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令和２（2020）年度 第 10回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時  令和３年２月 17 日（水）15：12～17：36 

場  所  Web 会議（Zoom） 

審 議 者  近藤学院長ほか 72 名 

 

資料 

１ 令和２（2020）年度第９回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２ 教員選考委員会の設置について（案） 

３ 教員選考について 

４ 特任教員等の選考について 

５ コース設置申請書等（地球生命コース：複合系コース新設） 

６－１ ライフエンジニアリングコース担当教員会議規程（案）（新規制定・廃止） 

６－２ ライフエンジニアリングコースのコース主任及びコース副主任に関する申合せ（新規制

定・廃止） 

６－３ 東京工業大学生命理工学院計量管理規定一部改正案新旧対照表 

６－４ 東京工業大学生命理工学院共通 NMR の利用料に関する申合せ一部改正案新旧対照表 

７ 令和２年度第 10回教育研究評議会資料 

８ 令和２年度第７回部局長等連絡会資料（公開分） 

９－１ 教員選考について 

９－２ 教員選考について 

９－３ 教員選考について 

10－１ テニュアトラック審査委員会の設置について 

10－２ テニュアトラック審査委員会の設置について 

11 系主任・コース主任会議関係資料  

12 安全衛生委員会関係資料 

13 案（2021.1.22） 国立大学法人東京工業大学の研究データポリシー 

14 オープンキャンパスオンライン 2020 振り返り 

15 オープンキャンパス オンライン 2021 実施概要(案) 

16 令和２年度第 10回すずかけ台地区部局長等懇談会資料 

17 令和３（2021）年度各種委員会等名簿（案）  

18－１ 貴学院を担当する科学技術創成研究院所属教員の採用の決定について（報告） 

18－２ 教員の担当の変更について（協議依頼） 

19 大隅ジャーナル賞申請書等 

 

資料（教務） 

（学士課程） 

１－１ 2021年度授業関係について 

（大学院課程） 

２－１ 2020年度授業関係について 

２－２ 2021年度授業関係について 

２－３ 学生の異動について 

２－４ 指導教員の変更について 

２－５ 研究指導の委託について 



2 
 

２－６ 令和３年(2021 年)3 月博士後期課程修了予定者の論文審査員の変更について 

（学位審査等取扱要項第２１条適用） 

 

プロジェクタ資料 

１ 教員選考（略歴調書及び業績調書） 

２ 特任教員等選考（略歴調書及び業績調書） 

３－１ 教員選考（略歴調書及び業績調書） 

３－２ 教員選考（略歴調書及び業績調書） 

３－３ 教員選考（略歴調書及び業績調書） 

 

席上共有資料 

１ 令和２年度第３次補正予算「先端研究設備整備補助事業（研究施設・設備・機器のリモート化・

スマート化）」の採択機関の決定について（文部科学省 HP） 

２ 学院共通スペースに設置された共通機器に関する調査 2021-02（案） 

 

○現在員 82 名，公務出張等０名，定足数 41 名に対して出席者 73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 

〇 教務案件 

（学士課程） 

・審議事項 

１－１ 2021 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。 

（大学院課程） 

・審議事項 

１－１ 2020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 2021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 指導教員の変更について 

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 研究指導の委託について 

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。 

 ・報告事項 

１－６ 令和３年(2021 年)3 月博士後期課程修了予定者の論文審査員の変更について 
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（学位審査等取扱要項第２１条適用） 

学院長から，資料２－６（大学院）に基づき報告があった。 

Ⅰ 審議事項 

 １ 教員選考委員会の設置について 

  学院長から，資料２に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

 ２ 教員選考について 

   越川選考委員会委員長から，資料３及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１に基づき，説明があり，審議の結果，これ

を承認し，学長に報告することとした。 

 ３ 特任教員等の選考について 

  （１）ロッテ財団2018年度研究者育成助成 特任講師  

     廣田選考委員会委員長から，資料４及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２に基づき，説明があり，審議の結果，

これを承認し，学長に報告することとした。 

 ４．地球生命コースの設置について 

 松浦教授（地球生命研究所）から，資料５に基づき説明があり，設置申請することについて，承認

した。 

５ 部局規則等の制定・廃止・一部改正について 

  （１）ライフエンジニアリングコース担当教員会議規程（制定・廃止） 

     学院長から，資料６－１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。な

お，本規程については，令和３年２月１９日開催予定の役員会において，国立大学法人東京工業

大学事務局組織規則等の改正が承認されたことをもって，承認したものとみなすことを確認した。 

（２）ライフエンジニアリングコースのコース主任及びコース副主任に関する申合せ（制定・廃止） 

  学院長から，資料６－２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計量管理規定（一部改正） 

    学院長から，資料６－３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。な

お，本規程については，令和３年２月１９日開催予定の役員会において，国立大学法人東京工業

大学事務局組織規則等の改正が承認されたことをもって，承認したものとみなすことを確認した。 

（４）東京工業大学生命理工学院共通NMRの利用料に関する申合せ（一部改正） 

    学院長から，資料６－４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 

和地評議員から，資料７に基づき，令和２年度第10回教育研究評議会の概要等について報

告・説明があった。 

 ２ 部局長等連絡会関係 

   学院長から，資料８に基づき，令和２年度第７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）教員選考について 

