
（総合科学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年１月１４日（木）
２　第４１９回決定事項の認否　承認
３　議　　題
  　（１）  平成２８年度総合科学部予算配分方針（案）について
　　（２）  試験細則の一部改正（案）について
　　（３）  研究生の入学について
　　（４）  ウインタースクールの受入について
　　（５）  徳島大学総合科学部渭水会会長賞学生表彰候補者の推薦について
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）　全学共通教育センター運営委員会
　　（６）　大学教育委員会
　　（７）　教職教育専門委員会
　　（８）　ＦＤ委員会
　　（９）　就職委員会
　　（10）　研究倫理審査委員会
５　その他報告

（医学科及び栄養学科）
教授会議　
１　開 催 日　平成２８年　１月１４日（木）
２　議　　題
　　（１）平成27年度非常勤講師の任用について
　　（２）平成27年度臨床教授等の選考について
　　（３）平成27年度系統別病態診断コース修了試験について
　　（４）特別聴講学生の受入について
　　（５）平成28年度系統別病態診断におけるチューター依頼について
　　（６）学生のセキュリティ設定追加申請について
　　（７）海外交流プログラム参加学生に関する系統別病態診断での対応についての一部
改正（案）について
　　（８）学生の異動について
　　（９）ベトナム国立栄養院との学術交流に関する協定について
　　（10）その他
３　諸 報 告
　　（１）教育研究評議員会報告
　　（２）教務委員会報告
　　（３）病院報告
　　（４）岡奨学賞の選考について
　　（５）医学教育分野別認証評価準備委員会について
　　（６）管理下にない放射性同位元素等の定期調査について
　　（７）平成２７年度「研究倫理」及び「公的研究費の取扱い」に関する研修会の開催
について
　　（８）その他
４　そ の 他
　
（保健学科）
教授会議
１　開 催 日　平成２８年　１月２１日（木）
２　議　　題



　　（１）　ベトナム国立栄養院との大学間協定締結について
　　（２）　保健学科共通経費について
　　（３）　保健学科カリキュラムマップ及びナンバリングの修正（案）について
　　（４）　その他
３　報告事項
　　（１）　教育研究評議会報告
　　（２）　入試委員会報告
　　（３）　寄附金の受入れについて
　　（４）　岡奨学賞の選考について
　　（５）　管理下にない放射性同位元素等の定期調査について
　　（６）　平成２７年度「研究倫理」及び「公的研究費の取扱い」に関する研修会につ
いて
　　（７）　大学教育委員会報告
　　（８）　その他
 

（歯学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　１月１４日（木）

 ２　議 　題
　　（１）　帰国子女特別入学試験実施に関する申し合わせの一部改正について
　　（２）　学部学生の留学について
　　（３）　次期副病院長(歯科担当)の推薦について
　　（４）　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）　その他
　

（薬学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　１月　７日（木）
２　議　　題
    （１）　平成２７年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
　　（２）　平成２８年度入学試験合格者決定手順及び判定基準（案）について
　　（３）　平成２８年度入学辞退に伴う追加合格決定の手順（案）について
　　（４）　平成２８年度徳島大学欠員補充第２次学生募集要項（案）について
　　（５）　評議員候補者選挙管理委員会委員の選出について
　　（６）　各種委員会委員の選出について
　　（７）　附属図書館分館長候補適任者の推薦について
　　（８）　保健管理・総合相談センター長候補適任者の推薦について
　　（９）　大学開放実践センター長候補適任者の推薦について
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）　寄附金の受入について
　　（５）　薬学部等の各分野の名称の見直しについて
　　（６）　定期自主検査及び管理下にない放射性同位元素等の定期調査の実施について
　　（７）　その他

（工学部）
教授会



１　開 催 日　平成２８年 １月１４日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度学年暦及び行事予定について
　　（２）　学生の留学について
　　（３）　特別聴講学生の入学について
　　（４）　非常勤講師の任用について
　　（５）　ナンバリングシステムの作成について
　　（６）　学生異動について
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）　平成２８年度大学入試センター試験について
　　（４）　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
　　（５）　平成２８年度夏季一斉休業について
　　（６）　工学部長予定者について
 

（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２８年１月１４日（木）
２　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２８年１月６日（水）
２　第８０回決定事項の認否　
３　議　　題
　　（１）　平成２８年度入学試験（博士前期課程）Ⅱ期合否判定について
　　（２）　平成２８年度入学試験（博士後期課程）合否判定について
　　（３）　平成２８年徳島大学大学院総合科学教育部博士前期課程地域科学専攻
　　　　　　Ⅲ期合否判定要領（案）について
　　（４）　平成２８年徳島大学大学院総合科学教育部博士前期課程地域科学専攻
　　　　　　Ⅳ期学生募集要項（案）について
　　（５）　平成２９年度入試日程（案）について
　　（６）　平成２８年度学位申請日程（案）について
４　報　　告
　　（１）　教育部長報告
　　（２）　教務・入試委員会

