
平成１９年度第１０回大学院社会理工学研究科教授会議事の概要 

 

 

（日 時） ： 平成２０年２月２０日（水）  １５時００分 ～ １６時２５分    

（場 所） ： 大岡山西９号館コラボレーションルーム 

（出席者） ： 研究科長 他３２名（評議員候補者選挙第１次投票終了後，教授１名退席） 

 

 

配付資料 

１． 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会の大学院社会理工学研究科選出の評議員 

候補者選考細則    ．                      

２． 兼担教員について                                         

３． 平成１９年度授業関係について                                 

４． 平成２０年度授業関係について                                 

５． 学生の異動について                                       

６． 平成２０年３月博士課程修了予定者の論文受理及び論文審査員指名について   

７． 博士課程修了予定者の論文受理及び論文審査員指名について（第２２条）      

８． 研究生の入学について                                      

９． 人間行動システム専攻教員の任期に関する規則（案）              

１０．サバティカル研修制度実施要項（人間行動システム専攻）            

１１．平成２０年度連携教授及び連携准教授の採用（継続）について                       

１２．平成２０年度経営工学専攻２１世紀 COE プログラム「インスティテューショナル技術経営学」 

特任教授及び特任准教授の採用（継続）について           

１３．客員研究員の受け入れについて                             

１４．東京工業大学特別研究員の称号付与について                    

１５．平成２０年度専攻長会議・教授会開催日程（案）             

 

 

○ 議事要録（案）の確認 

   第９回大学院社会理工学研究科教授会議事要録（案）     

   第９回大学院社会理工学研究科教授会議事の概要（案）  

 

 

 

１． 審議事項 

（１） 評議員候補者の選考について                                 



研究科長より，次期評議員候補者の選出についての選挙を実施する旨の宣言があり，これ

を了承した。又，教授会の議事進行は，投票過程を考慮しながら進めることの提案があり，こ

れを了承した。 

    次いで，選挙管理委員会委員長より，「資料１」に基づき，定足数の確認及び選挙実施上

の関係規則，注意事項等の説明の後，国立大学法人東京工業大学教育研究評議会の大学

院社会理工学研究科選出の評議員候補者選考細則第８条第一号に基づき，第１次投票を

実施した。 

   引き続き，同細則第８条第二号の規定に基づき，第２次投票を実施した結果，次期評議員

を選出し，本人も承諾したので，学長に報告することとした。 

（２） 兼担教員について                                         

    研究科長より，「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） 平成１９年度授業関係について                                 

    研究科長より，「資料３」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。 

（４） 平成２０年度授業関係について                                 

    研究科長より，「資料４」に基づき，説明があり，審議の結果，一部修正のうえこれを承認し

た。 

（５） 学生の異動について                                       

    研究科長より，「資料５」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。 

（６） 平成２０年３月博士課程修了予定者の論文受理及び論文審査員指名について   

    研究科長より，「資料６」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。 

（７） 博士課程修了予定者の論文受理及び論文審査員指名について（第２２条）      

    研究科長より，「資料７」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。 

（８） 研究生の入学について                                      

    研究科長より，「資料８」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。  

（９） 人間行動システム専攻教員の任期に関する規則（案）について              

    研究科長より，「資料９」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。  

（１０）サバティカル研修制度実施要項について（人間行動システム専攻）            

    研究科長より，「資料１０」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． 報告事項 

（１） 部局長等会議（１月２５日（金），２月８日（金）開催） 

    研究科長より，部局長等会議について，特に重要と思われる事項について，説明・報告があ

った。                              

    （１月２５日（金）開催） 

（意見交換事項） 



ア 平成２０年度電子ジャーナル等購読経費について                  

   

