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2019年度 第 11回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時  2020 年３月 11日（水）15：07～16：15 

場  所  J２２１講義室，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 57名 

 

資料 

１ 2019年度第 10回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２ 特任教員等の選考について 

３－１ 東京工業大学生命理工学院共通設備の運用に関する取扱要項一部改正案新旧対照表 

３－２ 東京工業大学生命理工学院共通設備の利用料に関する申合せ一部改正案新旧対照表 

３－３ 東京工業大学生命理工学院における産学連携に係る会員制度規程を廃止する規則（案） 

４ 2020 年度各種委員会等名簿（案） 

５ 2019 年度第11回教育研究評議会資料 

６ 2019年度第10回部局長等連絡会資料 

７ 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

８ 2020年度生命理工学院（すずかけ台地区，大岡山地区）安全衛生委員会構成員名簿（案）他 
９ 2020年度バイオ研究基盤支援総合センター動物実験教育訓練について 

10 2019年度第10回すずかけ台地区部局長等懇談会資料 

11 学科担当教員一覧等 

12 学部の学科，研究科の専攻等の定員未充足の状況について 

13 バイオベンチャーアライアンス（ＢＶＡ）関係書類 

 

資料（教務） 

（学士課程） 

１－１ 2020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２年３月生命理工学院（学士課程）卒業者について 

１－４ グローバル理工人材育成コースの修了について 

１－５ 科目等履修生について 

１－６ インターシップ学生の受入れについて 

（大学院課程） 

２－１ 2019年度授業関係について 

２－２ 2020年度授業関係について 

２－３ 学生の異動について 

２－４ コース変更について 

２－５ 研究指導の受託について 

２－６ 研究生について 

２－７ 科目等履修生について 
２－８ 海外交流学生について 
２－９ 予備教育生（日本語研修生）について 
２－10 令和２年（2020年）３月修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 

２－11 令和２年（2020年）３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 

２－12 令和２年（2020年）３月修士課程修了の認定及び学位授与について 

２－13 令和２年（2020年）４月博士後期課程進学試験合格者について 

２－14 令和２年（2020年）３月博士後期課程修了の認定及び学位授与について 

２－15 グローバル理工人育成コースの修了について 
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２－16 特別専門学修プログラムの修了について 

２－17 国際大学院プログラム（Ａ）の修了について 

 

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） 

 

プロジェクタ資料 

１ 2020年度生命理工学院の新グループ編成 

２ 2020年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数（案） 

３ 東京工業大学との共同研究申込書 

 

○現在員 79名，公務出張等２名，定足数 39名に対して出席者 58名で教授会成立 

○資料１に基づき，前回議事要録（案）を承認した。 

 

議事要旨 

Ⅰ 審議事項 

（学士課程） 

１－１ 2020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２年３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 グローバル理工人材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。 

１－６ インターシップ学生の受入れについて 

学院長から，資料１-６（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 2020年度授業関係について 

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。 

１－３ 学生の異動について 

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 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 
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を承認した。 

１－５ 研究指導の受託について 

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 研究生について 

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 科目等履修生について 
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 海外交流学生について 
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 予備教育生（日本語研修生）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 令和２年（2020年）３月修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 

学院長から，資料２-10（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。 

１－11 令和２年（2020年）３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 

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２-12（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。 

１－13 令和２年（2020年）４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２-13（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。 

１－14 令和２年（2020年）３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，現在員 79 名，公務出張等２名，定足数 52名に対し出席者が 58名で定足数 
を満たしている旨報告があった。次いで，学院長から，資料２-14（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。 

１－15 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２-15（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。 

１－16 特別専門学修プログラムの修了について 

学院長から，資料２-16（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。 

１－17 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）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ 

を承認した。 

２ 特任教員等の選考について 

（１）「プレシジョンメディスンを加速する創薬ビッグデータ統合システムの推進」プロジェ 

クト 特任准教授 

学院長から，資料２-１及び回収資料１-１に基づき，選考結果の報告があり，審議の結果，

これを承認した。 

（２）「令和２年度学士課程及び大学院課程専門科目の英語授業開講に伴う外国人教員の雇用 
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（短期雇用）」 特任准教授 

