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令和２（2020）年度 第 11回 生命理工学院教授会議事要録 

日  時  令和３年３月 10 日（水）15：17～17：32 

場  所 Web 会議（Zoom） 

審 議 者  近藤学院長ほか 69 名 

資料 

１ 令和２（2020）年度第 10 回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２－１ 地球生命コース担当教員会議規程新規制定理由 

２－２ 地球生命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理由 

２－３ バイオ研究基盤支援総合センターの廃止（オープンファリティセンターとの統合） 

に伴う関係規則等の整備について（ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査合同委員会規程） 

２－４ 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理由 

２－５ 東京工業大学生命理工学院教授会細則一部改正案新旧対照表 

２－６ 東京工業大学生命理工学院運営会議規程一部改正案新旧対照表 

２－７ 東京工業大学生命理工学院系主任・コース主任会議規程一部改正案新旧対照表 

２－８ 東京工業大学生命理工学院国際関係室規程一部改正案新旧対照表 

２－９ 東京工業大学生命理工学院系担当教員会議規程一部改正案新旧対照表 

２－10 東京工業大学生命理工学院コース担当教員会議規程一部改正案新旧対照表 

２－11 東京工業大学生命理工学院広報委員会規程一部改正案新旧対照表 

２－12 東京工業大学生命理工学院情報セキュリティ委員会規程一部改正案新旧対照表 

２－13 東京工業大学生命理工学院情報倫理委員会規程一部改正案新旧対照表 

２－14 東京工業大学生命理工学院（大岡山地区）安全衛生委員会細則一部改正案新旧対照表 

２－15 東京工業大学生命理工学院等(すずかけ台地区)安全衛生委員会細則一部改正案新旧対照表 

２－16 東京工業大学生命理工学院（大岡山地区）化学物質等安全衛生委員会設置細則一部改正案

新旧対照表 

２－17 東京工業大学生命理工学院等（すずかけ台地区）化学物質等安全衛生委員会設置細則一部

改正案新旧対照表 

２－18 東京工業大学生命理工学院（大岡山地区）ブロック廃棄物適正管理委員会規程一部改正案

新旧対照表 

２－19 東京工業大学生命理工学院等（すずかけ台地区）ブロック廃棄物適正管理委員会規程一部

改正案新旧対照表 

３ 令和３（2021）年度各種委員会等名簿（案） 

４ 令和２年度 第 11回 教育研究評議会 議題 

５ 令和２年度第８回部局長等連絡会資料（公開分） 

６ 再任審査委員会の設置について 

７ 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

８ 安全衛生委員会関係資料 

９ 令和２年度第 11回すずかけ台地区部局長等懇談会 

10－１ 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(協議依頼)（研 078） 

10－２ 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(協議依頼)（研 084） 

11 「令和元年度東工大教育賞」受賞者一覧 

12 生命理工学院リサーチフェロー制度 
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資料（教務） 

（学士課程） 

１－１ 2020年度授業関係について 

１－２ 2021年度授業関係について 

１－３ 学生の異動について 

１－４ 令和３年３月生命理工学院（学士課程）卒業者について 

１－５ グローバル理工人育成コースの修了について 

１－６ 科目等履修生について 

 

（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 令和 3 年(2021 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 

２－10 令和 3 年(2021 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 

２－11 令和 3 年(2021 年)3 月修士課程修了の認定及び学位授与について 

２－12 令和 3 年(2021 年)4 月博士後期課程進学試験合格者について 

２－13 令和 3 年(2021 年)3 月博士後期課程修了の認定及び学位授与について 

２－14 グローバル理工人育成コースの修了について 

２－15 特別専門学修プログラムの修了について 

２－16 令和 3 年(2021 年)3 月修士課程修了予定者の論文審査員の変更について 

２－17 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 

 

プロジェクタ資料 

１ 2020 年度 生命理工同窓会 学士論文研究優秀発表賞 

２ 女子学生向け広報活動について 

 

席上共有資料 

１ Tokyo Tech Bio News Letter No.22 

 

○現在員 81 名，公務出張等０名，定足数 41 名に対して出席者 70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 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 
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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 学生の異動について 

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 令和３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１－４（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 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１－５（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 科目等履修生について 

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） 

・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 令和 3 年(2021 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２－９（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり 
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これを承認した。 

１－10 令和 3 年(2021 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２－10（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 3 年(2021 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２－11（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 3 年(2021 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２－12（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 3 年(2021 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 81 名，公務出張等０名，定足数 54 名に対し出席者が 70 名で学

位授与の審査に必要な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２－13（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 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２－14（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 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２－15（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。 

 ・報告事項 

１－16 令和 3 年（2021 年）3月修士課程修了予定者の論文審査員の変更について 

学院長から，資料２－16（大学院）に基づき報告があった。 

１－17 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 

学院長から，資料２－17（大学院）に基づき報告があった。 

Ⅰ 審議事項 

 １ 部局規則等の制定・廃止・一部改正について 

（１）制定：地球生命コース担当教員会議規程  

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。 

（２）制定：地球生命コースのコース主任及びコース副主任に関する申合せ 

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）制定・廃止：生命理工学院及び科学技術創成研究院ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審

