
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２年３⽉２⽇（⽉）
２ 第４９回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 令和２年度創成科学研究科地域創成専攻Ⅲ期⼊試合否判定について
（２） 外国語技能検定試験による単位認定について
（３） 令和元年度卒業判定について
（４） 徳島⼤学総合科学部履修細則の⼀部改正について
（５） 特別聴講学⽣の単位認定について
（６） 科⽬等履修⽣の単位認定について
（７） 科⽬等履修⽣の⼊学について
（８） 研究⽣の⼊学について
（９） 研究⽣の退学について
（10） 創成科学研究科地域創成専攻・臨床⼼理学専攻関係規則の制定について
（11） 創成科学研究科地域創成専攻，臨床⼼理学専攻の研究指導⽅針について
４ 報 告
（１） 学部⻑報告
（２） 教育研究評議会
５ 各種委員会報告
（１） 教務委員会
（２） ⼊学試験委員会
（３） 国際交流委員会
（４） ⼤学院地域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） ⾃⼰点検・評価委員会
６ そ の 他

■社会総合科学科教授会議
開 催 ⽇ 令和２年３⽉５⽇（⽊）
２ 第５０回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 令和２年度私費外国⼈留学⽣⼊試合否判定について
（２） 令和２年度⼀般⼊試（前期⽇程）合否判定について
（３） ⾮常勤講師の採⽤について
（４） 学⽣の異動について
（５） 外国留学における修得単位認定について
（６） 徳島⼤学総合科学部渭⽔会会⻑賞表彰候補者の推薦について
（７） ビショップス⼤学（カナダ）との部局間学術交流協定の更新について
（８） スリパリーロック⼤学（アメリカ合衆国）との部局間学術交流協定の締結について
（９） スリパリーロック⼤学との短期プログラム覚書について
（10） 徳島⼤学・スリパリーロック⼤学キャプストン TESOL 実習プログラムについて
（11） 短期交流プログラムによる留学⽣の受け⼊れについて
４ 報 告
（１） 学部⻑報告
５ 各種委員会報告
（１） 教務委員会
（２） ⼊学試験委員会
（３） 学⽣委員会
（４） グローバル化推進室会議



（５） ⾃⼰点検・評価委員会
６ 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２年３⽉５⽇（⽊）
２ 第４２回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 令和元年度卒業判定について
（２） ⾮常勤講師の採⽤について
（３） 学⽣の異動について
（４） 外国留学における修得単位認定について
（５） 徳島⼤学総合科学部渭⽔会会⻑賞表彰候補者の推薦について
（６） ビショップス⼤学（カナダ）との部局間学術交流協定の更新について
（７） スリパリーロック⼤学（アメリカ合衆国）との部局間学術交流協定の締結について
４ 報 告
（１） 学部⻑報告
５ 各種委員会報告
（１） 総務委員会
（２） 教務委員会
（３） 学⽣委員会
（４） グローバル化推進室会議
（５） 国際交流委員会
６ そ の 他

■社会総合科学科教授会議
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉１３⽇（⾦） １０時４５分〜１２時５０分
２ 第５１回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 令和２年度創成科学研究科地域創成専攻Ⅳ期合否判定について
（２） 令和元年度卒業判定（3/31付け）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） 放送⼤学修得単位による単位認定について
（５） 令和元年度進級判定について
（６） １年次学⽣コース配属について
（７） 学⽣の異動について
（８） 令和２年度転コースについて
（９） 授業料未納による除籍について
（10） 卒業研究担当教員の選考について
（11） 創成科学研究科地域創成専攻・臨床⼼理学専攻関係規則の取り下げについて
（12） 令和３年度創成科学研究科地域創成専攻・臨床⼼理学専攻Ⅰ期・Ⅱ期⼊
試学⽣募集要項について
（13） ＴＡの採⽤（継続分）について
４ 報 告
（１） 学部⻑報告
５ 各種委員会報告
（１） 教務委員会
（２） ⼊学試験委員会
（３） 就職委員会
（４） ⼤学教育委員会
（５） グローバル化推進室会議
（６） ⼤学院地域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



