
1 
 

2019年度 第５回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   2019 年９月 11日（水）15：13～17：25 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室，緑が丘６号館１階多目的室１(中継) 

出 席 者  三原学院長ほか 45名 

 

資料 

１ 2019年度第４回及び臨時生命理工学院教授会議事要録（案） 

２ 特任教員等の選考委員会の設置について（案） 

３ 特任教員等の選考について 

４ 2019 年度各種委員会等委員等名簿（案） 

５ 2019 年度第５回教育研究評議会関係 

６ 2019年度第４回部局長等連絡会資料 

７ 教員選考委員会の設置について 

８ 教員選考について 

９ 特任教員等の選考について 

10 東京工業大学特別研究員の称号付与について 
11 東京工業大学生命理工学院サバティカル研修の実施に関する申合せ（教授会決定） 

12 ライフサイエンス推進機器共同利用室に関するアンケート調査について 

13 すずかけ台地区安全衛生委員会資料 

14 2019高校生・受験生のためのオープンキャンパス開催報告 

15 令和元年度動物慰霊祭について 

16 2019 年度第５回すずかけ台地区部局長等懇談会資料 

17 科学技術創成研究院所属教員の貴学院における担当について（協議） 

18 各部局等の将来構想の策定について 

19 「第３期中期目標期間の教育研究の状況についての評価」に係る説明会資料 

20 新年俸制タスク・フォースチームの構成員について 

21 令和元年度定期監査（会計経理関係）の実施結果について 

22 2019年度コラファス賞について 

23 つばめ博士学生奨学金特別奨学金の選抜について 

 

資料（教務） 

（学士課程） 

１－１ 2019年度授業関係について 

１－２ 学生の異動について 

１－３ 令和元年９月生命理工学院（学士課程）卒業者について 

１－４ グローバル理工人育成コースの修了について 

１－５ 科目等履修生について 

（大学院課程） 

２－１ 2019年度授業関係について 

２－２ 学生の異動について 

２－３ 研究生について 

２－４ 転学院・転系及びコース変更について 

２－５ 科目等履修生について 

２－６ 海外交流学生について 

２－７ 学生交流協定に基づく授業科目履修希望者について 

２－８ 令和元年(2019年)９月修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 
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２－９ 令和元年(2019年)９月博士後期課程修了予定者の論文審査期間延長について 

２－10 論文提出による博士の論文審査の申請の受理及び論文審査員の決定について 

２－11 論文提出による博士の学位授与について 

２－12 令和２年(2020年)３月生命理工学院修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程 

２－13 令和２年(2020年)４月生命理工学院博士後期課程進学関係事務日程 

２－14 令和元年(2019年)９月修士課程修了の認定及び学位授与について 

２－15 令和元年(2019年)９月博士後期課程進学試験合格者について 

２－16 令和元年(2019年)９月博士後期課程修了の認定及び学位授与について 

２－17 国際大学院プログラム（Ａ）の修了について 

 

プロジェクタ資料 

追加 クリーンベンチ内で除菌のためのエタノール類及びバーナー使用について、特に注意すべき

事項 

 

回収資料 

１ 特任教員等の選考について（略歴調書，業績調書） 

２ 准教授の選考について（略歴調書，業績調書） 

３ 特任教員等の選考について（略歴調書，業績調書） 

 

○現在員 79名，公務出張等 17名，定足数 32名に対して出席者 46名で教授会成立 

○資料１-１～１-５に基づき，前回及び臨時議事要録（案）を承認した。 

 

議事要旨 

Ⅰ 審議事項 

（学士課程） 

１－１ 2019年度授業関係について 

学院長から，資料１-１（学士）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 学生の異動について 

学院長から，資料１-２（学士）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 令和元年９月生命理工学院（学士課程）卒業者について 

学院長から，資料１-３（学士）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 グローバル理工人育成コースの修了について 

学院長から，資料１-４（学士）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 科目等履修生について 

学院長から，資料１-５（学士）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。 

（大学院課程） 

１－１ 2019年度授業関係について 

学院長から，資料２-１（大学院）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 学生の異動について 

学院長から，資料２-２（大学院）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。 
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１－３ 研究生について 

学院長から，資料２-３（大学院）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 転学院・転系及びコース変更について 

学院長から，資料２-４（大学院）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 科目等履修生について 

学院長から，資料２-５（大学院）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 海外交流学生について 

学院長から，資料２-６（大学院）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 学生交流協定に基づく授業科目履修希望者について 

学院長から，資料２-７（大学院）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 令和元年(2019年)９月修士課程修了予定者の論文審査期間の延長について 

学院長から，資料２-８（大学院）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 令和元年(2019年)９月博士後期課程修了予定者の論文審査期間の延長について 

学院長から，資料２-９（大学院）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。 

１－10 論文提出による博士の論文審査の申請の受理及び論文審査員の決定について 

学院長から，資料２-10（大学院）に基づき報告があった。 

１－11 論文提出による博士の学位授与について 

学院長から，資料２-11（大学院）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 令和２年(2020年)３月生命理工学院修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程に 

