
教授会報告
◎学部
(総合科学部)
■社会総合科学科教授会議
１　開 催 日　令和元年　９月１２日（木）
２　第４３回決定事項の認否　
３　議　　題
（１）徳島大学総合科学部施設管理規則（案）の制定について
（２）徳島大学総合科学部研究室等の使用料に関する内規（案）の制定に
　　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（３）学生異動について　　　　　　　　　　　
（４）科目等履修生の入学について　　　　　　
（５）特別聴講学生の入学について　　　　　　
（６）研究生の入学について　　　　　　　　　
（７）科目等履修生の単位認定について　　　　
（８）特別聴講学生の単位認定について　　　　
（９）外国語技能検定試験による単位認定について
（10）外国留学による修得単位認定について　　
（11）令和２年度特別入試問題作成担当者数及び面接試験委員数について
（12）英語認定試験と記述試験問題の活用などに関する回答について
（13）令和元年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について
（14）慶北大学（韓国）との大学間学術交流協定更新について
（15）創成科学研究科地域創成専攻及び臨床心理学専攻の募集要項について
４　報　　告
（１）学部長報告
（２）教育研究評議会報告
５　各種委員会報告
（１）総務委員会
（２）教務委員会
（３）入学試験委員会
（４）学生委員会
（５）大学教育委員会
（６）将来構想委員会
（７）グローバル化推進室会議
（８）部内国際交流委員会
（９）全学国際交流委員会
（10）教育プログラム評価委員会
（11）大学院創成科学研究科地域創成専攻・臨床心理学専攻設置準備委員会
５　その他
　　
■人間文化学科，社会創生学科及び総合理数学科教授会議
１　開 催 日　令和元年　９月２６日（木） 
２　議　　題　
（１）卒業判定（９月末）について　　　　　　　　　　　　　　　
（２）学生の異動について
（３）科目等履修生の入学について



（４）慶北大学（韓国）との大学間学術交流協定更新について
３　報　　告
（１）学部長報告
４　各種委員会報告
（１）教務委員会
（２）学生委員長
（３）就職委員会　　　　　
（４）グローバル化推進室会議
５　そ の 他

（医学部）
■医学科及び医科栄養学科教授会議
1　開 催 日　　令和元年９月１２日（木）
2　議　　 題
（１）令和２年度医学部医学科における定員の変更について
（２）令和元年度非常勤講師の選考について
（３）令和元年度臨床教授等の選考について
（４）２０２０（令和２）年度学年暦（教養教育）について
（５）「アントレプレナーシップ入門」必修化に関する検討について
（６）学生支援に関するアンケートの結果に基づく対応について
（７）学国語技能検定試験による単位認定について
（８）令和元年度臨床実習後ＯＳＣＥ実施結果について
（９）令和元年度選択実習成績判定について
（10）令和２年１月～１０月チューター担当数及び令和元年１２月ＰＢＬチュートリアル
　　　導入ＷＳチューター担当募集数について
（11）２０１９年度４年生２０２０年度５年生クリニカル・クラークシップ日程（案）について
（12）消費税増税に伴う関係規則の整備について
（13）学生の異動について
（14）令和元年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について
（15）学生の懲戒について
（16）共同研究の受入について
（17）その他
3　諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（７月１６日開催）
（２）教務委員会報告（９月９日開催）
（３）入学試験委員会報告（８月２８日開催）
（４）病院報告
（５）総合研究支援センター動物資源研究部門運営委員会報告
（６）寄附金の受入について
（７）受託研究の受入について
（８）その他
4　そ の 他

■保健学科教授会議
1　開 催 日　　令和元年９月１９日（木）
2　議　   題



（１）令和元年度非常勤講師の任用予定（追加）について
（２）保健学科教育課程の変更について
（３）外国語技能検定試験による単位認定について
（４）令和２年度徳島大学医学部保健学科３年次編入学試験の合否判定について
（５）令和２年度徳島大学医学部保健学科３年次編入学（第二次）学生募集要項（案）について
（６）学生異動について
（７）令和元年度康楽賞受賞候補者の推薦について
（８）消費税増税に伴う関係規則の整備について
（９）保健学科共通経費について
3　報告事項
（１）教務委員会報告
（２）入試委員会報告
（３）大学教育委員会報告
（４）寄附金の受入れについて

