
令和 年 令和 年
まで 進学願書提出 まで 学位論文審査申請

Submission of Internal Application Form Submission of Academic Degree Application Form

まで 出願者氏名を各コースへ通知 まで 論文審査員の決定
（進学者判定資料を添付） （論文審査員名簿）

Notification of applicants' names to the relevant Appointment of chief examiner and other members of the

graduate major (with applicant's documents) Thesis Review Committee

(List of Thesis Review Committee members)

令和 年
論文審査員の決定（報告）
【運営会議】

博士後期課程進学試験 Appointment of chief examiner and other members of the

実施期間【各コース】 Thesis Review Committee

Doctoral program advancement assessmen period [Head Meeting]

[Each graduate major] 論文審査員の決定（報告）
【教授会】
Appointment of chief examiner and other members of the

Thesis Review Committee

[Faculty Council]

論文発表会、論文審査及び
最終試験実施【各コース】
Thesis Presentation and Thesis Committee Examination and 

Final Examination　[Each Graduate Major]

令和 年
まで 進学者原案決定 まで 論文審査、最終試験の結果の判定

【志望するコースの教員会議】 及び学位授与の可否の審議
Decision on successful applicants (provisional) 【各コース担当教員会議】

Disscussion of the applicant's thesis review, final examination, 

and conferment of acdemic degree

まで 進学者原案の報告 まで 審査結果等の報告、論文要旨提出
Report provisionally selected applicants Submission of report on results of the discussion 

and thesis summary

進学者決定 課程修了の認定及び
【運営会議】 学位授与の可否の決定
Final decision of successful applicants 【運営会議】
[Head Meeting] Approval and academic degree conferment

[Head Meeting]

進学者決定 課程修了の認定及び
【教授会】 学位授与の可否の決定
Final decision of successful applicants 【教授会】
[Faculty Council] Approval and academic degree conferment

[Faculty Council]

博士後期課程進学手続 学位授与
Doctoral program admission procedures Academic degree conferment

学位記授与式
Conferment Ceremony

注 1. 大学院博士後期課程進学外国語試験については，「大学院学修案内」を参照してください。
Note Refer to the Guide to Graduate Education and the International Graduate Course for details on English examination.

2. 進学願書については，11月9日（水)から，以下のページにてダウンロードできます。
You can download the Internal Application Form from the following URL from Wednesday, November 10.
https://www.titech.ac.jp/enrolled/procedures/applying.html

3. 学内進学者はこの事務日程に基づき進学の出願手続等を行ってください。
進学願書を提出した場合は，『2023年4月入学東京工業大学大学院博士後期課程学生募集要項』
による出願をする必要はありません。例年誤って両方に出願する学内進学希望者がおりますので注意し
てください。
Internal applicants should follow the above schedule when completing their applications.
It is not necessary to follow the information in the Application for Admission to Doctoral Degree Program Commencing in
April 2023. Please do not submit two applications.

4. 志望する学院の進学事務日程に従ってください。
Follow the schedule of the school to which you wish to apply.

5.
The schedule may change due to the situation of the novel coronavirus. Please see our website for updates.
新型コロナウィルスの影響により，日程などが変更となる可能性があります。本学HPで最新情報をご確認ください。

【  生命理工学院 】

令和5年(2023年)4月生命理工学院博士後期課程進学関係事務日程
School of Life Science and Technology

期　日
Dates

事　項
Procedures

【参考】修士課程修了関係（生命理工学院）
School of Life Science and Technology

Schedule for Completing the Master's Degree Program
※所属の学院の修了事務日程を参照してください

※Refer to the schedule for completing the master's degree program at the school to which you
belong.

期　日
Dates

事　項
Procedures

Schedule for Internal Students Applying for the Doctoral Degree Program

4 (2022) 4 (2022)
～ 12.1 (木) ～ 12.1 (木)

Tue Tue

5 (2023)
1.11 (水)

Thu Thu

～ 12.13 (火) ～ 12.20 (火)

1.23 (月)

Mon

～ 2.22 (水)

Wed

1.18 (水)

Wed

～ 2.22 (水) ～ 2.22 (水)

Wed

5 (2023)
～ 2.22 (水) ～ 2.22 (水)

[Each Committee of Faculty Members
in Charge of Graduate Majors] 　[Each Committee of Faculty Members in Charge

of a Graduate Major]

Wed Wed

3.1 (水) 3.1 (水)

Wed Wed

3.8 (水) 3.8 (水)

Wed Wed

Wed Wed

3.26 (日)3月下旬

Mon

Sun

3.27 (月)


	生命理工学院（進学）

