
平成 25 年度第 5回 

大学院イノベーションマネジメント研究科教授会議事の概要 

 

日 時：平成 25年 9月 18日（水）10：30～11:37 

場 所：CIC711講義室 

出席者：研究科長外 10名 

配付資料 

（１）授業関係について（平成 25年度） 

（２）学生の異動について 

（３）指導教員の変更について 

（４）他大学等における既修得単位の認定について 

（５）専門職学位課程修了予定者のプロジェクトレポート審査期間延長について 

（６）平成 25年 9月 専門職学位課程修了の認定及び学位授与について 

（７）平成 25年 10 月 大学院博士後期課程進学試験合格者（案）について 

（８）平成 26 年 3 月 大学院イノベーションマネジメント研究科専門職学位課程および博士課程修了

関係事務日程（案）について 

（９）平成 26年 4月 大学院イノベーションマネジメント研究科博士後期課程進学関係事務日程（案）

について 

（10）平成 26 年度 大学院イノベーションマネジメント研究科カリキュラム関係事務日程（案）につ

いて  

（11）平成 25年度後学期科目等履修生について 

（12）平成 26年度学部・大学院授業日程（修正案）について（審議依頼） 

（13）海外交流学生の修了認定について 

（14）平成 25年 12 月 大学院イノベーションマネジメント研究科博士課程修了 

関係事務日程（改訂）について 

（15）教育研究評議会関係（8／26、9／6） 

（16）部局長等会議関係（7／19、9／6） 

（17）研究科関係規則等の一部改正について 

（18）東京工業大学・食セミナーについて 

 

○ 定足数の確認 

 研究科長から定足数の確認があった。 

 構成員 23名、公務出張者 7名、現在員 16名、定足数（1／2）9名、出席者 11名 

○ 前回議事要録の確認 

平成 25 年度 第 4回教授会議事要録（案）、議事の概要（案）、臨時教授会議事要録(案)、 

議事の概要(案) 

 

議事 

１．審議事項 



（１）授業関係について（平成 25年度） 

研究科長から、資料 1 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（２）学生の異動について 

研究科長から、資料 2 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（３）指導教員の変更について 

研究科長から、資料 3 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（４）他大学等における既修得単位の認定について 

研究科長から、資料 4 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（５）専門職学位課程修了予定者のプロジェクトレポート審査期間延長について 

研究科長から、資料 5 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（６）平成 25年 9月 専門職学位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 6 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（７）平成 25年 10月 大学院博士後期課程進学試験合格者（案）について 

研究科長から、資料 7 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（８）平成 26 年 3 月 大学院イノベーションマネジメント研究科専門職学位課程および博士課程

修了関係事務日程（案）について 

研究科長から、資料 8 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（９）平成 26 年 4 月 大学院イノベーションマネジメント研究科博士後期課程進学関係事務日程

（案）について 

研究科長から、資料 9 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（10）平成 26 年度 大学院イノベーションマネジメント研究科カリキュラム関係事務日程（案）

について  

研究科長から、資料 10に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（11）平成 25年度後学期科目等履修生について 

研究科長から、資料 11に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（12）平成 26年度学部・大学院授業日程（修正案）について（審議依頼） 