（部局等の現状と問題点について） 

（報告・連絡事項） 

    ア ２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会博士後期課程学生への経済的支援 

検討ＷＧについて                              

    イ 東京工業大学学生アシスタント取扱要項の一部改正について  

    ウ 平成２０年度４月入学大学院博士後期課程志願状況等について        

        ①平成２０年度４月入学大学院博士後期課程志願状況 

②平成２０年度私費外国人留学生特別選抜試験志願状況 

      ③平成２０年度大学入試センター試験実施状況 

  エ 平成１９年度研究助成等一覧(H19.1.5～H20.1.18 受付分）について     

オ 附置研究所長予定者について                            

    カ 評議員の選出について 

       投票日：平成２０年２月１３日（水） 

           研究科：大学院理工学研究科理学系，大学院理工学研究科工学系， 

大学院生命理工学研究科 

投票日：平成２０年２月１８日(月) 

           センター(保健管理センター及び学内共同研究教育施設)  

      投票日：平成２０年２月２０日（水） 

研究科：大学院総合理工学研究科，大学院情報理工学研究科， 

                  大学院社会理工学研究科  

キ 平成２０年度会議開催日程について                         

    ク その他 

（２月８日（金）開催） 

（意見交換事項） 

ア 科学技術振興調整費申請予定プログラムについて           

       ①若手研究者養成システム改革 

        ②女性研究者支援モデル育成 

イ 東京工業大学における科学技術研究者に適した育児支援制度の整備に関する 

提言（案）について                                     

 

    （部局等の現状と問題点について） 

 

（報告・連絡事項） 

    ア 中期目標期間の業務実績評価について 



       ・ 訪問調査の日程調整について                          

       ・ 「学部・研究科等の現況調査表」について 

    イ 学長裁量ポストについて                                 

        ①学長裁量融通教員平成２０年度第１号（准教授 １名 健康・スポーツ科目の 

運営上（更新）：工学部） 

ウ 学長裁量スペース使用許可について                         

        ①大学院総合理工学研究科基礎教育指導室 G3 棟 610 号室（学長裁量スペース）

と G3 棟 608 号室の等価交換 

エ 平成１９年度東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成２０年度東京工業 

大学学部・大学院入学式について                           

オ 自動車の入構に係る課金について                          

   カ 省エネルギー週間について                               

キ 平成１９年度研究助成等一覧(H20.1.19～H20.2.1 受付分）について      

ク 研究科長予定者について                                

ケ その他 

 

（２） 教育研究評議会（２月８日（金）開催） 

評議員より，教育研究評議会について，特に重要と思われる事項について，説明・報告が

あった。 

    （審議事項） 

ア 東京工業大学学則の一部改正について               

       ①精密工学研究所セキュアデバイス研究センター（新設） 

       ②工学部開発システム工学科（名称変更） 

イ 東京工業大学学則等の一部改正について             

      ①東京工業大学学則：一部改正 

      ②東京工業大学における授業料，入学料，検定料，公開講座講習料及び寄宿料に

関する規則：一部改正 

      ③東京工業大学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寄

宿料免除規定：一部改正 

      ④東京工業大学附属科学技術高等学校学則：一部改正 

  ウ 「量子ナノ物理学研究センター」等の設置（継続）及びこれに伴う規則の一部改正に 

ついて                                       

      ①東京工業大学量子ナノ物理学研究センター規則：一部改正 

      ②東京工業大学スーパーメカノシステム創造開発センター規則：一部改正 

      ③東京工業大学革新的原子力研究センター規則：一部改正 

      ④東京工業大学大規模知識資源センター規則：一部改正 



エ 東京工業大学におけるキャリアアップＭＯＴプログラムの講習料に関する規則の制定に

ついて（２月６日（水）開催教育推進室会議 了承）            

  オ 東京工業大学における製造中核人材育成講座の講習料に関する規則の一部改正に 

ついて（２月６日（水）開催教育推進室会議 了承）            

カ 東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書等に 

ついて                                      

      ①東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書 

       東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する覚書 

      ②東京工業大学と早稲田大学との間における学生交流に関する覚書 

   キ 東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について      

       ①電気情報系リーダー育成コース 

②合意形成学特別教育研究コース 

ク インターンシップ科目実施契約書について（１月１５日（火）開催教育推進室会議 了承） 

ケ 「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教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について               

     ①大学院理工学研究科応用化学専攻生体機能分子設計講座 

②大学院理工学研究科電気電子工学専攻電力エネルギー講座 

     ③大学院情報理工学研究科数理・計算科学専攻計算機科学ｿﾌﾄｳｴｱ構成講座 

コ 東京工業大学の教育ポリシーについて                           

    