査合同委員会規程 

学院長から資料２－３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）一部改正：生命理工学院共通設備の利用料に関する申合せ 

学院長から資料２－４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。 

（５）一部改正：生命理工学院教授会細則 

学院長から資料２－５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。 

（６）一部改正：生命理工学院運営会議規程 

学院長から資料２－６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。 

（７）一部改正：生命理工学院系主任・コース主任会議規程 

学院長から資料２－７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。 

 

（８）一部改正：生命理工学院国際関係室規程 
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学院長から資料２－８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。 

（９）一部改正：生命理工学院系担当教員会議規程 

学院長から資料２－９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。 

（10）一部改正：生命理工学院コース担当教員会議規程 

学院長から資料２－10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。 

（11）一部改正：生命理工学院広報委員会規程 

学院長から資料２－11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。 

（12）一部改正：生命理工学院情報セキュリティ委員会規程 

学院長から資料２－12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。 

（13）一部改正：生命理工学院情報倫理委員会規程 

学院長から資料２－13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。 

（14）一部改正：生命理工学院(大岡山地区)安全衛生委員会細則 

学院長から資料２－14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。 

（15）一部改正：生命理工学院等(すずかけ台地区)安全衛生委員会細則 

学院長から資料２－15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。 

（16）一部改正：生命理工学院(大岡山地区)化学物質等安全衛生委員会設置細則 

学院長から資料２－16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。 

（17）一部改正：生命理工学院等(すずかけ台地区)化学物質等安全衛生委員会設置細則 

学院長から資料２－17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。 

（18）一部改正：生命理工学院(大岡山地区)ブロック廃棄物適正管理委員会規程 

学院長から資料２－18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。 

（19）一部改正：生命理工学院等(すずかけ台地区)ブロック廃棄物適正管理委員会規程 

学院長から資料２－19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 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。 

  

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

和地評議員から，資料４に基づき，令和２年度第11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５に基づき，令和２年度第８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）任期を定めて雇用された助教の再任審査委員会設置について 

     学院長から，資料６に基づき，報告があった。 

  （２）任期付き教員の再審基準について 

     学院長から，任期付き教員の再審基準を設けることについて報告があった。 

（３）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，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，以下の事項について説明があった。 

   ・私費留学生等に係る入学金免除と授業料免除に関する取扱いの変更について 

   ・４月からの講義形態について 
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 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。 

    ・IGP(A)における国費枠について 

    ・令和3年度海外大学重点校への教員派遣について  

（２）研究企画推進会議関係 

    山口副学院長（研究担当）から，以下の事項について説明があった。 

    ・学院共通スペースに設置された共通機器に関する調査結果について 

    ・研究設備の共用に伴う維持管理費一部負担金控除の見直しについて 

（３）安全衛生委員会関係 

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

    ・廃液倉庫のポリタンク整理について 

    ・休日・深夜・早朝実験届の適正化について 

（４）大学フェローシップ創設事業について 

 伊藤大学フェローシップ創設事業担当から，本事業に採択されたこと，また，今後の募集等

について説明があった。 

（５）情報セキュリティ確保の周知について 

 蒲池部局等情報セキュリティ要員から，メールで周知したが，OSやウイルス対策ソフトを最

新にすること，怪しい添付ファイルは開かないなど注意喚起があった。なお，各研究室のLAN担

当者には，講習会内容を研究室内で周知するよう依頼しているので，機会を設けていただくよ

う依頼があった。 

  （６）2020年度生命理工同窓会学士論文研究優秀発表賞について  

蒲池生命理工学院同窓会委員会委員長から，各グループから１名ずつ選出した旨報告があっ

た。受賞学生には個別に連絡予定である。 

（７）ニュースレターについて 

鈴木生命理工学院ニュースレター専門委員会委員長から，席上共有資料１に基づき，年に１

回HPに公開している本学院ニュースレター（日本語・英語）について，現在原稿執筆依頼中で

あること，来年度初めに掲載予定であることについて報告があった。 

６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 

学院長から，資料９に基づき，令和２年度第11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）助教の退職について 

学院長から，以下のとおり報告があった。なお，助教の異動は本学院所属者のみ報告する。 

2021年3月31日付 退職  

生命理工学院所属 生命理工学系 生命理工学コース主担当 

助教 眞下 泰正 

（２）他部局所属教員の採用に伴う担当について（協議） 

学院長から，資料10－１及び10－２に基づき，説明があった。 

（３）令和元年度東工大教育賞受賞について 

学院長から，資料11に基づき，説明があった。 

（４）女子学生獲得のための広報活動について 

 田中幹子教授から，プロジェクタ資料２に基づき説明があり，意見交換を行った。 

（５）生命理工学院リサーチフェロー制度募集について 
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   学院長から，資料 12に基づき，説明があった。 

 

以 上 