６ 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２年３⽉１３⽇（⾦）
２ 第４３回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 令和元年度卒業判定（3/31付け）について
（２） 学⽣の異動について
（３） 進級判定について
（４） 修学証書の交付について
（５） 授業料未納による除籍について
４ 報 告
（１） 学部⻑報告
５ 各種委員会報告
（１） 教務委員会
（２） 駐⾞場委員会
６ そ の 他

■社会総合科学科教授会議
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉１９⽇（⽊）
２ 第５２回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 令和２年度⼀般⼊試（後期⽇程）合否判定について
（２） 予算配分要領の⼀部改正（案）について
（３） 令和２年度予算配分（案）について
（４） 徳島⼤学総合科学部学修意欲等の判定委員会規則の制定について
（５） 徳島⼤学総合科学部広報委員会規則の⼀部改正（案）について
（６） 徳島⼤学における総合科学部及び理⼯学部構内の駐⾞場に関する規則の⼀部改正（案）について
（７） 新⼤学院設置に伴う規則改正について
（８） 学⽣の留学の取り消しについて
（９） 令和２年度転コースの取り下げについて
４ 報 告
（１） 学部⻑報告
５ 各種委員会報告
（１） 総務委員会
６ そ の 他
 
（医学部）
■（臨時）臨時保健学科教授会議
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉５⽇（⽊）
2 議   題
（１）令和２年度徳島⼤学⼀般⼊試（前期⽇程）合否判定について
3 報告事項
（１）その他

■（臨時）医学科及び医科栄養学科教授会議
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉５⽇（⽊）
２ 議    題
（１）令和２年度医学部⼀般⼊試（前期⽇程）⼊学試験合否判定について
（２）その他
3 諸 報 告



（１）⼊学試験委員会報告（３⽉４⽇開催）
（２）新型コロナウイルス感染症への対応について
（３）その他
4 そ の 他

■医学科及び医科栄養学科教授会議
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉１２⽇（⽊）
2 議    題
（１）令和２年度⾮常勤講師の選考について
（２）令和２年度臨床教授等の選考について
（３）外国語技能検定試験による単位認定について
（４）マイレージポイントの認定について
（５）医学部研究員の受⼊について
（６）学⽣の異動について
（７）令和元年度中⽥賞児⽟賞受賞候補者について
（８）共同研究の受⼊について
（９）共同研究契約の解除について
（10）その他
3 諸 報 告
（１）教務委員会報告（３⽉２⽇開催）
（２）病院報告
（３）寄附⾦の受⼊について
（４）寄附物品の受⼊について
（５）その他
4 そ の 他

●教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉１２⽇（⽊）
2 議    題
（１）新型コロナウイルス感染症への対応について
（２）徳島⼤学医学部規則の⼀部改正（案）について
（３）徳島⼤学医学部学習意欲等の基準判定委員会規則の制定（案）について
（４）徳島⼤学医学部岡奨学⾦取扱規則の⼀部改正（案）について
（５）⼤学院医⻭薬学研究部総合研究⽀援センター動物資源研究部⾨及びバイオイメージング
         研究部⾨の廃⽌に伴う関係規則等の⼀部改正（案）について
（６）医学部学⽣が診療現場で受ける教育の継続・中⽌に関する申合せの制定（案）について
（７）岡奨学賞選考基準に関する申合せの⼀部改正（案）について
（８）徳島⼤学医学部共同利⽤スペース内規の⼀部改正（案）について
（９）マレーシアサインズ⼤学との⼤学間学術交流協定の更新について
（10）令和２年度（２０２０年度）各種委員会委員の選出について
（11）その他
3 諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（２⽉１８⽇開催）
（２）部局⻑会議報告（３⽉６⽇開催）
（３）令和元年度医学部優秀教育賞受賞者について
（４）医学部ベストティーチャー・オブ・ザ・イヤー・２０１９受賞者について
（５）医学部医学科ベストティーチャー・オブ・ザ・イヤー・イン・クリニカル・クラークシップ
        ・２０１９受賞者について
（６）令和２年度定例各教授会（議）等の⽇程について
（７）その他
 4 そ の 他



