
（総合科学部）
教授会

１　開 催 日　平成２７年１１月１２日（木）
２　第４１７回決定事項の認否　
３　議　　題
  　（１）  平成２７年度予算追加配分（案）について
    （２）  大学院教育経費（後期）予算配分（案）について
    （３）  外国人留学生経費（後期）予算配分（案）について
    （４）  研究生経費予算配分（案）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）　留学による修得単位認定について
    （７）　ｅラーニング科目（大学間の単位互換協定に基づく）における修得単位
            について
    （８）　放送大学における修得単位の認定について
    （９）　研究生の退学について
    （10）　学生の留学について
    （11）　平成２８年度学年暦について
３　報 　告
    （１）　学部長報告
４　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）　全学共通教育センター運営委員会
    （６）　大学教育委員会
    （７）　ＦＤ委員会
    （８）　地域交流支援室会議
    （９）　広報委員会
    （10）　紀要編集委員会
    （11）　就職委員会
    （12）　駐車場委員会
    （13）　情報化推進委員会
５　その他報告
 　 

（医学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１１月１２日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学医学部教授会細則の一部改正（案）について
　　（２）　徳島大学医学部教授会議要領の一部改正（案）について
　　（３）　年俸制の導入計画に伴う学長裁量教員（任期付き教授）に関する申合せの一
部改正（案）について　
　　（４）　平成２７年度下期大学院生経費の配分（案）について
　　（５）　教職員向け全学メールサービスの運用場所に関する意見について
　　（６）　教員業績評価による処遇候補者に係る評価・処遇結果の公表について　
３　諸 報 告
　　（１）　教育研究評議会報告
　　（２）　動物実験委員会報告
　　（３）　平成２７年度蔵本地区総合防災訓練の実施について
　　（４）　第３期中期目標期間に向けた業務及び組織の見直しについて
　　（５）　平成２７年度共通経費管理執行状況（上半期）について
　　（６）　その他
４　そ の 他



（医学科及び栄養学科）
教授会議　
１　開 催 日　平成２７年１１月１２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年度客員教授の選考について
　　（３）　外国語技能検定試験による単位認定について
　　（４）　平成２８年度｢SIH道場～アクティブ･ラーニング入門～｣授業設計コーディネ
ーターの選出について
　　（５）　卒業試験期間中に休学した医学科学生の対応について
　　（６）　卒業試験に関する要望書について
　　（７）　系統別病態診断コース責任者会議の開催について
　　（８）　学生の留学について
　　（９）　学生証のセキュリティ設定追加申請について
　　（10）　徳島大学医学部医学科推薦入試面接試験における地域枠合格者選抜方法の申
合せについて
　　（11）　学生の異動について
　　（12）　その他　
３　諸 報 告
　　（１）　教務委員会報告
　　（２）　病院報告
　　（３）　医学部学友会会費の納付について
　　（４）　その他 
４　そ の 他
　
臨時教授会議　
１　開 催 日　平成２７年１１月２５日（水）
２　議　　題
　　（１）　平成２７年度医学科６年次卒業試験合否予備判定について
３　諸 報 告
４　そ の 他
　

（保健学科）
教授会議
１　開 催 日　平成２７年１１月１９日（木）
２　議　　題
　　（１）　学生の留学について
　　（２）　平成２７年度下期大学院生経費の配分（案）について
　　（３）　その他
３　報告事項
　　（１）　教務委員会報告
　　（２）　入試委員会報告
　　（３）　ＦＤ委員会報告
　　（４）　寄附金の受入れについて
　　（５）　大学教育委員会報告
　　（６）　その他
　

（歯学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１１月１２日（木）
２　議　　題
　　（１）　西野瑞穂歯科臨床医学奨励賞選考委員会委員の選出について
　　（２）　アドミッションポリシーについて
　　（３）　学部学生の外国留学について
　　（４）　平成２７年度学外臨床教授等の選考について
　　（５）　共同研究の受入について



