
教授会（第１１回：２０２０年度）議事録 

日時：2021 年 3 月 5 日（金）15 時～17時 10 分 

場所：オンライン会議 

出席者： 星野研究科長（学部長） 

  教 授  

    物  理： 小形、常行、村尾、長谷川、藤堂、中辻、櫻井、福嶋、須藤、山本、吉田、相原、

松尾、横山、上田、湯本、高瀬 

    天  文： 相川、戸谷、柏川、田村 

    地  惑： 佐藤、日比谷、升本、杉田、関、茅根、田近、小澤、井出、WALLIS、遠藤、高橋、

小暮、後藤、今村 

  化  学： 大越、合田、佃、山内、小林、磯部、大栗、小澤、塩谷、長谷川 

  生  科： 飯野、濡木、塩見、角田、榎本、深田、上村、東山、岡、久保、武田、寺島、

石田、塚谷、荻原、太田 

  植 物 園： 川北 

  臨  海： 三浦 

  地  殻： 鍵、平田 

  天 文 セ： 河野、土居、宮田 

  原 子 核： 下浦、酒見 

  ビッグバン： 横山、茂山 

  強 光 子： 岩崎 

  フォトン： 酒井、三尾 

    生物普遍： 古澤 

宇宙惑星： 橘 

  知の物理： 小林、樺島 

（学部）  

  数    学： 山本、儀我、小林 

  （以上 85名）  

  准教授  

  物    理： 桂、辻、LIANG、馬場、竹内 

  天  文： 田中 

  地  惑： 小池、東塚、三浦、比屋根、笠原、諸田、生駒、池田、安藤、平沢 

  化  学： 加藤（毅）、小安、生井、LOETSTEDT、佐竹、山下、後藤、加藤（敬）、山野井、

廣瀬、田代、鳥居 

  生  科： 程、岩崎、國友、山中、西澤、杉村、鈴木、吉田、大橋、國枝、稲垣、種子田、 

土松 

  植 物 園： 杉山 

臨  海： 吉田 

  天 文 セ： 峰崎、酒向 

    原 子 核： 矢向、今井、郡司 

ビッグバン： 仏坂 

フォトン： 井手口 

  知の物理： 蘆田   

（以上 45名）  

  講 師  

  物  理： 北川 

化  学： 池本  

  生    科： 小島、井原 

  原 子 核： 山口 

  生物普遍： 伊藤 

（学部）   

情報科学： 横矢 

（以上 7名） 



 
 
  オブザーバー  

   中村（化学・兼任特別教授）、大槻（フォトン・特任教授）、原野（化学・兼任特任准教授）、 

田丸（フォトン・特任准教授）、SHANG（化学・特任講師）、吉田（技術専門員） 

 

［冒頭報告］ 

○教職員の人事異動 

 研究科長から、教職員人事について報告があった。 

○議事録の承認 

 ２月の教授会議事録（案）が原案のとおり承認された。 

 

