
（総合科学部）
教授会
１　開 催 日 平成２７年５月１４日（木）
２  第４１１回決定事項の認否　
３　議　　題
  　（１）  予算配分（修正案）について
  　（２）  学生の異動について
　　（３）　留学による取得単位認定について 
　　（４）  外国語技能検定試験による単位認定について
　　（５）  入学前の既修得単位の認定について
　　（６）  平成２７年度非常勤講師の採用について
　　（７）  教育実習受講資格の確認について
　　（８）  平成２７年度非常勤講師の採用について　
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）　教育の質に関する専門委員会
　　（７）　ＦＤ委員会
　　（８）　地域交流支援室会議
　　（９）　就職委員会
　　（10）　情報化推進委員会
　　（11）　研究倫理審査委員会
　　（12）　安全衛生委員会
　　（13）　国際交流委員会
　　（14）　附属図書館運営委員会
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　平成２７年５月１４日（木）
２　議　　題
 　 （１）　平成２７年度非常勤講師の選考について
    （２）　平成２７年度入学者入学前の既習得単位認定について
    （３）　外国語技能検定試験による単位認定について
    （４）　平成２７年度医学科卒業試験日程（案）について
　　（５）　平成２７年度大学入門講座「チーム医療入門」でのファシリテータ担当（医
学科）について
    （６）　学生の留学について
    （７）　平成２８年度入試実施日程について
    （８）　学生の異動について
    （９）　ムハマディア大学ジョグジャカルタ校との学術交流に関する協定について
　　（10）　医学部研究員について
３　諸 報 告
    （１）　教育研究評議会報告
    （２）　教務委員会報告
    （３）　病院多目的棟の改修工事計画について
    （４）　入試委員会報告
    （５）　環境・エネルギー管理委員会報告



    （６）　病院報告
 　 （７）  動物実験委員会報告
４　そ の 他

（保健学科）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月２１日（木）
２　議　　題
 　 （１）　学生異動について
　　（２）　学生の対応（案）について
　　（３）　平成２７年度３年次編入学生の既修得単位認定について
　　（４）　平成２７年度入学前の既修得単位認定について
  　（５）　外国語技能検定試験による単位認定について
  　（６）　平成２７年度臨床教授等称号付与候補者の推薦について
  　（７）　平成２７年度ヘルシンキメトロポリア応用科学大学への留学について
  　（８）　平成２８年度医学部保健学科３年次編入学学生募集要項（案）について
  　（９）　ムハマディア大学との大学間協定締結について
  　（10）　平成２８年度徳島大学入学者選抜要項（案）について
３　報告事項
 　 （１）　教育研究評議会報告
 　 （２）　入試委員会報告
 　 （３）　環境・エネルギー管理委員会報告
 　 （４）　附属図書館運営委員会報告
 　 （５）　研究業績説明書の提出について
　　（６）　寄附金の受入れについて
　　（７）　大学教育委員会報告
　

（歯学部）
１　開 催 日　平成２７年５月１４日（木）

 ２　議 　題
　　（１）　平成２７年度第２年次編入学試験の実施方法（案）について
　　（２）　平成２７年度非常勤講師の任用について
　　（３）　入学前の既修得単位の認定について
　　（４）　学部学生の外国留学について
　　（５）　共同研究の受入について
　　（６）　その他
３　報告事項
　　（１）　教育研究評議会について
　　（２）　病院運営会議について
　　（３）　各委員会報告について
　　（４）　受託研究の受入について
　　（５）　その他

（薬学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年　５月１４日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２７年度入学前の即習得単位の認定について
　　（２）　外国語技能検定試験による単位認定について
　　（３）　平成２７年度学部担当非常勤講師の追加任用（案）について
　　（４）　平成２７年度海外旅費支援実施要項の一部改正（案）について
　　（５）　各種委員会委員の選出について



　　（６）　共同研究の受入について
３　報告事項
　　（１）　教員の人事について
　　（２）　学部長報告
　　（３）　評議員報告
　　（４）　平成２８年度徳島大学入試実施日程について
　　（５）　オープンキャンパス２０１５について
　　（６）　学術論文等における剽窃の防止について
　　（７）　２年次・３年次進路希望アンケート結果について
　　（８）　学部科目のナンバリングについて
　　（９）　共同研究、受託研究の受入について
　　（10）　寄附金の受入について
　　（11）　その他