　　（６）　平成２８度歯学部帰国子女特別選抜第１次選考について
　　（７）　学生異動について
　　（８）　放送大学における修得単位の認定について
　　（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）　平成２７年度蔵本地区総合防災訓練の実施について
　　（６）　「歯学部私費外国人留学生スカラーシップ」への寄附のお願いについて
　　（７）　受託研究の受入について
　　（８）　外国人研究者の受入について
　　（９）　その他

（薬学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１１月１１日（水）
２　議　　題
    （１）　各種委員会委員の選出について
３　報告事項
　　（１）　学生の異動について
　　（２）　学部長報告
　　（３）　評議員報告
　　（４）　教務委員長報告
　　（５）　平成２８年度徳島大学大学院教育部統合医療学際教育英語プログラムの募集
について
　　（６）　平成２７年度徳島大学薬学部OSCEについて
　　（７）　寄附金の受入について
　　（８）　防災訓練の実施について
　　（９）　その他

（工学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１１月１２日（木）
２　議　　題
　　（１）　情報センター教員の教授昇任に伴う工学部教授会構成員の追加について
　　（２）　学生の留学について
　　（３）　外国語技能検定試験による単位認定について
　　（４）　キャリア教育科目の単位認定について
　　（５）　他の大学における修得単位の認定について
　　（６）　平成２７年度非常勤講師の任用について
　　（７）　学生異動について
　　（８）　工学部長候補者の推薦方法等について
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）　国立大学法人徳島大学クロスアポイントメント制に関する規則の制定につい
て
　　（４）　未来を牽引する大学院教育改革～社会と協働した「知のプロフェッショナ
ル」の育成～（審議まとめ）について
　　（５）　国立大学における卓越研究員制度の活用予定について
　　（６）　平成２７年度「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の選
定結果について
　　（７）　教職課程認定上の専任教員について
　　（８）その他



（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１１月１２日（木）
２　第８４回決定事項の認否
３　議　　題
    （１）　教員の定員・現員表の確認について
　　（２）　教員選考の発議について
    （３）　教員選考人事日程（案）について
    （４）　外国人研究者の受入について
４　報　　告
    （１）　研究部長報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （２）　人事委員会
    （３）　研究推進室会議

（大学院総合科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１１月１２日（木）
２　第７８回決定事項の認否　
３　報　　告
　　（１）　教育部長報告
　　（２）　博士後期課程教授会議　　　
　　（３）　教務・入試委員会
教授会（博士後期）
１　開 催 日 平成２７年１１月１２日（木）
２　議　　題
　　（１）  予備審査委員会の設置について
　　　　　

（大学院医科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１１月２６日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成27年度非常勤講師の選考について
　　（２）　客員教授の選考について
　　（３）　平成28(2016)年度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
ラム募集要項(私費外国人留学生用)(案)について
　　（４）　学生の異動について
　　（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
　　（１）　学生の除籍について
４　そ の 他

（大学院口腔科学教育部）
教授会　
１　開 催 日　平成２７年１１月１２日（木）
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）　大学院生（修士課程）の第一次学位審査について
　　（３）　大学院生（博士課程）の第二次学位審査について
　　（４）　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）第２
次学生募集要項（一般入試・社会人特別入試）（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（第２次）外国人留学生特別入
試募集要項（案）について



　　（６）　2016年度徳島大学大学院口腔科学教育部（博士課程）（第２次）ＧＲＥ等を
課す外国人留学生特別入試要項（案）について
　　（７）　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
　　（８）　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）第２次学生募集要項（一般入試）（案）について
　　（９）　2016年度徳島大学大学院口腔科学教育部統合医療学際教育英語プログラム募
集要項（案）について
　　（10）　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１１月１１日（水）
２　議　　題
　　（１）　学生の短期留学について
　　（２）　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

