 中期目標原案・中期計画案一覧表 

14 マイナンバー（個人番号）の窓口受付・専用ポストでの受付開始について（通知） 

15 平成28年度第１回新採用教員セミナー日程案 

16 平成28年度推薦・ＡＯ入試合格者数 

17 電子ジャーナルの費用負担について 

18 平成27年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（１月）の周知徹底について（依頼） 

19 「情報倫理とセキュリティのためのガイドブック」の改訂版について 
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20 平成27年度研究不正防止のための研修会受講者数 

21 第67回カウンセリング懇談会開催案内 

22 ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の採用について 

23 平成27年度ヘリウム関連経費について 

24 J2・J3合同棟の女性休養室整備について（提案） 

25 ５部局長懇談会の体制について 

26 すずかけ台地区安全衛生管理体制について 

27 ペリパトス・オープンギャラリー関連経費について 

 

○議事に先立ち，研究科長から，研究科での修士課程修了認定（進学者仮決定）と学院での進学者決

定の関係から，先ず，大学院教授会において教務案件の審議を行い，次いで，準備会教員会議を開

催し，終了後，学部教授会と大学院教授会（教務案件以外）の議事を進行する旨説明があった。 

○現在員 65 名，公務出張等７名，定足数 30 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 併任教員について 

研究科長から，資料 11-１（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 28 年度授業関係について 

研究科長から，資料 11-２（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 学生の異動について 

研究科長から，資料 11-３（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 指導教員の変更について 

研究科長から，資料 11-４（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 研究指導の委託について 

研究科長から，資料 11-５（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 特別教育研究コースの変更申請について 

研究科長から，資料 11-６（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 28 年３月大学院修士課程修了予定者の論文審査員の変更について 

研究科長から，資料 11-７（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 28 年３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 11-８（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 28 年３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 11-９（教務）に基づき説明があり，審議の結果，１番の学生に係る論

文審査員について，長田俊哉准教授から梶原将教授に変更の上，これを承認した。 

１－10 平成 28 年４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 11-10（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
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承認した。 

１－11 平成 28 年３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 65名、公務出張等７名、定足数 39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 11-11（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 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 11-12（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。 

１－13 論文提出による博士の学位授与について 

研究科長から，資料 11-13（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。 

１－14 特別教育研究コースの修了について 

研究科長から，資料 11-14（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 平成28年４月１日付の教員の研究科担当について 

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。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

  湯浅評議員から，平成 27年度第 11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 11回 28．３．４開催】 

（１）第３期中期目標・中期計画案に係る平成 28年度計画について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１） 

（２）大学改革に伴う規則等の整備について 

（３）東京工業大学における研究拠点組織，共通教育組織及び共通支援組織等の設置改廃に関する

規則等の制定について 

（４）事務局組織規則及び事務局事務分掌規程の一部改正について 

（５）東京工業大学学位規程等の一部改正について 

（６）東京工業大学保健管理センター規則等の一部改正について 

（７）教育革新センター規則の一部改正について 

（８）博士課程教育リーディングプログラム関係諸規則の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（９）東京工業大学海外交流学生，海外訪問学生関係規程の一部改正について 

（10）東京工業大学短期外国人留学生受入プログラム規程の制定について 

（11）東京工業大学とタイ王国科学技術開発機構及びタイ王国大学連合とによる連携大学院規則の

一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（12）東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則の一部改正について 

（13）国立大学法人東京工業大学部局海外オフィス設置に関する申合せの一部改正について 

（14）東京工業大学国際大学院及び国際大学院プログラムの運営に関する申合せの一部改正について 

（15）東京工業大学ＩＡＥＳＴＥ会則の一部改正について 

（16）東京工業大学附属科学技術高等学校主幹教諭選考規則の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（17）東京工業大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施に関する規則等の整備について 

（18）国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則の一部改正について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（19）東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項の一部改正について 

（20）国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（21）東京工業大学博物館史資料館部門公文書室利用等規程の一部改正について 

（22）国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（23）学生交流及び教育研究交流にかかる協定書及び覚書並びに合意書の締結について 
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（24）特別専門学修プログラムの開設について 