（歯学部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年９月１２日（木）
２　議　　題
（１）徳島大学病理組織検査規則の一部改正（案）について
（２）海外からの留学生等受入時の健康診断に関する申合せの一部改正（案）について
（３）令和元年度歯学部非常勤講師の任用（案）について
（４）「アントレプレナーシップ入門」必修化に関する検討について
（５）教養教育カリキュラム改定に係る履修要件の変更について
（６）２０２０（令和２）年度入学者用「入学前学習」の実施について
  (７)  私費外国人留学生スカラーシップ助成金支給候補者の選考について
  (８)  ＳＲＭ歯科大学との部局間学術交流協定の締結について
  (９)  共同研究の受入について
(10)  ２０２０年度歯学部臨床実習の申し合わせ事項について
(11)  令和元年度康楽賞受賞候補者（学生）の選考について
(12)  その他
３　報告事項
（１）教育研究評議会について
（２）病院運営会議等について
（３）各委員会報告について
（４）学生の異動について
（５）寄附金の受入について
（６）歯科大学学長・歯学部長会議及び全国歯科大学・歯学部附属病院長合同会議
　　　について
（７）教育プログラム評価及び改善について
（８）診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験について
（９）その他

●臨時教授会
１　開 催 日　令和元年９月２７日（金）
２　議　　題



（１）歯学科第２年次学生の進級認定について
（２）歯学科第４年次学生の進級認定について
（３）歯学科第５年次学生の進級認定について
（４）口腔保健学科第３年次学生の進級認定について
（５）令和元年度歯学部非常勤講師の任用（案）について
（６）令和元年度科目等履修生の退学について
（７）学生異動について
（８）令和元年度学部内補正予算配分（案）について
（９）その他
３　報告事項
（１）教養教育院の授業公開（歯学概論）について
（２）歯学部校舎の改修工事について
（３）その他

（薬学部）
●教授会
１　開 催 日　 令和　元年　９月１２日（木）
２　議　　題　　
（１）学生の異動について
（２）長井賞及び康楽賞受賞候補者について
（３）学生支援に関するアンケートへの対応について
（４）第７回学生生活実態調査に対するフィードバック（案）について
（５）令和元年度第３年次学生の単位認定及び学科配属要件の判定について
（６）令和元年度「薬学英語１」講義予定表について
（７）令和元年度４年制課程卒業者の薬剤師国家試験受験資格認定に係る単位認定について
（８）科目等履修生の在学期間延長について
（９）教養教育科目の授業依頼方法の変更について
（10）「アントレプレナーシップ入門」の必修化について
（11）令和元年度非常勤講師の追加任用（案）について
（12）各種委員会委員の選出について
（13）共同研究の受入について
３　報告事項
（１）学部長報告
（２）研究室配属に係る留意事項説明会のアンケート集計結果について
（３）創製薬科学科１年次学生に係る配慮申請への対応について
（４）教養教育カリキュラム改定に係る履修要件の変更について
（５）令和３年度薬学部薬学科入学試験における選抜方法の変更について
（６）英語認定試験と記述式問題の活用に関する詳細について
（７）令和２年度アドミッション・オフィス入試日程について
（８）新教務システムについて
（９）薬学部オープンキャンパス２０１９について
（10）創薬／薬学・薬剤師体験学習について
（11）研究倫理プログラムワークショップについて
（12） 大学院医歯薬学研究部総合研究センター動物資源研究部門運営委員会報告
（13）OSCE委員会報告
（14）寄附金の受入について



（15）その他
４　そ の 他

●教授会
１　開 催 日　 令和　元年　９月２６日（木）
２　議　　題　　
（１）第３年次生の学科進学振り分けについて
（２）令和元年度非常勤講師の追加任用（案）について
３　報告事項
（１）学部長報告
（２）令和元年度学生の学修に関する実態調査について
（３）後期実務実習事前学習スケジュールについて
（４）寄附金の受入について
（５）その他
４　そ の 他

（工学部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年９月２６日（木）
２　議　　題　
(1) 令和元年9月30日付け卒業認定について
(2) 学生異動について
(3) その他　
3　諸報告
(1) その他

（理工学部）
●教授会
１　開 催 日　 令和元年９月１２日（木）
２　議　　題　
(1) 2020，2021年度理工学部入学者選抜方法（渡日前入学許可制度による私費外国人留学生入試）（案）
について　
(2) 研究生の入学について      　
(3) 研究生の在学期間延長について   
(4) 科目等履修生の入学について   
(5) 科目等履修生の在学期間延長について       
(6) 特別聴講学生の単位認定について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                
(7) ６年一貫カリキュラム選択生の辞退について
(8) 学生異動について
(9) 令和元年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について 
(10) マレーシアマラッカ技術大学と徳島大学の学術交流に関する協定の更新について