■保健学科教授会議
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉１９⽇（⽊）
2 議   題
（１）令和２年度徳島⼤学⼀般⼊試（後期⽇程）合否判定について
（２）令和元年度保健学科進級判定について
（３）令和２年度オリエンテーションについて
（４）令和元年度TOEIC-IPテスト及びTOEFL ITPテストによるマイレージポイントの認定について
（５）令和２年度学年暦の変更に係る看護実習代案について
（６）学⽣の懲戒について
（７）学⽣の異動について
（８）その他
3 報告事項
（１）⼤学教育委員会報告
（２）教務委員会報告
（３）その他

（⻭学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題
  （１）徳島⼤学⻭学部情報セキュリティ管理委員会規則（案）について
  （２）徳島⼤学⻭学部広報委員会規則の⼀部改正（案）について
  （３）令和２年度⻭学部⾮常勤講師の任⽤（案）について
  （４）令和２年度学外臨床教授等の選考について
  （５）マレーシアサインズ⼤学との⼤学間学術交流協定の更新について
  （６）令和２年度各種委員会委員（案）について
  （７）学⽣異動について
  （８）徳島⼤学⻭学部学習意欲等の判定委員会規則（案）について
  （９）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）寄附⾦の受⼊について
  （５）寄附物品の受⼊について
  （６）令和２年度学⻑裁量経費の申請について
  （７）⻭学部校舎第３期の改修について
  （８）各賞授与式について
  （９）その他

●臨時教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉１８⽇（⽔）
２ 議  題
  （１） 令和２年度⻭学科⼀般⼊試（後期⽇程）の合否判定について
  （２） 令和２年度⼝腔保健学科⼀般⼊試（後期⽇程）の合否判定について
  （３） 令和２年度徳島⼤学⻭学部⻭学科第２年次編⼊学学⽣募集要項(案)について
  （４） 令和元年度⻭学科第１年次学⽣の進級認定について
  （５） 令和元年度⼝腔保健学科第１年次学⽣の進級認定について



  （６） 令和元年度⻭学科第２年次学⽣の進級認定について
  （７） 令和元年度⼝腔保健学科第２年次学⽣の進級認定について
  （８） 令和元年度⻭学科第３年次学⽣の進級認定について
  （９） 令和元年度⼝腔保健学科第３年次学⽣の進級認定について
  （１０）令和元年度⻭学科第４年次学⽣の進級認定について
  （１１）学⽣異動について
  （１２）令和２年度学部内予算配分（案）について
  （１３）その他
３ 報告事項

 （１）  その他

（薬学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和 ２年 ３⽉ ５⽇（⽊）
２ 議  題 

  （１） 令和２年度前期⽇程⼊学試験の合否判定について
  （２） 令和２年度私費外国⼈留学⽣⼊学試験の選考結果について
  （３） 学⽣の異動について
  （４） 令和元年度創製薬科学科４年⽣卒業判定について

 （５） 令和２年度⾮常勤講師の追加任⽤（案）について
 （６） 科⽬等履修⽣の⼊学について
 （７） 科⽬等履修⽣の在学期間延⻑について
 （８） 外国⼈技能検定試験による単位の認定について
 （９） 学⽣の短期留学について
 （10） 令和２年度全学及び薬学部内各種委員会委員の選出について
 （11）  薬学部等の組織の⾒直しについて
 （12） 徳島⼤学薬学部社会貢献推進委員会規則の廃⽌について
 （13） 徳島⼤学薬学部薬⽤植物園管理運営委員会規則の⼀部改正について
 （14） 共同研究の受⼊について
３ 報告事項
 （１） 学部⻑報告
 （２） 他学部等への研究指導依頼について
 （３） 令和３年度第３年次学⽣の研究室配属について
 （４） 令和３年度⼊学者のコース決定⽅法について
 （５） 令和２年度薬学部講義⽇程について
 （６） 令和２年度SIH道場について
 （７） 研究室配属学⽣の配属先変更について
 （８） 教員の⼈事について
  （９） 寄附⾦の受⼊について
 （10） 令和元年度薬学部助成⾦（クラス会運営費）収⽀報告について
 （11） その他