学院長から，資料２-２及び回収資料１-２に基づき，選考結果の報告があり，審議の結果，

これを承認した。 

３ 部局規則等の一部改正及び廃止について 

（１）東京工業大学生命理工学院共通設備の運用に関する取扱要項 

（２）東京工業大学生命理工学院共通設備の利用料に関する申合せ 

太田副学院長（研究担当）から，資料３-１，３-２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）東京工業大学生命理工学院における産学連携に係る会員制度規程 

学院長から，資料３-３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 2020年度各種委員会等委員の選出について 

近藤次期学院長から，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11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，2019年度第10回部局長等連絡会の概要等については，後日，資料６を確認するよう 

依頼があった。 

３ 本学院関係 

（１）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７に基づき，称号付与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，生命理工学院の大岡山移転について説明があり，出席者の意 

向確認を行ない，引き続き検討することとした。 

５ 各種委員会等関係 

（１）生命国際関係室関係 

小畠副学院長（国際担当）から，以下の事項について説明があった。 
・国際大学院プログラム(C)のオリエンテーションの中止について 

・国際大学院プログラム(A)の２つの新規授業科目（必須科目）の設置について 

（２）研究企画推進会議関係 

太田副学院長（研究担当）から，プロジェクタ資料３に基づき，以下の事項について説明 

があった。 

・㈱島津製作所との共同研究について 

（３）安全衛生委員会関係 

湯浅副学院長（総務担当）から，資料８に基づき，以下の事項について説明があった。 

・2020年度生命理工学院安全衛生委員会構成員について 

・すずかけ台地区に係る安全衛生委員会の主査・委員長等のローテーションについて 

（４）令和２年度動物実験教育訓練について 

学院長から，資料９に基づき，令和２年度動物実験教育訓練に説明があった。 

（５）新入生セミナーと懇親会の開催について 

学院長から，2020年度は懇親会の開催を中止とし，今後，大学からの通知等に注意して 

学生を指導する旨説明があった。 

（６）すずかけ台オープンキャンパスについて 

学院長から，すずかけ台オープンキャンパスの今後の日程変更等に注意する旨説明があ 

った。 

（７）卒業する学生への同窓会への登録の依頼について 
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学院長から，本卒業する学生への同窓会への登録について協力依頼があった。 

６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 

学院長から，資料10に基づき，2019年度第10回すずかけ台地区部局長等懇談会の審議概要等に 

ついて報告・説明があった。 

なお，すずかけサイエンスデイ2020の開催は延期となる旨報告があった。 

７ その他 

（１）バイオ研究基盤支援総合センター専任教員の配置換について 

学院長から，バイオ研究基盤支援総合センター専任教員の生命理工学院への配置換につ 

いて説明があった。 

（２）令和２年度生命理工学院の新グループ編成について 

近藤次期学院長から，プロジェクタ資料１に基づき，新グループ編成について説明があ 

    った。 

（３）教員の担当（学科及び専攻）について 

学院長から，資料 11に基づき，教員の担当（学科及び専攻）について報告があった。 

（４）各部局等における2019年度実績報告及び収容定員未充足の状況について 

学院長から，資料 12に基づき，博士課程の収容定員未充足の状況について報告があった。 

（５）令和２年度学士課程前期日程入試について 

学院長から，プロジェクタ資料２に基づき，学士前期日程入試の結果報告があった。 

（６）平成30年度教育研究活動実績にかかる教員評価結果（フィードバック）について 

学院長から，教員自己点検システム（FIS）による教員評価結果（フィードバック）につ 

いて，評価対象者全教員が自己評価を行ったことを受け，学院長による評価を終えた旨説 

明があった。その評価方法は昨年度と同様に，５月に実施した教員評価を基にしており， 

後日，これらのことをメールで通知する旨説明があった。 

（７）木原記念横浜生命科学振興財団バイオベンチャーアライアンス（ＢＶＡ）について 

学院長から，資料 13に基づきＢＶＡの概要説明があり，ＢＶＡ会員として入会すること 

の報告があった。 

（８）教員の退職等について 

３月 31 日付けで定年退職となる丹治保典教授，中村聡教授，櫻井実教授から挨拶があっ 

た。 

 

以 上 