(11) 国立台湾科技大学と徳島大学との間における学術交流に関する協定等の更新について
(12) その他  
３　諸報告
(1) 受託研究の受入について
(2) 寄附金の受入について
(3) オープンキャンパス及び理工学体験大学講座について
(4) その他
　　・徳島大学大学院創成科学研究科理工学専攻設置準備委員会の設置について
　　・海外留学について
　　・第23回科学体験フェスティバルについて
 
(生物資源産業学部)
●教授会
1．日　時  令和元年９月１２日（木)　１４時５８分～１６時３５分
2．議　題
(1) ２０２０（令和２）年度徳島大学生物資源産業学部第2年次編入学試験の合否判定について
(2) 英語認定試験と記述式問題の活用などに関する回答について
(3) 「アントレプレナーシップ入門」必修化に関する検討について
(4) ２０２０（令和２）年度入学者用「入学前学習」の実施について
(5) ２０２０（令和２）年度学年暦（教養教育）について
(6) 教養教育科目の授業依頼方法の変更について
(7) 外国語技能検定による単位認定について
(8) 「徳島大学学則第３５条の２の規定による卒業の認定の基準に関する内規」の一部改正
　　及び「徳島大学学則第３５条の２の規定による卒業の要件に関する申合せ」の制定について
(9) 令和元年度総合評価試験について
(10) 学生異動について
(11) 康楽賞（学生の部）受賞候補者の推薦について
(12) 徳島大学生物資源産業学部農場施設等利用規則の一部改正について
(13) 共同研究の受入について
(14) 先端技術科学教育部博士後期課程の研究指導教員の研究指導教員について
3．諸報告
(1) オープンキャンパス２０１９参加者数及びアンケート結果について
(2) 転コースについて
(3) 教育研究評議会報告について
(4) 各種委員会委員について
(5) 受託研究の受入について
(6) 大学院創成科学研究科設置認可について
(7) 大学院創成科学研究科生物資源学専攻入学試験について
(8) 康楽賞（教員の部）について

◎教育部
（総合科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年９月１２日（木）
２　第１２９回決定事項の認否　
３　議　　題           



（１）学生の異動について
（２）学生の転分野について
（３）特別聴講学生の単位認定について
（４）研究生の入学について
（５）令和元年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について
（６）創成科学研究科地域創成専攻並びに臨床心理学専攻の設置について
４　報　　告
（１）教育部長報告
５　各種委員会報告
（１）教育部教務・入試委員会
（２）学生委員会
（３）教育プログラム評価委員会
（４）臨床心理相談室運営委員会
６　そ の 他

（医科学教育部）
●臨時教授会
 １　開 催 日　　令和元年９月１２日（木）　
 ２　議　   題 
（１）令和元(2019)年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（秋季第２次）入学試験の合否判定について
　　　　　　　　　 　　　　　　
（２）令和元(2019)年度（第2回）徳島大学大学院医科学教育部論文博士号取得に係る外国語試験の合否判
定について　　　　　 　　　　　　
（３）令和２(2020)年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（第3次）学生募集要項（案）について
　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
（４）令和２(2020)年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（第3次）学生募集要項（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　
（５）令和２(2020)年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程MD-PhDコース（第3次）学生募集要項（
案）について　　　　　　　　　　　　　　 　 
（６）学生の異動について　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　
（７）論文審査
３　諸 報 告
（１）定員充足率について                                 
（２）第４回四国地区国立大学医学部長病院長懇談会実務者会議について
（３）四国４大学合同研究発表会について　　　　　　　
４　そ の 他

●教授会
１　開　催　日　　令和年９月２６日（木）　
２　議　　　題 
（１）学生の異動について　　　　　　　 　　　　　　　　
（２）令和元年度康楽賞受賞候補者の推薦について　　  　　　 
（３）論文審査
３　諸 報 告