ついて 

学院長から，資料２-12（大学院）に基づき報告があった。 

１－13 令和２年(2020年)４月生命理工学院博士後期課程進学関係事務日程について 

学院長から，資料２-13（大学院）に基づき報告があった。 

１－14 令和元年(2019年)９月修士課程修了の認定及び学位授与について 

学院長から，資料２-14（大学院）に基づき，先の臨時教授会で承認された旨報告があっ

た。 

１－15 令和元年(2019年)９月博士後期課程進学試験合格者について 

学院長から，資料２-15（大学院）に基づき，先の臨時教授会で承認された旨報告があっ

た。 

１－16 令和元年(2019年)９月博士後期課程修了の認定及び学位授与について 

学院長から，資料２-16（大学院）に基づき，先の臨時教授会で承認された旨報告があっ

た。 

１－17 国際大学院プログラム（Ａ）の修了について 

学院長から，資料２-17（大学院）に基づき，先の臨時教授会で承認された旨報告があっ

た。 

２．特任教員等の選考委員会の設置について 
（１）新学術領域研究(マクロオートファジーにおける膜動態と基質選択のメカニズム) 特任助教 

学院長から，資料２-１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。 
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（２）応用微生物学分野 特定准教授 

学院長から，資料２-２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．特任教員等の選考について 

（１）平成31年度「世界トップレベルの海外大学からの教員招聘プログラム」特任教授 

小畠教授（標記選考委員会委員長）から，資料３及び回収資料１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。 

４．2019年度各種委員会等委員の選出について 

学院長から，資料４に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

近藤評議員から，資料５に基づき，2019年度第５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。 

２ 部局長等連絡会関係 

学院長から，資料６に基づき，2019年度第４回部局長等連絡会の概要等について報告・説明が

あった。 

３ 本学院関係 

（１）教員選考委員会の設置について（教員選考にかかる将来構想ヒアリング関係） 

①生命理工学系 生命理工学コース 准教授 

学院長から，資料７に基づき，教員選考委員会の設置について報告があった。 

（２）教員選考について 

①テニュアトラック教員（卓越研究員制度）講師 

金原教授（標記選考委員会委員長）から，本選考結果の報告があった。 

②生命理工学系 ライフエンジニアリングコース 准教授 

湯浅教授（標記選考委員会委員長）から，資料８及び回収資料２に基づき，本選考結果の

報告があった。 

（３）特任教員等の選考について 

①応用微生物学分野 特定教授 

学院長から，資料９及び回収資料３に基づき，本選考結果の報告があった。 

（４）東京工業大学特別研究員の称号付与について 

学院長から，資料 10 に基づき，本称号付与について報告があった。 

（５）サバティカル研修申請について 

学院長から，資料 11 に基づき，サバティカル研修申請について報告があった。 
４ 系主任・コース主任会議関係 

伊藤副学院長（教育担当）から，授業の見直しについて議論を進めたい旨説明があった。 

５ 各種委員会等関係 

（１）生命国際関係室関係 

特になし 

（２）研究企画推進会議関係 

太田副学院長（研究担当）から，資料12に基づき，ライフサイエンス推進機器共同利用室

に関するアンケート調査について説明があった。 

（３）安全衛生委員会関係 

湯浅副学院長（総務担当）から，資料13，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料（追加）に基づき，以下の事項に 

ついて説明があった。 

・すずかけ台キャンパス歩行者優先エリア等の標示（案）について 

・実験系事故事例（７月分）について 

・実験用ガラス器具破片の放置について 

・令和元年度生命理工安全点検重点項目指摘件数及び指摘事項について 
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・ガス発生装置の有効性について 

・クリーンベンチ内で除菌のためのエタノール類及びバーナー使用について，特に注意す 

べき事項について 

（４）高校生・受験生のためのオープンキャンパス2019について 

白木オープンキャンパス委員会主査から，資料14に基づき，本オープンキャンパス2019

の開催報告があった。 

（５）動物慰霊祭の開催について  

廣田動物実験委員会委員から，資料 15に基づき，本動物慰霊祭を９月 25日（水）11時

半から開催する旨案内があった。 

６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 

近藤教授（学院長代理）から，資料16に基づき，2019年度第５回すずかけ台地区部局長等懇談

会の概要等について報告・説明があった。 

７ その他 

（１）科学技術創成研究院所属教員の採用に伴う担当について 

学院長から，資料17に基づき，本科学技術創成研究院所属教員の採用に伴う担当について

説明があった。 

（２）各部局等の将来構想に関する執行部ヒアリングについて 

学院長から，資料 18に基づき，将来構想策定についての趣旨及びヒアリングスケジュ 

ールの説明があった。 
（３）第３期中期目標期間の教育研究の状況についての評価について 

学院長から，資料19に基づき，実績報告書の作成について説明と協力依頼があった。 

（４）新年俸制タスク・フォースチームの構成員について 

学院長から，資料20に基づき，本学院から構成員１名を推薦する旨説明があった。 

（５）令和元年度定期監査（会計経理関係）の実施結果について 

学院長から，資料21に基づき，実施結果の報告及び再発防止のための取組について説明が

あった。 

（６）2019年度コラファス賞について 

学院長から，資料22に基づき，2019年度コラファス賞について，本学院からは２名が受賞

した旨説明があった。 

（７）つばめ博士学生奨学金特別奨学金の選抜について 

学院長から，資料23に基づき，本学院の選抜方法の概要について説明があった。 

 

以 上 