（工学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月１３日（水）
２　議    題
　　（１）　平成２８年度工学部編入学試験の合否判定について
　　（２）　第３年次編入学生の既修得単位の認定について
　　（３）　キャリア教育科目の単位認定について
　　（４）　平成２７年度非常勤講師の任用について
　　（５）　学生異動について
　　（６）　カリキュラムマップの作成について
　　（７）　平成２７年度大学院博士前期課程予算（学生当積算校費相当額）の配分（
案）について
　　（８）　平成２７年度大学院博士後期課程予算（博士兼担分相当額及び学生当積算校
費相当額）の配分（案）について
　　（９）　徳島大学とムハマディア大学ジョグジャカルタ校との学術交流に関する協定
の締結について
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）　徳島大学の学士課程における教育課程編成・実施の方針について
　　（４）　平成２７年度各戦略室体制について

（大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月１４日（木）
２　第７７回決定事項の認否
３　報　　告
　　（１）　研究部長報告　　　　　　　　　 　 　　  　　　　  
　　（２）　人事委員会

（大学院総合科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月１４日（木）
２　第７３回決定事項の認否　
３　議　　題
    （１）  大学院総合科学教育部研究指導教員の継続について
    （２）  平成２８年度徳島大学大学院総合科学教育部博士前期課程学生募集
            要項（案）について
    （３）  平成２８年度徳島大学大学院総合科学教育部博士後期課程学生募集



            要項（案）について
４　報　　告
    （１）  教育部長報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （２）  教務・入試委員会

（大学院医科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月２８日（木）
２　議　  題 
    （１）　平成27年度非常勤講師の選考について 　 　 　　　　　　　
　  （２）  リサーチ･アシスタントの採用について　  　　　　　　　　　
    （３）  ティーチング･アシスタントの採用について 　　　　　　　　
    （４）  特別研究学生の在学期間延長について　　　　　　　　　　　 
    （５）  論文審査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （６）  徳島大学機関リポジトリによる学位論文の公表保留申請について
３　諸 報 告
４　そ の 他

（大学院口腔科学教育部）
１　開 催 日　平成２７年５月１４日（木）

 ２　議 　題

　　（１）　平成２８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)学生募
集要項(一般入試・社会人特別入試)(案)について
　　（２）　平成２８年度徳島大学大学院口腔科学教育部外国人留学生特別入試募集要項
(案)について
　　（３）　２０１６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)ＧＲＥ
等を課す外国人留学生特別入試要項(案)について
　　（４）　平成２７年度徳島大学大学院口腔科学教育部社会人特別入試入学者外国語試
験(英語)・論文博士外国語試験(英語)要項(案)について
　　（５）　平成２８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)
学生募集要項(一般入試)(案)について
　　（６）　平成２８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)
学生募集要項(一般入試)(案)について
　　（７）　大学院生(博士課程)の第一次学位審査について
　　（８）　学生異動について
　　（９）　その他
３　報告事項
　　（１）　各委員会報告について
　　（２）　その他

（大学院薬科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年　５月１４日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２７年度大学院薬科学教育部博士課程・博士後期課程（１０月入学）学
生募集要項（案）について
　　（２）　平成２８年度大学院薬科学教育部博士前期課程学生募集要項（案）について
　　（３）　他大学大学院等派遣について
　　（４）　一般学生から社会人学生への変更について
　　（５）　派遣学生の既修得単位の認定について



　　（６）　平成２７年度大学院担当非常勤講師の追加任用（案）について
　　（７）　平成２７年度リサーチ・アシスタントの採用（案）について
　　（８）　平成２７年度ティーチング・アシスタントの採用（案）について

（大学院栄養生命科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月２８日（木）
２　議　　題
 　 （１）  平成２７年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程）秋季入学
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）  平成２７年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程）秋季入学
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
　  （３）  平成２８年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士前期課程）第１次募
集要項（案）（一般・私費外国人留学生）について
    （４）  平成２８年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士前期課程）第１次募
集要項（案）社会人特別入試（臨床栄養社会人コース）について
    （５）  平成２８年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程）第１次募
集要項（案）（一般・社会人・私費外国人留学生）について
    （６）  平成２８年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程）第１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
    （７）  平成２７年度（第１回）徳島大学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
    （８）  平成２７年度栄養生命科学教育部Ｒ・Ａの選考について
    （９）  平成２７年度栄養生命科学教育部Ｔ・Ａの選考について
    （10）  徳島大学大学院栄養生命科学教育部オープンキャンパスについて
３　諸 報 告
    （１）  特別修学支援室運営委員会委員の推薦について
    （２）  国立大学法人徳島大学と公益財団法人東京都医学総合研究所との教育研究に
係わる連携・協力に関する協定書締結について
４　そ の 他