（口腔科学教育部）



●教授会
１　開 催 日　令和元年９月１２日（木）
２　議　　題
（１）令和２年度徳島大学大学院口腔科学教育部口腔科学専攻（博士課程）第１次入学試験の合否判定につ
いて
（２）令和２年度徳島大学大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻（博士前期課程）第１次入学試験の合否判
定について
（３）令和２年度徳島大学大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻（博士後期課程）第１次入学試験の合否判
定について
（４）令和元年度徳島大学大学院口腔科学教育部社会人特別入学者外国語試験（英語）の合否判定について
（５）長期履修期間の変更について
（６）学位論文の撤回について
（７）学生異動について
（８）令和元年度康楽賞受賞候補者（学生）の選考について
（９）その他
３　報告事項
(１） 各委員会報告について
(２)   学位審査書類の提出期限について
(３)   細井和雄留学生奨励賞の選考結果について
(４)   その他

（薬科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　 令和　元年　９月１２日（木）
２　議　　題
（１）薬学科教育部博士論文の第２次審査について
（２）学生の異動について
（３）康楽賞受賞候補者について
（４）学位論文の徳島大学機関リポジトリへの公表保留申請について
（５）令和元年度ティーチング・アシスタントの選考について
（６）大学院関係中期目標・中期計画について
（７）大学院定員充足に関する方策について
（８）創製薬科学科卒業生の薬剤師国家試験受験資格取得のための履修に関する取扱いの改正について
（９）各種委員会委員の選出について

（栄養生命科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　　令和元年９月２６日（木）　
２　議　  題
（１）令和２（２０２０）年度大学院栄養生命科学教育部（博士前期課程）第２次学生募集要項（案）（一
般・社会人・私費外国人留学生）について　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）令和２（２０２０）年度大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程）第２次学生募集要項（案）（一
般・社会人・私費外国人留学生）について　　　　　　　　　
（３）令和２（２０２０）年度大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程）第２次進学者選考要項（案）（
一般・社会人・私費外国人留学生）について



（４）令和元（２０１９）年度（第２回）大学院栄養生命科学教育部「論文博士号取得に係る外国語(英語)
試験」実施要領（案）について
（５）学生の異動について　　　　　　　　　　　　　
（６）令和元年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について
（７）ルーブリック評価表の修正（案）について　　
 
３　諸 報 告
（１）教育課程の可視化ツールの確認について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）内部質保証に関する点検・評価及び改善報告書について 　　　
（３）学生支援に関するアンケート結果に基づく対応について 　　　
４　そ の 他

（保健科学教育部）
■博士後期課程教授会議
１　開 催 日　　令和元年９月１９日（木）
2　議　　題
（１）令和元年度保健科学教育部（博士後期課程）博士論文学位第一次審査について
　
●教授会
１　開 催 日　　令和元年９月１９日（木）
2　議　　　題　
（１）2020年度保健科学教育部（博士前期課程）入学試験合否判定について
（２）2020年度保健科学教育部（博士後期課程）入学試験合否判定について
（３）学生異動について
（４）令和元年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について
（５）セントポール大学フィリピンとのダブルディグリーについて
3　報告事項
（１）保健科学教育部博士後期課程教授会議報告
（２）令和元年度保健科学教育部第2回オープンキャンパス開催日時について
（３）その他

（先端技術科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年９月２６日（木）
２　議　　題　
(1) 令和元年度博士前期課程修了判定について
(2) 令和元年度博士後期課程修了判定について　
(3) 博士後期課程研究指導教員の選考について
(4) 学位論文の徳島大学機関リポジトリによる公表保留について　　　
(5) 令和２年度博士後期課程（第２次）入学者選抜方法（案）について
(6) 令和２年度博士後期課程（第２次）学生募集要項（案）について
(7) 令和２年度博士後期課程学生募集要項（英語による大学院工学教育コース）（案）について
(8) 早期履修生の入学について
(9) 科目等履修生の単位授与について



(10) 特別聴講学生の単位認定について
(11) 研究生の在学期間延長について
(12) 非常勤講師の任用について
(13) 学生異動について   
(14) 令和元年度国際交流研究奨励賞受賞候補者について  
(15) 令和元年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について    
(16) 韓国海洋大学校と徳島大学大学院先端技術科学教育部共同学位プログラムに関する覚書の更新につい
て   
２．諸報告
(1) 令和元年度博士前期課程（10月入学）入学試験の合否判定について
(2) 令和元年度博士後期課程（10月入学）入学試験の合否判定について
(3) 令和２年度博士後期課程入学試験の合否判定について
(4) その他