●教授会
１ 開 催 ⽇  令和 ２年 ３⽉１９⽇（⽊）
２ 議  題 

 （１） 令和２年度薬学部創製薬科学科後期⽇程⼊学試験合否判定について
（２） 学⽣の異動について
（３） 令和元年度学部学⽣の単位認定及び進級判定について
（４） 令和元年度仮配属学⽣の学科配属について
（５） 令和２年度第３年次学⽣の研究室配属について
（６） 外国語技能検定試験による単位の認定について



（７） 新年度オリエンテーションについて
（８） 令和２年度全学各種委員会委員の選出について
（９）  教育・研究分野の廃⽌に伴う関係規則の改正につて
（10） 共同研究の受⼊について
（11） 令和２年度薬学部予算配分について

（⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉６⽇（⾦）
２ 議  題 
  (1) 令和元年度卒業判定について  
  (2) 学⽣異動について  
  (3) 授業料未納による除籍処分について  
  (4) 在学期間満了による除籍処分について 
  (5) 令和2年度⼯学部各種委員会委員等について
  (6) 令和2年度全学委員会等委員について
  (7) その他
３．諸報告
  なし

（理⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉５⽇（⽊）
２ 議  題 
  (1) 令和2年度理⼯学部⼊学試験（前期⽇程）の合格者実数（案）について
  (2) 令和2年度理⼯学部⼊学試験（前期⽇程）の合否判定について     
  (3) 令和2年度理⼯学部⼊学試験（私費外国⼈⼊試）の合否判定について      
  (4) 理⼯学部3年次編⼊⽣の既修得単位の認定マニュアル（案）について    
  (5) 理⼯学部における語学マイレ－ジ・プログラムの取扱いの⼀部改正（案）について  
  (6) 令和元年度卒業判定について  
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                           
  (7) 研究⽣の⼊学について
  (8) 外国語技能検定試験による単位認定について
  (9) 特別聴講学⽣の単位認定について
  (10) 令和2年度⾮常勤講師の任⽤について
  (11) 科⽬等履修⽣の単位授与について
  (12) 科⽬等履修⽣の在学期間延⻑について
  (13) 研究⽣の在学期間延⻑について
  (14) 徳島⼤学理⼯学部学修意欲等の判定委員会規則の制定（案）について
  (15) 学⽣異動について
  (16) 授業料未納による除籍処分について
  (17) 学⽣の不祥事について
  (18) 令和2年度客員教授の称号付与について
  (19) 令和2年度理⼯学部各種委員会委員等について
  (20) 令和2年度全学委員会等委員について
  (21) その他



３．諸報告
  (1) 寄附⾦の受⼊について
  (2) 令和元年度優秀教員について
  (3) その他
 
(⽣物資源産業学部)
●教授会
1．⽇ 時  令和２年３⽉５⽇（⽊) １５時００分〜１５時５０分
2．議 題
  (1) ２０２０（令和２）年度⼀般⼊試（前期⽇程）の合否判定について
  (2) ２０２０（令和２）年度私費外国⼈留学⽣⼊試の合否判定について
  (3) 令和元年度卒業判定について
  (4) 学⽣異動について
  (5) 徳島⼤学⽣物資源産業学部学習意欲等の判定委員会規則の制定について
  (6) 令和元年度ティーチャーオブジイヤーの選出について
  (7) 客員教授称号付与候補者について
  (8) 各種委員会委員について
  (9) 令和元年度共同研究の受⼊について
  (10) 令和２年度ＳＩＨ道場学外研修について
3．諸報告
  (1) ⼀般⼊試後期⽇程における「新型コロナウイルス感染症」に関する特別措置の実施について
  (2) 教育研究評議会報告について
  (3) 令和２年度教授会予定について
  (4) 令和元年度徳島⼤学卒業式の開催中⽌について
  (5) インターンシップについて