（報告事項） 

ア 国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則等の制定等に 

ついて                                         

    ①国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則：制定 

    ②国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則：一部改正 

イ 東京工業大学共通施設の設置基準等に関する申合せの制定について       

ウ 国際的産学官連携の推進方針について                          

エ 大学機関別認証評価評価結果（案）について                

オ 学長裁量ポストについて                                    

      ①学長裁量融通教員平成２０年度第１号（准教授 １名 健康・スポーツ科目の 

運営上（更新）：工学部） 

カ 学長裁量スペース使用許可について                            

    ①大学院総合理工学研究科基礎教育指導室 G3 棟 601 号室(学長裁量スペース) 

と G3 棟 608 号室の等価交換 

キ 平成２０年度学部入学者選抜個別学力検査等の志願状況について   

     ①平成２０年度学部入学者選抜個別学力検査志願者数 



     ②平成２０年度帰国子女特別選抜試験志願者数 

ク 世界文明センターフェロー取扱要項の制定について            

ケ 講演会の開催について                              

コ 部局長予定者について                              

サ 平成２０年度会議開催日程について                      

シ 各部局等における教員人事（専任講師以上）の報告について  

   

（教育研究に関する諸問題について） 

    

（その他） 

 

（３） 専攻長会議関係 

    ア 平成２０年度連携教授及び連携准教授の採用（継続）について          

      研究科長より，「資料１１」に基づき，平成２０年度連携教授及び連携准教授の採用 

（継続）について，報告があった。             

イ 平成２０年度経営工学専攻２１世紀 COE プログラム「インスティテューショナル技術 

経営学」特任教授及び特任准教授の採用（継続）について             

研究科長より，「資料１２」に基づき，平成２０年度経営工学専攻２１世紀 COE プログラム

「インスティテューショナル技術経営学」特任教授及び特任准教授の採用（継続）について，

報告があった。 

    ウ 客員研究員の受け入れについて                              

      研究科長より，「資料１３」に基づき，客員研究員の受け入れについて，報告があった。 

   エ 東京工業大学特別研究員の称号付与について                     

        研究科長より，「資料１４」に基づき，東京工業大学特別研究員の称号付与について，

報告があった。 

   オ 助教選考委員会専攻結果について 

      ・ 社会工学専攻  国土・都士計画講座  助教 

       研究科長より，社会工学専攻  国土・都士計画講座  助教を選考した経過報告があ

った。       

   カ 助教選考委員会の設置について 

・ 社会工学専攻  社会工学基礎講座  応用経済分野  助教 

研究科長より，社会工学専攻  社会工学基礎講座  応用経済分野  助教選考委員

会について，委員会設置及び委員を選出した旨，報告があった。 

    キ 平成２０年度専攻長会議・教授会開催日程（案）について               

      研究科長より，「資料１５」に基づき，平成２０年度専攻長会議・教授会開催日程（案）につ

いて，報告があった。 



３． 東京工業大学２１世紀 COE「インスティテューショナル技術経営学プログラム」非常勤教員 

選考結果報告について 

   ・ 経営工学専攻 ２１世紀 COE「インスティテューショナル技術経営学プログラム」特任教授 

   東京工業大学２１世紀 COE「インスティテューショナル技術経営学プログラム」非常勤教員選

考委員会委員長より，経営工学専攻 ２１世紀 COE「インスティテューショナル技術経営学プロ

グラム」特任教授を選考した経過報告があり，可否投票の結果，これを承認した。  

 

４． その他 

   研究科長より，以下について説明・要請があった。 

     ・ 研究科の将来計画に資するため，2006 年度及び 2007 年度について実施する

旨及び各教員への協力要請があった。次いで，研究科長より，本学ホームペー

ジの教員プロフィールに情報登録していただきたい旨，要請があった。 

・ 研究科長より，運営費交付金繰越しに係る部局還付について，来年度以降本

年度と同様の割合で還付されるかどうか不透明である旨の説明があった。 

 

 