研究科長から、資料 12に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

（13）海外交流学生の修了認定について 

研究科長から、資料 13に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

２．報告事項 

（１）平成 25年 12月 大学院イノベーションマネジメント研究科博士課程修了関係事務日程（改

訂）について 

  研究科長から、資料 14に基づき、説明・報告があった。 

（２）教育研究評議会関係（8／26、9／6） 

評議員から、資料 15に基づき、会議の概要等について説明・報告があった。 

［8月 26日開催］ 

（審議事項） 

１．東京工業大学の教育改革推進に向けての当面の取組方針(案)について 

教育マネジメントセンター  



（報告事項） 

１．大学教員の処分（訓告及び注意（文書））について 

２．平成２４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 

（教育研究に関する諸問題について） 

（その他） 

１．次回開催について 

（次回開催） 

  平成２５年９月６日（金）１３：１５～ 

［9月 6 日開催］ 

（審議事項） 

１．東京工業大学の教育改革推進に向けての当面の取組方針(案)及び関係要項の制定について 

２．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 

３．博士後期課程学生への今後の経済的支援について 

４．大学院特別教育研究コース「総合理工国際大学院教育研究特別コース」の設置について 

５．東南大学 (中国)との 全学協定の新規締結について 
（報告事項） 

１．学長裁量スペースの新規確保及び等価交換について 

２．国立大学のミッションの再定義について 

３．平成２５年度研究大学強化促進事業の採択について 

４．平成２５年度卓越した大学院拠点形成支援補助金の交付決定について 

５．平成２５年度博士課程教育リーディングプログラムの審査状況について 

６．共同利用・共同研究拠点の中間評価結果について 

７．電子公開にあたっての博士論文提出者への指針について 

８．平成２５年度「オープンキャンパス」等の実施について 

（教育研究に関する諸問題について） 

（その他） 

 １．国立大学附置研究所・センター長会議 第１部会シンポジウムの開催について 

２．次回開催について 

（次回開催） 

  平成２５年１０月４日（金）１３：１５～ 

すずかけ台地区Ｊ２棟１９階大会議室 

（３）部局長等会議関係（7／19、9／6） 

  研究科長から、資料 16に基づき、会議の概要等について説明・報告があった。 

［7月 19日開催］ 

（報告・連絡事項） 

１．「国立大学のミッションの再定義」について 

２ ． 国立大学法人評価結果を受けたインセンティ ブ付与について 

３．会議・ 委員会等の在り 方及び構成員の検証・ 見直し等について  
４．平成２２年度決算に関する参議院の議決及び平成２２年度決算審査措置要求決議について                     



５．平成２ ５ 年度定期監査（ 会計経理関係） の実施結果（ ５ 月， ６ 月） の周知徹底について 

６．東工大公式 Web サイト リ ニューアル・ ト ライアル版の公開について  
７ ． オフィ シャルサイト のメ ンテナンスに伴う サービス停止について  
８．平成２ ６ 年度電子ジャーナル契約について 

９．平成２ ５ 年度附属図書館の節電方策及び開館時間延長（ 試行） について  
１０．平成２６年４月入学及び平成２５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 

１ １． 平成２ ５ 年９ 月東京工業大学学部・ 大学院学位記授与式及び平成２ ５ 年１ ０ 月東京工業大

学大学院入学式について  
１２ ．ジョン・ルース米国駐日大使講演会の開催報告について 
１３．平成２５年度研究助成等一覧（H25.6.28～H25.7.11）受付分について 

（部局等の現状と問題点について） 

（その他）  

 １．次回開催について  

（次回開催） 

  平成２５年９月６日（金）１５：３０～ 

事務局１号館２階会議室 

［9月 6 日開催］ 

（意見交換事項） 

 １．特定有期雇用職員等（教育・研究系）の年俸基準の見直しについて 

（報告・連絡事項） 

１．第２回新採用教員セミナー及び説明会の開催について 

２．女子学生の卒業・修了後の動向アンケートの実施について 

３．「国民との科学・技術対話」活動事業 一般向け講演会「東工大の最先端研究」講演候補者

の部局長推薦について 
４．平成２６年度科学研究費助成事業（科研費）の公募について 

５．平成２５年度研究助成等一覧（H25.7.12～H25.8.29）受付分について 

（部局等の現状と問題点について） 

（その他） 

 １．次回開催について  

（次回開催） 

  平成２５年９月２０日（金）１５：３０～ 

  すずかけ台地区Ｊ２棟１９階  大会議室  

３．その他 

（１）研究科関係規則等の一部改正について 

研究科長から、資料 11に基づき説明があり、原案のとおり承認した。 

（２）東京工業大学・食セミナーについて 

  特任教授から、資料 12に基づき、セミナーの案内があった。 

以 上 