●教授会
1．⽇ 時  令和２年３⽉１９⽇（⽊) １６時５９分〜１７時４９分
2．議 題
  (1) 2020（令和２）年度⼀般⼊試（後期⽇程）の合否判定について
  (2) 進級判定について
  (3) コース配属及び２年⽣の担任について
  (4) 編⼊学⽣の既修得単位認定について
  (5) ⾮常勤講師の任⽤について
  (6) ティーチングアシスタントの任⽤について
  (7) 学⽣異動について
  (8) 令和２年度予算配分（案）について
  (9) 除籍処分対象者について
3．諸報告
  (1) 各種委員会委員について
  (2) 令和２年度就職担当教員について
  (3) 令和元年度教職員懇談会・ＦＤ集会アンケート集計結果について
  (4) 教育研究評議会報告について

◎教育部
（総合科学教育部）
■博⼠後期課程教授会議
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉２⽇（⽉）
２ 第４２回決定事項の認否
３ 議 題



（１） 令和元年度博⼠後期課程修了の認定について
４ 報 告
（１） 議⻑報告
５ そ の 他

●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉５⽇（⽊）
２ 第１３４回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 徳島⼤学⼤学院総合科学教育部臨床⼼理相談室規則の⼀部改正（案）に
ついて
（２） 令和元年度課程修了の認定について
（３） 学⽣の異動について
（４） 特別聴講学⽣の単位認定について
（５） 令和２年度博⼠後期課程学位審査⽇程の変更について
（６） 徳島⼤学総合科学部渭⽔会会⻑賞表彰候補者の推薦について
４ 報 告
（１） 教育部⻑報告
（２） 博⼠後期課程教授会議議⻑報告
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
６ そ の 他

●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉１３⽇（⾦）
２ 第１３５回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 特別聴講学⽣の⼊学取り下げについて
（２） 授業料未納による除籍について
４ 報 告
（１） 教育部⻑報告
５ 各種委員会報告
（１） 教育部教務・⼊試委員会
６ そ の 他

（医科学教育部）
●臨時教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉５⽇（⽊）
２ 議    題
（１）特別研究⽣の期間延⻑について            
（２）学⽣異動について                  
（３）論⽂審査
３ 諸 報 告
４ そ の 他

●教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉１８⽇（⽊）
２ 議    題
（１）令和２年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部博⼠課程（第４次）⼊学試験の
   合否判定について                  



（２）令和元(2019年度（第4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）転教育部について                 
（４）令和２年度⾮常勤講師の選考について        
（５）客員教授の選考について               
（６）学⽣異動について                  
（７）徳島⼤学医科学教育部規則の⼀部改正（案）について  
（８）徳島⼤学⼤学院医科学教育部学位規則実施細則の⼀部改正（案）について
（９）徳島⼤学⼤学院医科学教育部統合医療学際教育英語プログラムにおける学習
   要領に関する細則の⼀部改正（案）について          
（10）徳島⼤学⼤学院医科学教育部教育・研究委員会規則の⼀部改正（案）について
（11）論⽂審査     
３ 諸 報 告
（１）２０１９年度勝沼奨学⾦奨学⽣の選考結果について      
４ そ の 他

（⼝腔科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題
（１） 徳島⼤学⼤学院⼝腔科学教育部における授業科⽬の履修⽅法等に関する細則の
    ⼀部改正（案）について
（２） 徳島⼤学⼤学院⼝腔科学教育部国際環境・予防医学英語特別コースにおける学
    習要領に関する細則の廃⽌について
（３） ⼤学院⽣（博⼠課程）の第⼀次学位審査について
（４） ⼤学院⽣（博⼠課程）の第⼆次学位審査について
（５） ⼤学院⽣（博⼠前期課程）の第⼆次学位審査について
（６） 令和２年度科⽬等履修⽣の⼊学について
（７） 社会⼈⼤学院⽣コース変更について
（８） 学⽣の異動について
（９） 学位授与の取消について
（１０）⼤学院の教育体制について
（１１）その他
３ 報告事項

