
教授会（第４回：２０２２年度）議事録 

 

日時：2022年 7月 27日（水）14時～15時 27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、福嶋、中村（哲）、須藤、山本、吉田（直）、 

松尾、横山（将）、上田 

    天  文： 相川、戸谷、柏川、田村 

    地  惑： 升本、今田、茅根、田近、武井、廣瀬（敬）、SIMON、遠藤、高橋、狩野、後藤（和） 

  化  学： 大越、合田、佃、山内、磯部、大栗、小澤、塩谷、山田、一杉 

  生  科： 塩見、黒田、角田、榎本、上村、東山、久保、寺島、角谷、塚谷、荻原、太田、大橋、林 

        ※岩崎（渉） 

  植 物 園： 川北 

  臨  海： 三浦（徹） 

  地  殻： 鍵、平田 

  天 文 セ： 河野、土居 

  原 子 核： 酒見 

  ビッグバン： KIPP、茂山 

  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（研）、樺島 

（学部）  

  情報科学： ※五十嵐 

  （以上 71名） 

「※」学部兼担  

  准教授  

  物    理： 辻、LIANG、濱口、竹内 

  天  文： 嶋作、藤井 

地  惑： 東塚、諸田、池田、安藤、田中、平沢 

  化  学： 加藤（毅）小安、生井、LOETSTEDT、佐竹、山下、後藤（祐）、加藤（敬）、池本、 

山野井、田代、鳥居 

  生  科： 程、國友、山中、杉村、豊島、小島、入江、伊藤（恭）、國枝、稲垣、種子田、土松 

  臨  海： 吉田（学） 

  スペクトル： 岡林 

  地  殻： 森 

    天 文 セ： 峰崎、酒向 

    原 子 核： 矢向 

  フォトン： 井手口、小西 

  知の物理： 蘆田 

  共  通： 馬場（良） 

（以上 46名）  

  講 師  

  原 子 核：山口 

  生物普遍： 伊藤（創） 

（以上 2名） 

  オブザーバー  

井土（物理・特任准教授）、寺井（化学・特任准教授）、磯崎（化学・特任准教授）、大久保（知の物理・

特任准教授）、田丸（フォトン・特任教授）、仙場（フォトン・特任教授）、石田（フォトン・特任講師）、

中村（化学・兼任特別教授）、中室（化学・兼任特任准教授）、吉田（技術専門員）、宮下（URA・特任

教授）、作田（講師）野上（URA）、HARRIS（URA） 



 
 

 

［冒頭報告］ 

○定足数の確認 

 研究科長から、理学部教授会構成員である教授の現員数 122名（定足数の母数から除く理学部を主とし

て兼担する教授 31名、校務欠席 3名）の定足数（過半数）45名のところ、54名の出席があり、定足数を

満たしていることが確認され、理学部教授会の開会が宣言された。 

○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 

 2022年 6月の教授会議事録（案）について、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、8月 16日付で学部兼担発令を予定している旨説明があり、審議の結果、 

承認された。 

２ その他 

なし 

 

［報告事項］ 

１ 2022年度学部非常勤講師委嘱について 

山本学術運営・教育推進委員長から、資料４に基づき、2022年度学部非常勤講師として委嘱する 

3名について報告があった。 

２ ウクライナ侵攻を受けた「学生・研究者の特別受入れプログラム」への理学系研究科・理学部の対応

について 

作田講師から、資料５に基づき、ウクライナ侵攻を受けた「学生・研究者の特別受入れプログラム」 

の理学系研究科・理学部の対応について報告があった。 

３  東京大学理学部外国人研修学生の受入れに関する申合せ（特別受入プログラム） 

串部学務課長から、資料６に基づき、ウクライナ侵攻を受けた「学生・研究者の特別受入れプログラ 

ム」に適用させるため、現存の申合せを一部追記・修正した東京大学理学部外国人研修学生の受入れに 

関する申合せ（特別受入プログラム）を策定した旨報告があった。 

   ４ 2022年度理学部学生海外研究プログラム(UGRASP2022)募集について 

串部学務課長から、資料７に基づき、2022年度理学部学生海外研究プログラム(UGRASP2022)募集に 

ついて、2019年度同プラグラム募集要項からの変更点を中心に報告があった。 

  ５ 研究・教育上必要な新型コロナウイルス検査の実施について 
串部学務課長から、資料８に基づき、研究・教育上必要な新型コロナウイルス検査を受検希望する 

場合に新たに抗原定量検査も負担対象とする旨報告があった。 

６  委員会等報告 

(1) 学術運営・教育推進委員会（学部関係） 

山本学術運営・教育推進委員長から、資料９に基づき、以下の報告があった。 

・外国人研修学生の受入れについて 

(2) 教務委員会 

川北教務委員長から、資料 10に基づき、以下の報告があった。 

・2022年度第 4回理学部教務委員会 

・東京大学理学部研修生の受入れについて 

・第 3回東京大学教育運営委員会学部・大学院教育部会 

(3) 広報委員会 

飯野広報室長から、資料 11に基づき、以下の報告があった。 



 
 