     ①生命理工学系 生命理工学コース 教授（生命理工学分野） 

      近藤選考委員会委員長から，資料９－１，９－２及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３－１・３－２に基づき，

報告があった。なお，本件については，学長の審査（可否）決定があるまでは，部外秘である

旨注意喚起があった。 

②生命理工学系 生命理工学コース 准教授（生命理工学分野） 

近藤選考委員会委員長から，資料９－３及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３－３に基づき，報告があった。

なお，本件については，学長の審査（可否）決定があるまでは，部外秘である旨注意喚起が
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あった。 

  （２）テニュアトラック審査委員会の設置について 

     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10－１に基づき，審査委員会の設置について報告があった。 

②生命理工学系 生命理工学コース 講師 

      学院長から，資料10－２に基づき，審査委員会の設置について報告があった。 

 ４ 系主任・コース主任会議関係 

   本郷副学院長（教育担当）から，資料11に基づき，以下の事項について説明があった。 

   ・2021年度前学期授業実施における基本方針について 

   ・TA関係規定の改正について 

 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。 

    ・2021年度学生派遣について 

    ・令和3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に伴う外国人教員の雇用

について 

（２）研究企画推進会議関係 

    山口副学院長（研究担当）から，席上共有資料１及び２に基づき，以下の事項について説明が

あった。 

    ・令和２年度第３次補正予算「先端研究設備整備補助事業（研究施設・設備・機器のリモート

化・スマート化）」の採択について 

    ・学院共通スペースに設置された共通機器に関する調査について 

    ・Zoomの英語自動字幕機能について 

（３）安全衛生委員会関係 

    丸山副学院長（総務担当）から，資料12に基づき，以下の事項について説明があった。 

    ・キャンパス内全面禁煙に向けたロードマップについて 

    ・試薬廃棄について 

（４）オープンサイエンス推進部門関係 

 山口副学院長（研究担当）から，資料13に基づき以下の事項について報告があった。 

 ・東京工業大学の研究データポリシー（案）について  

（５）オープンキャンパスオンライン2020振り返りについて 

 大窪オープンキャンパス委員会主査から，資料14に基づき，今年度のオープンキャンパスオ

ンラインの振り返りについて説明があった。 

  （６）オープンキャンパスオンライン2021について  

堤オープンキャンパス委員会副主査長から，資料15に基づき，来年度のオープンキャンパス

オンラインの予定等について説明があった。 

（７）すずかけ台オープンキャンパスについて 

一瀬すずかけ台オープンキャンパス主査から，来年度のすずかけ台オープンキャンパスの予

定等について説明があった。 

６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 

学院長から，資料16に基づき，令和２年度第10回すずかけ台地区部局長等懇談会について報

告・説明があった。 

７ その他 

（１）テニュアトラック制度規則に基づく中間審査について 
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学院長から，中間審査の結果について説明があった。 

（２）令和３（2021）年度各種委員会等委員の選出について 

学院長から，資料17に基づき，来年度各種委員の選出依頼及びその結果を次回教授会に付議

する予定である旨説明があった。 

（３）他部局所属教員の採用に伴う担当について（報告・協議） 

学院長から，資料18－１及び18－２に基づき，科学技術創成研究院長から報告及び協議

依頼があった旨説明があった。 

（４）教員の退職について 

 学院長から，退職の紹介があり，今村准教授から挨拶があった。 

  ・２月 28日付退職  

科学技術創成研究院所属 生命理工学系 ライフエンジニアリングコース主担当 

今村 壮輔 准教授 

（５）大隅ジャーナル賞の選考について 

    学院長から，資料 19 に基づき，大隅ジャーナル賞受賞者について説明があった。 

（６）コラファス賞の募集について 

   学院長から，コラファス賞募集の案内があった。（2/19（金）締切） 

 （７）生命国際シンポジウムについて 

     村上生命理工国際シンポジウム運営委員から，生命国際シンポジウムの開催案内があっ

た。（2/18（木）14：50～） 

 

以 上 