 （１）  各委員会報告について
 （２）  その他

●臨時教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉１８⽇（⽔）
２ 議  題
（１） ⼤学院⽣（博⼠課程）の第⼀次学位審査について
（２） ⻑期履修について
（３） 授業料未納による除籍について
（４） ⼤学院の教育体制について
（５） その他
３ 報告事項

 （１） 令和元年度優秀学位論⽂賞の受賞者について
 （２） その他

（薬科学教育部）
●教授会



１ 開 催 ⽇  令和 ２年 ３⽉ ５⽇（⽊）
２ 議  題
  （１） 令和元年度修⼠論⽂の第２次審査について
  （２） 令和元年度博⼠論⽂の第２次審査について
  （３） 学⽣の異動について
  （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２年度⼤学院⾮常勤講師の追加任⽤（案）について
  （６） 他⼤学⼤学院等への派遣許可について
  （７） ⼀般学⽣から社会⼈学⽣への変更について
  （８） 博⼠前期課程⼀般⼊試の専⾨科⽬について
  （９） 令和２年度全学及び薬学部内各種委員会委員の選出について
  （10） 薬学部等の組織の⾒直しについて

●教授会
１ 開 催 ⽇  令和 ２年 ３⽉１９⽇（⽊）
２ 議  題
  （１） 学⽣の異動について
  （２） 徳島⼤学⼤学院薬科学教育部統合医療学際教育英語プログラムの履修要領に
      関する細則の⼀部改正について
  （３） ⼤学院薬科学教育部学⽣の指導教員等に関する申合せの⼀部改正について
  （４） ⼀般学⽣から社会⼈学⽣への変更について
  （５） 研究⽣の受⼊れについて
  （６） 教育・研究分野の廃⽌に伴う関係規則等の改正について

（栄養⽣命科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉５⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）令和２年度栄養⽣命科学教育部（博⼠前期課程）第３次学⽣募集⼊学試験合否予備
   判定について    
（２）令和２年度栄養⽣命科学教育部⾮常勤講師の選考について
（３）科⽬等履修⽣の受⼊について       
（４）学⽣の異動について           
（５）学位審査（博⼠後期課程）        
３ 諸 報 告
（１）令和２年度勝沼奨学⾦奨学⽣の選考結果について
４ そ の 他

●臨時教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉１２⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）学⽣の⻑期履修について         
（２）学⽣の除籍について          
（３）学⽣の異動について           
（４）栄養⽣命科学教育部統合医療学際教育英語プログラムにおける学習要領に関する細則の
   ⼀部改正（案）について     
（５）学位審査（博⼠後期課程）          
３ 諸 報 告

 （１） ⼤学院教育専⾨委員会報告（３⽉１０⽇（⽕）開催分）
４ そ の 他



●臨時教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉１９⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）学位審査（博⼠後期課程）       
３ 諸 報 告
４ そ の 他
              
（保健科学教育部）
■保健科学教育部博⼠後期課程教授会議
１ 開 催 ⽇  令和２年３⽉１９⽇（⽊）
2 議   題
（１）博⼠後期課程研究指導教員の追加について
（２）令和元年度保健科学教育部（博⼠後期課程）博⼠論⽂学位第⼆次審査について

●教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年３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（第３次）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（第３次）試験合否判定について
（３）徳島⼤学⼤学院保健科学教育部統合医療学際教育英語プログラムにおける学習要領
   に関する細則の⼀部改正について
（４）養護教諭専修免許状取得に関する単位修得要領の⼀部改正について
（５）学⽣異動について
（６）新⼊⽣の⻑期履修申請について
（７）研究⽣の在学期間延⻑について
（８）博⼠前期課程研究指導教員の追加について
（９）令和２年度⼤学院授業担当者（案）について
（10）科⽬等履修⽣の⼊学について
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）⼤学院教育専⾨委員会報告
（３）博⼠後期課程指導教員の変更について