（大学院栄養生命科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１１月２６日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２８（２０１６）年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部統合医療学際
教育英語プログラム募集要項（案）について
　　（２）　再入学について
　　（３）　学生の留学について
　　（４）　学生の異動について
３　諸 報 告
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１１月１９日（木）
２　議　　題
　　（１）　学生異動について
　　（２）　長期履修期間の変更について
　　（３）　学生の留学について
　　（４）　平成２８（２０１６）年度徳島大学大学院保健科学教育部統合医療学際教育
英語プログラムの学生募集について
　　（５）　博士前期課程研究指導教員の追加について
　　（６）　その他
３　報告事項
　　（１）　平成２７年度保健科学教育部学位（修士）取得スケジュールについて
　　（２）　平成２８年度保健科学教育部入学試験（第２次募集）出願状況及び第３次募
集の実施について
　　（３）　その他
　

（大学院先端技術科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１１月１２日（木）
２　議　　題
　　（１）　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



　　（２）　学生の留学について

（大学院医歯薬学研究部）
薬学系教授会議
１　開 催 日　平成２７年１１月１１日（水）
２　議　　題
    （１）  教員の人事について
 
教授会
１　開 催 日　平成２７年１１月１２日（木）
２　議　　題
　　
３　諸 報 告
　　（１）　徳島大学大学院医歯薬学研究部規則の一部改正(案)について
　　（２）　徳島大学大学院医歯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
　　（３）　徳島大学大学院医歯薬学研究部テニュアトラック制に関する規則の制定(案)
について
　　（４）　徳島大学大学院医歯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
　　（５）　大学院医歯薬学研究部予算額等について
　　（６）　メディカルオンライン契約の継続更新について
　　（７）　アドバイザリー・ボード委員の推薦について
　　（８）　医療教育開発センター報告
　　（９）　学部等設置準備委員会報告
　　（10）　平成２７年度クリニカルアナトミー教育・研究センター報告会について
　　（11）　シンボルマークについて
　　（12）　その他　
４　そ の 他
　
医学系教授会議
１　開 催 日　平成２７年１１月１２日（木）
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）　教授選考方針(案)について
　　（４）　教授選考委員会委員および教授候補適任者推薦委員会委員の選出について（
予告）
　　（５）　寄附金の受入について
　　（６）　寄附物品の受入について
　　（７）　共同研究の受入について
　　（８）　外国人研究者の受入について
　　（９）　徳島大学大学院医歯薬学研究部医学・栄養学系分野のテニュアトラック教員
選考要領に関する規則の制定（案）について
３　諸 報 告
　　（１）　教員の異動について
　　（２）　受託研究の受入について
　　（３）　その他
４　そ の 他
 
歯学系教授会議
１　開 催 日　平成２７年１１月１２日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員（特任助教）の選考の発議について
　　（２）　教授選考方針(案)(基礎歯学系(口腔組織学))について
　　（３）　その他
３　報告事項



　　（１）　大学院医歯薬学研究部代議員会について
　　（２）　その他
　　
保健学系教授会議
１　開 催 日　平成２７年１１月１９日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学大学院医歯薬学研究部保健学系分野のテニュアトラック教員選考要
領の廃止及び制定（案）について
　　（２）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他
　

（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１１月１２日（木）
２　議　　題
　　（１）　情報ソリューション部門知識情報処理大講座教授の採用について
　　（２）　エネルギーシステム部門エネルギー変換工学大講座准教授の採用について
　　（３）　情報ソリューション部門感性情報処理大講座助教の採用について
　　（４）　ライフシステム部門物質機能化学大講座教授の採用について

（疾患酵素学研究センター）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１１月１３日（金）
２　議　　題
　　（１）　教員選考について
　　（２）　センター共通経費の執行について
　　（３）　共通機器（ＤＮＡ自動分離装置等）の廃棄・移管について
　　（４）　卓越研究員制度等の活用について
　　（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）　寄附金の受入れについて
　　（４）　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１１月２５日（水）
２　議　　題
　　（１）　教員選考について
　　（２）　センター利用申請について
　　（３）　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）　次世代シーケンス解析収支報告
　　（４）　共通経費収支報告
　　（５）　その他