・プレスリリース発表状況 18件（2022年 6月 7日～2022年 7月 19日） 

・理学部ニュース報告 

・イベント開催報告 

・サイエンスギャラリーリニューアルオープン報告 

・理学部イメージコンテスト 2022の応募締め切りの延長について 

(4) 情報システムチーム 

飯野情報システムチーム長から、資料 12に基づき、以下の報告があった。 

・ネットワーク基盤整備 

・投票システム 

・理学系研究科 Youtubeチャンネルビデオ 

・ヘルプデスク 

・ウェブサイト 

(5) 研究支援総括室 

佃国際交流委員長から、資料 13～15に基づき、以下の報告があった 

・ソウル大学校との全学協定の更新について（協力部局） 

・ルーヴァンカトリック大学との全学協定の終結について 

・台湾国立中央大学との部局協定の終結について 

(6) 男女共同参画室 

河野男女共同参画室長から、資料 16に基づき、以下の報告があった。 

・東大理学部で考える 女子中高生の未来 2022 Online 

(7) キャリア支援室 

高橋キャリア支援室長及び馬場（良）准教授から、資料 17に基づき、以下の報告があった。 

・令和４年６月キャリア支援室利用状況報告書 

・ジョブ型研究インターンシップ 

(8) 学生支援室 

高橋学生支援室長から、資料 18に基づき、以下の報告があった。 

・2022年 7月学生支援室利用報告 

(9) 環境安全管理室 

小澤環境安全管理室長から、資料 19に基づき、以下の報告があった。 

・東京大学理学部・理学系研究科における無人航空機の飛行に関するガイドラインについて 

(10) キャンパス計画室 

なし 

７ その他 

(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために 

学部長から、資料20に基づき、新型コロナウイルスの濃厚接触者になった際の取扱いに変更が 

あった旨報告があった。 

 

【理学系研究科教授会】 

○定足数の確認 

 研究科長から、理学系研究科教授会構成員である教授の現員数 89名（うち校務欠席３名）の定足数（過

半数）44名のところ、69名の出席があり、定足数を満たしていることが確認され、理学系研究科教授会の

開会が宣言された。 

［審議事項］ 

１  その他 

なし 

 

 



 
 
［報告事項］ 

１ 2022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 21に基づき、2022年度大学院非常勤講師として委嘱する 8名について報告が 

あった。 

２ 総長室総括委員会の下にアト秒レーザー科学研究機構を設置申請する手続きについて 

山内アト秒レーザー科学研究センター長から、資料 22に基づき、総長室総括委員会の下にアト秒レー 

ザー科学研究機構を設置申請する手続きに関し、設置理由、機構の必要性・構想、予算計画等の報告が 

あった。 

３  修士課程・博士課程学生へのアンケート調査について 

野上プリンシパルＵＲＡから、資料 22に基づき、7月 15日を〆切として実施した修士課程・博士 

課程学生へのアンケート調査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 13に基づき、以下の報告があった。 

・受託研究 10件の受入れ承認について 

・共同研究 11件の受入れ承認について 

・客員共同研究員の新規受入れ 10件、期間変更 10件、申請取下げ１件の承認について 

・兼業 27件の承認について 

・営利企業の兼業新規７件、継続２件の承認について 

・寄附金９件の受入れ報告について 

・東京大学特別研究員の新規受入れ１件、申請取下げ１件の承認について 

・外国人研究者・大学院生の新規受入れ１件の承認について 

(2) 技術部 

  なし 

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（2022.6.22、7.13） 

  なし 

(2) 研究科長・学部長・研究所長合同会議（2022. 6.28） 

  ・東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについての一部改正 

  ・2021年度学生生活実態調査：新型コロナ関連項目の調査結果の報告 

  ・QS World University Rankings 2023の概要 

  ・教職員等を対象とした情報セキュリティ教育の実施 

  研究科長・学部長・研究所長合同会議（2022. 7.5） 

  ・コンプライアンス教育の実施 

  ・SPRING GX 2022年 4月採用結果と 2022年秋募集 

  ・競争的資金等の不正使用防止の徹底 

  ・安全保障輸出管理に関する徹底 

  研究科長・学部長・研究所長合同会議（2022. 7.26） 

  ・2022年度後期ワーク・ライフ・バランス支援のための研究者サポート要員配置助成の実施 

  ・東京大学ダイバーシティ＆インクルージョン宣言制定に際しての意見報告 

  ・コンプライアンス基本規則の周知徹底 

  ・UTokyoブランド調査実施のご協力のお願い 

６ その他 

   なし 

 

以上 