（先端技術科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉６⽇（⾦）
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) 令和元年度環境⼯学履修プログラム修了について
   (4) 科⽬等履修⽣の単位授与について
   (5) 四国防災・危機管理プログラムの修了について
   (6) 令和2年度博⼠学位の審査⽇程について  
   (7) 早期履修⽣の単位授与について
   (8) 特別聴講学⽣の単位認定について
   (9) 科⽬等履修⽣の在学期間延⻑について

   (10) 令和2年度環境⼯学プログラム研究指導教員について
   (11) 令和2年度⾮常勤講師の任⽤について
   (12) 学⽣異動について
   (13) 授業料未納による除籍処分について
   (14) その他



２．諸報告
なし

●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉２６⽇（⽊）
２ 議  題 
(1)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
(2)学⽣異動について
２．諸報告
なし

◎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２年３⽉１９⽇（⽊）
２ 議  題 

   (1) 理⼯学域応⽤化学系化学プロセス⼯学分野教授の選考について
   (2) ⽣物資源産業学域動物⽣産技術分野講師（テニュアトラック教員）の配置協議及び発議について
   (3) 令和２年度客員教授の称号付与について
   (4) ⽣物資源産業学域専⾨研究員の受⼊について
   (5) ⽣物資源産業学域学⻑裁量ポスト教員の再任に係る評価について

  (6)  令和２年度社会産業理⼯学研究部予算編成⽅針・予算配分⽅針（案）について
３．諸報告
  (1) 名誉教授の選考について
  (2) ⼤学機関別認証評価の評価結果（案）について
  (3) 令和２年度運営費交付⾦予定額の内⽰概要等について
  (4) 令和元年度会計実地検査の受検結果について
  (5) 令和２年度経営協議会学外委員について
  (6) 令和２年度学⻑選考会議学内委員について
  (7) 徳島⼤学デザイン型ＡＩ教育研究センターの設置について
  (8) ⾼等教育研究センター及び国際センターの統合について
  (9) 国⽴⼤学法⼈徳島⼤学学術指導取扱規則の制定について
  (10) 令和２年度年度計画（案）について
  (11) 次期役員体制及び執⾏部体制について
  (12) 令和２年度教育研究評議会構成員について
  (13) 令和元年度科学研究費補助⾦の受⼊状況について
  (14) 令和２年度当初予算に係る光熱⽔料経費について

■理⼯学域教員会議
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉５⽇（⽊）
２ 議  題 

   (1) 応⽤化学系化学プロセス⼯学分野教授の選考について
   (2) 令和2年度客員教授の称号付与について
   (3) その他

２．諸報告
なし

（⼤学院医⻭薬学研究部）
●研究部教授会 
1 開 催 ⽇  令和２年３⽉１６⽇（⽉）
2 議   題



 （１）教員の選考について
 （２）特任教員の選考について
 （３）徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部組織規則の⼀部改正（案）について
 （４）徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部教授会細則に係る申合せの⼀部改正（案）について
 （５）徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部医療教育開発センター規則の⼀部改正（案）について
 （６）総合研究⽀援センター動物資源研究部⾨及びバイオイメージング研究部⾨廃⽌に伴う
    関係規則等の整備について
 （７）寄附講座（地域呼吸器・⼀般外科学分野）の設置について
 （８）共同研究講座（先端脳機能研究開発分野）の設置について
 （９）令和２年度研究部予算配分（案）について
 （10）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）その他

◎病院
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年３⽉１９⽇（⽊）
２ 議  題 
  （１） 教員の発議及び選考について
  （２） 特任教員の任⽤更新について
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２年３⽉２６⽇（⽊）

２ 議  題
  （１）特任助教の選考ついて
  （２）規則等の改正について
  （３）令和２年度先端酵素学研究所の予算について
  （４）学内委員会委員について
  （５）その他

３ 報告事項
  （１）教授選考について
  （２）各種委員会報告
  （３）各領域・センター運営会議等報告
  （４）共同利⽤・共同研究拠点 令和２年度実施計画書について
  （５）その他