【理学部教授会】 

［審議事項］ 

 １ 学部兼担について 

学部長から、資料３に基づき説明があり、審議の結果、承認された。 

２ その他 

  なし 

［報告事項］ 

 １ 令和３年度執行部体制について 

総務課長から、資料４に基づき、令和３年度執行部体制について報告があった。 

 ２ 令和３年度理学部・理学系研究科教授会等日程について 

学部長から、資料５に基づき、令和３年度から理学部・理学系研究科教授会の開催時間を 

14 時とする旨報告があった。 

 ３ 2021 年３月卒業者等について 

川北教務委員長から、資料６に基づき、2021 年３月理学部卒業者等について報告があった。 

４ 外国人若手研究員・留学生等のアンケートの結果について 

ハリスURAから、資料７に基づき、外国人若手研究員・留学生等に実施したアンケート結果、

及びアクションアイテムが報告され、アクションアイテムについては検討タスクフォースを立

ち上げることが報告された。 

 ５ 2021 年度学部非常勤講師の委嘱について 

山本学術運営・教育推進委員長から、資料８に基づき、報告があった。 

 ６ 委員会等報告 

(1) 教務委員会 

川北教務委員長から、資料９に基づき、以下の報告があった。 

・2020 年度学修奨励賞及び研究奨励賞並びに総長賞候補者選考結果について 

(2) 広報委員会 

飯野広報室長から、資料 10 に基づき、以下の報告があった。 

・プレスリリース発表状況（2021 年 2月 9日～2021 年 3 月 1 日） 

  ・東京大学理学部 第 1 回 School of Science Café 2021 Online 開催報告 

  ・東京大学理学部 臨時公開講演会 2021 Online 開催報告 

(3) 国際化推進室 

  大越広報室長から、資料 11、資料 12 及び資料 13に基づき、以下の報告があった。 

  ・フランス国立科学研究センター（CNRS）との部局覚書の締結について 

  ・イタリア国立地球物理学火山学研究所との全学協定の更新について（協力部局） 

  ・UTRIP オンラインに向けたパイロットプログラム(案)について 

(4) 研究支援総括室 

  なし 

(5) 男女共同参画室 

  なし 

(6) キャリア支援室 

高橋キャリア支援室長から、資料 14 に基づき、以下の報告があった。 

・令和３年２月キャリア支援室利用状況について 



 
 

 (7) 学生支援室 

高橋学生支援室長から、資料 15 に基づき、以下の報告があった。 

・2020 年度２月の学生支援室利用状況について  

  (8) 環境安全管理室 

    大越環境安全管理室長から、資料 16 に基づき、以下の報告があった。 

    ・消防署への速やかな通報および学生の夜間休日の実験に係る注意喚起 

  (9) キャンパス計画室 

    なし 

７ その他 

  (1)「有馬朗人先生お別れの会」について 

   総務課長から、「有馬朗人先生お別れの会」について報告があった。 

 

【理学系研究科教授会】 

［審議事項］ 

１ その他 

  なし 

［報告事項］ 

 １ 連携研究機構の兼務教員について 

研究科長から、資料 17に基づき報告があった。 

２ 2021 年度大学院担当非常勤講師の委嘱について 

研究科長から、資料 18に基づき報告があった。 

３ 臨海実験所と神奈川県立高校（２校）との連携協定の更新について 

岡臨海実験所長から、資料 19に基づき、臨海実験所と神奈川県立高校（2校：海洋科学高 

等学校、横須賀工業高等学校）との連携協定の更新について報告があった。 

４ 委員会等報告 

(1) 学術運営・教育推進委員会 

山本学術運営・教育推進委員長から、資料 20 に基づき、以下の報告があった。 

・令和２年度分共同研究４件、令和３年度分共同研究１件の受入れ承認について 

・客員共同研究員の受入れ３件、受入れ期間変更 13 件の承認について 

・兼業 45件の承認について 

・営利企業の兼業新規１件の承認について 

・研究成果活用兼業新規１件の承認について 

・学術指導１件の受入れ報告について 

・寄附金４件の受入れ報告について 

・外国人研究者・大学院生受入れ１件、受入れ期間変更１件の報告について 

・外国人研修学生の受入れ（2020 年 12 月受入報告分）変更１件の報告について 

(2) 技術部 

大越技術委員会委員長から、2020 年度技術部報告集について紹介があった。 

５ 研究科長報告 

  研究科長から、資料に基づき以下の報告があった。 

(1) 企画室報告（2021.3.3） 

  ・令和４年度概算要求提出状況について 

(2) 東京大学未来社会協創推進本部（2021.3.2） 

  ・学知創出分科会 次世代サイバーインフライニシアティブ 

  ・データプラットフォーム推進タスクフォース 活動報告 

(3) 研究科長・学部長・研究所長合同会議（2021.3.2） 

  ・東京大学における客員教授及び客員准教授の称号付与に関する規則の一部改正 

  ・今後の博士課程学生に対する経済的支援の在り方 

  ・「藤井プラン（仮称）」検討 WG体制 

  ・東京大学特命教授の決定 



 
 

  ・令和 2年度若手研究者育成支援「東京大学卓越研究員（公募型）」 

  ・東京大学研究代表者等人件費制度実施要領及び東京大学バイアウト制度実施要領 

６ その他 

 (1) 2021 年度 修士、博士課程の修了予定者等について 

長谷川教授から、修士、博士課程の修了予定者等の報告がないため、研究科教授会に   

おいて予定者等の報告が提案された。学務課長より、2021 年度 修士、博士課程の修了予 

定者数が報告され、今後、研究科教授会において報告することとなった。 

 (2) 今年度末で定年退職される先生方の紹介 

 研究科長から、令和 2年度末で定年退職される教員が紹介され、各教員から挨拶があった。 

  挨拶終了後に ZOOM の画面表示による集合写真が撮影された。 

 

以上 