◎研究部
（大学院社会産業理工学研究部）
●研究部教授会
１　開 催 日　令和元年９月１９日（木）
２　議　　題　
(1) 生物資源産業学域生物生産系生物資源生産科学分野准教授の選考について（テニュアトラック教員）
　　　　　
(2) 社会総合科学域国際教養系日本・アジア分野准教授又は講師の配置協議及び発議について
(3) 社会総合科学域地域情報系地域科学分野准教授又は講師の配置協議及び発議について
(4) 理工学域自然科学系生物科学分野准教授又は講師の配置協議及び発議について
(5) 理工学域知能情報系情報工学分野准教授への昇任協議について
(6) 理工学域知能情報系知能工学分野講師への昇任協議について
(7) 理工学域光応用系光機能材料分野准教授への昇任協議について
(8) 理工学域自然科学系化学分野准教授への昇任協議について
(9) 理工学域自然科学系化学分野講師への昇任協議について
(10) 理工学域応用化学系化学プロセス工学分野教授の発議について
(11) 理工学域機械科学系生産工学分野准教授の発議について
(12) 理工学域機械科学系知能機械学分野准教授の発議について
(13) 理工学域知能情報系知能工学分野准教授の発議について
(14) 理工学域電気電子系電気エネルギー分野助教の再任審査委員会設置について
(15) 理工学域専門研究員の受入について
(16) 理工学域外国人研究者の受入及び訪問助教の称号付与について
(17) その他
２．諸報告
(1) 教員の退職について
(2) 令和元年度康楽賞受賞候補者（教員の部）の推薦について
(3) 社会産業理工学研究交流会2019の開催について
(4) その他

■理工学域教員会議



１　開 催 日　令和元年９月１２日（木）
２　議　　題　
(1) 自然科学系生物科学分野准教授又は講師の配置協議及び発議について
(2) 知能情報系情報工学分野准教授への昇任協議について
(3) 知能情報系知能工学分野講師への昇任協議について
(4) 光応用系光機能材料分野准教授への昇任協議について
(5) 自然科学系化学分野准教授への昇任協議について
(6) 自然科学系化学分野講師への昇任協議について
(7) 応用化学系化学プロセス工学分野教授の発議について
(8) 機械科学系生産工学分野准教授の発議について
(9) 機械科学系知能機械学分野准教授の発議について
(10) 知能情報系知能工学分野准教授の発議について  
(11) 電気電子系電気エネルギー分野助教の再任審査の発議について
(12) 専門研究員の受入について    
(13) 外国人研究者の受入及び訪問助教の称号付与について
(14) 令和元年度康楽賞受賞候補者（教員の部）の推薦について
(15) その他
２．諸報告
(1) 教員の退職について
(2) 社会産業理工学研究交流会2019の開催について
(3) その他

（大学院医歯薬学研究部）
●研究部教授会　
1　開 催 日　　令和元年９月１７日（火）
2 議    題
（１）教授の選考について
（２）教員の選考について
（３）特任教員の選考について
（４）教授配置協議書（案）について
（５）教授選考委員会委員の選出について 　　　
（６）寄附講座（実践地域診療・医科学分野）の設置について
（７）寄附講座（地域総合医療学分野）の存続期間の更新について
（８）宇宙食品産業・栄養学研究センター規則の一部改正について
（９）福利厚生棟レンタルスペース利用申請書等について
（10）2019Tokushima Bioscience Retreatへの各教育部からの支援について
（11）その他
3　諸 報 告
（１）医療教育開発センター報告
（２）総合研究支援センター報告
（３）教授配置協議について
（４）教員の再任審査について
（５）外国人研究者の受入について
（６）総合研究支援センター動物資源研究部門運営委員会報告
（７）令和元年度実験動物慰霊祭の開催について



（８）その他

◎病院
●教授会
１　開 催 日　令和元年９月１９日（木）
２　議　　題　
（１）教員の再任審査について
（２）教員の発議及び選考について
３　報告事項
（１）教員の異動等について

◎研究所
●先端酵素学研究所教授会
１ 開 催 日  令和元年１０月４日（金） 
２ 議  題  
（１） 先端酵素学研究所教員選考に関する申し合わせについて 
（２） 先端酵素学研究所教員選考について 
（３） 共同研究講座の設置について 
（４） 専門研究員の受入について 
（５） 客員教授及び客員准教授の選定について 
（６） 各種委員会委員の選定について 
（７） その他 

３ 報告事項 
（１） 医学研究実習へのご協力のお願い 
（２） 各種委員会報告 
（３） 各領域・センター運営会議等報告 
（４） 令和元年度徳島大学組織評価の評価結果 
（５） その他