（大学院保健科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月２１日（木）
２　議　　題
 　 （１）　平成２７年度保健科学教育部ティーチング・アシスタント及びリサーチ・ア
シスタントの選考について
 　 （２）　平成２７年度大学院非常勤講師の任用予定（案）（追加）について
 　 （３）　博士前期課程研究指導教員の追加について
 　 （４）　平成２７年度保健科学教育部学位取得スケジュール（案）について
 　 （５）　平成２７年度徳島大学大学院保健科学教育部「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
　  （６）　大学院保健科学教育部保健学専攻（博士前期課程）医用情報科学領域におけ
る分野名の変更について
 　 （７）  平成２８年度保健科学教育部学生募集要項（案）について
　  （８）　平成２８年度保健科学教育部学生募集要項（英文）（案）について　 
　　　
３　報告事項
 　 （１）　小豆島リトリートについて
　



（大学院先端技術科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月１３日（水）
２　議    題　　
　　（１）　平成２７年度論文博士の学位授与合否判定について
　　（２）　平成２７年度課程博士の学位論文予備審査委員会委員の選出について
　　（３）　徳島大学大学院先端技術科学教育部と神戸大学大学院理学研究科との間にお
ける特別研究学生交流に関する協定書（案）について
　　（４）　学生の転コースについて
　　（５）　入学前の既修得単位の認定について

（大学院医歯薬学研究部）
臨時教授会
１　開 催 日　平成２７年５月１４日（木） 
２　議　　題 
 　 （１）  総合研究支援センターバイオイメージング研究部門助教の選考について
３　諸 報 告 
 　 （１） その他
４　そ の 他 

医学系教授会議
１　開 催 日　平成２７年５月１４日（木）
２　議　　題
 　 （１）  教員の選考について
　　（２）　教員の再任審査について（投票）
    （３）　特任教員の選考について
　　（４）　特別研究員の受入について
　　（５）　共同研究の受入について
　　（６）　寄附金の受入について
３　諸 報 告
 　 （１）  受託研究の受入について
    （２）  その他　

５　そ の 他

薬学部系教授会議
１　開 催 日　平成２７年　５月１４日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員の人事について
　　（２）　徳島大学大学院医歯薬学研究部薬学系分野研究推進委員会規則の一部改正（
案）について
　　（３）　徳島大学大学院医歯薬学研究部薬学系分野の教員の再任に関する実施要領の
一部改正（案）について

保健学系教授会議
１　開 催 日　　平成２７年５月２１日（木）
２　議　　題
 　 （１）　看護学系（子どもの保健・看護学分野）助教の選考について
 　 （２）　放射線科学系（医用画像機器工学分野）助教の選考について
　　（３）　徳島大学大学院医歯薬学研究部保健学系分野の教授候補者選考に関する申合
せの制定（案）について
 　 （４）　徳島大学大学院医歯薬学研究部保健学系分野の教員候補者選考に関する申合



せの一部改正（案）について
  　（５）　各系における教員選考基準に関する申合せの廃止について
　
 　

（大学院ソシオテクノサイエンス研究部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月１３日（水）
２　議    題
　　（１）　ライフシステム部門物質機能化学大講座講師の採用について
　　（２）　先端工学教育研究プロジェクト（創成学習開発センター）助教の採用につい
て
　　（３）　先進物質材料部門材料加工システム大講座特任講師の採用について
　　（４）　徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部フロンティア研究センター規
則の一部改正（案）について
　　（５）　平成２７年度客員准教授の選考について
　　（６）　外国人研究者の受入について
３　諸 報 告
　　（１）  研究部等設置準備委員会の設置について
　　（２）　職員の割愛について

（疾患酵素学研究センター）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月２０日（水）
２　議　　題
　　（１）　電子ジャーナルの今後のあり方について
　　（２）　拠点期末評価について
　　（３）　拠点新規認定申請について
　　（４）　その他
３　報告事項
　　（１）　センター長報告
　　（２）　各種委員会報告
　　（３）　その他

（疾患プロテオゲノム研究センター）
教授会
１　開 催 日　平成２７年５月２０日（水）
２　議　　題
　　（１）　センター利用申請について
　　（２）　共同研究の受入れについて
　　（３）　共同機器使用手続き等の見直しについて
　　（４）　電子ジャーナル経費について
　　（５）　その他
３　報告事項
　　（１）　センター長報告
　　（２）　各種委員会報告
　　（３）　受託研究の受入について
　　（４）　次世代シーケンス解析収支報告
　　（５）　共通経費収支報告
　　（６）　その他
　　



（病院）
病院教授会
１　開 催 日　平成２７年　５月２１日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員の再任審査について
　　（２）　教員の選考について
　　（３）　その他
３　報告事項
　　（１）　教員の退職等について
　　（２）　その他