（25）国立大学法人東京工業大学と国立研究開発法人理化学研究所との間における連携・協力の推

進に関する基本協定書等の締結等について 

（26）共同研究部門の設置期間の更新について 

（27）教育研究活動等の可視化に向けた取組強化について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（28）名誉教授の称号付与について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（29）平成 28年４月以降の学位審査等取扱要項第 21条等及び再入学並びに平成 29年４月以降の

学科所属の取扱いについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 10） 

（30）東京工業大学系所属実施要項について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 11） 

（31）東京工業大学工系台湾オフィスの設置について 

（32）東京工業大学長春事務所及び東工大東南大蘇州資源化学研究所オフィスの設置期間の終了に

ついて 

（33）東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金の継続について 

（34）特別研究教育事業について 

（35）評議員予定者について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 12） 

（36）教育研究に関する諸問題について 

（37）その他 

２ 部局長等会議関係 

研究科長から，平成 27年度第 20 回及び第 21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 20回 28．２．19開催】 

（１）第３期中期目標原案および中期計画案について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 13） 

（２）全学説明会の開催について 

（３）マイナンバー（個人番号）の収集状況および今後の予定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 14） 

（４）平成 28年度第１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 15） 

（５）博士課程リーディングプログラム責任者について 

（６）平成 28年度推薦入試およびＡＯ入試合格者数について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 16） 

（７）平成 27年度研究助成等一覧（H28.1.29～H28.2.10）受付分について 

（８）部局等の現状と諸問題について 

（９）その他 

【第 21回 28．３．４開催】 

（１）平成 28年４月に実施する教育研究組織の設置に伴う教員の人事異動通知書の取扱いについて 

（２）電子ジャーナルの費用負担について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 17） 

（３）平成 27年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（１月）の周知徹底について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 18） 

（４）情報倫理とセキュリティのためのガイドブックの改訂版について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 19） 

（５）平成 27年度研究不正防止のための研修会実施報告（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 20） 

（６）平成 27年度研究助成等一覧（H28.2.11～H28.2.25）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第 67 回カウンセリング懇談会の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 21） 
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 
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（１）平成 28 年度大学院生命理工学研究科長・専攻長・学科長等名簿について 

研究科長から，資料３に基づき，本名簿について説明があった。 

（２）助教の退職について 

研究科長から，工藤・川上研究室茶谷昌宏助教及び小林研究室小川熟人助教が，３月 31

日付けで退職予定である旨説明があった。 

（３）平成 28 年度ＴＡ経費について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 22 に基づき，本平成 28 年度ＴＡ経費の取扱いについて説明

があった。 

（４）平成 27 年度ヘリウム関連経費について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 23 に基づき，本平成 27 年度ヘリウム関連経費について説明

があった。 

（５）Ｊ２・Ｊ３合同棟の女性休養室整備について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 24 に基づき，本Ｊ２・Ｊ３合同棟の女性休養室整備について

説明があった。 

（６）５部局長懇談会の体制について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 25 に基づき，本５部局長懇談会の体制について説明があった。 

（７）すずかけ台地区安全衛生管理体制について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 26 に基づき，本すずかけ台地区安全衛生管理体制について説

明があった。 

（８）ペリパトス・オープンギャラリー関連経費について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 27 に基づき，本ペリパトス・オープンギャラリー関連経費に

ついて説明があった。 

（９）その他 

① MOTOTECA 案内用チラシについて 

研究科長から，MOTOTECA 案内用チラシ配布に関する説明があった。 

     ② 新２年生歓迎会について 

       和地教授（平成 28 年度生命工学科長）から，新２年生歓迎会を４月 11 日（月）に生

命科学科と生命工学科で合同開催する予定である旨説明があり，併せて，懇親会費に関

する協力依頼があった。 
③ 評議員の挨拶について  

研究科長から，湯浅評議員が３月31日付けで任期満了となる旨紹介があり，湯浅評議員

から挨拶があった。  

④ 教授会構成員懇親会について 

研究科長から，教授会終了後，研究科長室において，教授会構成員の懇親会を予定して

いるので参加願いたい旨発言があった。 

 

以上 