教授会
１　開 催 日　平成２８年１月１４日（木）
２　第８１回決定事項の認否
３　議　　題
　　（１）　大学院研究指導教員の選考について
　　（２）　特別聴講学生の入学について
４　報　　告
　　（１）　教育部長報告
　　（２）　教務・入試委員会

教授会（後期）
１　開 催 日　平成２８年１月２８日（木）
２　議　　題



　　（１）  学位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２８年　１月２８日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成28年度徳島大学大学院統合医療学際教育英語プログラム（４月入学）私
費外国人留学生の合否判定について
　　（２）　分野の開設について
　　（３）　学生の異動について
　　（４）　特別研究学生の受入れについて
　　（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）　平成28年度徳島大学大学院医科学教育部国費外国人留学生の推薦について
４　そ の 他

（大学院口腔科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　1月１４日（木）
２　議　　題
　　（１）　大学院生（修士課程）の第一次学位審査について
　　（２）　平成２８年度非常勤講師の任用（案）について
　　（３）　客員教授の選考について
　　（４）　研究発表会について
　　（５）　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２８年  １月  ７日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学大学院薬科学教育部と京都薬科大学大学院薬学研究科との間に
            おける特別研究学生交流協定書（案）について
　　（２）　他大学大学院等派遣許可について

（大学院栄養生命科学教育部）
教授会　
１　開 催 日　平成２８年　１月２８日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２７年度（第３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
　　（２）　平成２８年度栄養生命科学教育部授業時間割表（案）について
　　（３）　徳島大学大学院栄養生命科学教育部規則の一部改正（案）について
　　（４）　学生の長期履修について
　　（５）　学位審査（修士課程）
　　（６）　学位審査（博士課程）
３　諸 報 告
　　（１）　平成２８年度栄養生命科学教育部新入生オリエンテーションについて
４　そ の 他
　



（大学院保健科学教育部）
博士後期課程教授会議
１　開 催 日　平成２８年１月２１日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２７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
　　（２）　その他
３　諸 報 告
　　（１）　その他
　

教授会
１　開 催 日　平成２８年　１月２１日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度保健科学教育部（博士前期課程）第２次入学試験合否判定につ
いて
　　（２）　長期履修申請について
　　（３）　長期履修期間の変更について
　　（４）　平成２７年度保健科学教育部（博士前期課程）修士論文学位第一次審査につ
いて
　　（５）　保健科学教育部（博士前期課程）修士論文学位申請スケジュールについて
　　（６）　平成２８年度保健科学教育部オープンキャンパスについて
　　（７）　その他　
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）　平成２８年度教育部共通カリキュラム科目授業時間割について
　　（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２８年　１月１４日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２７年度課程博士の学位論文審査委員会委員の選出について
　　（２）　論文博士の学位論文予備審査委員会委員の選出について
　　（３）　入学試験における英語の取扱いについて
　　（４）　特別聴講学生の入学について
　　（５）　平成２８年度非常勤講師の任用について
　　（６）　学生異動について

（大学院医歯薬学研究部）
薬学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　１月　７日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員の人事について
 

医学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　１月１４日（木）
２　議　　題
　　（１）　女性研究者プロジェクト（講師）候補者の推薦について
　　（２）　寄附金の受入について
　　（３）　寄附物品の受入について
　　（４）　共同研究の受入について
　　（５）　その他
３　諸 報 告



　　（１）　教員の異動について
　　（２）　教授選考委員会報告
　　（３）　その他　
４　そ の 他
　

歯学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　１月１４日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員（助教）の選考の発議について
　　（２）　教員（助教(休職代替)）の選考の発議について
　　（３）　教員（特任助教）の選考について
　　（４）　女性研究者プロジェクト(上位職登用)の募集について
　　（５）　教務員の退職に伴う後任補充について
　　（６）　その他
３　報告事項
　　（１）　基礎歯学系(口腔組織学分野)教授選考委員会報告について
　　（２）　大学院医歯薬学研究部代議員会(12月3日，1月7日開催)について
　　（３）　教員(助教)の退職について
　　（４）　教員(助教(休職代替))の退職について
　　（５）　その他
　
　
保健学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　１月２１日（木）
２　議　　題
　　（１）　看護学系（学校保健学分野）准教授選考の発議について
　　（２）　共同研究の受入れについて
　　（３）　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２８年　１月１４日（木）
２　議　　題
    （１）  情報ソリューション部門情報数理科学大講座教授の採用について
    （２）  先進物質材料部門材料加工システム大講座教授の採用について
    （３）  エコシステムデザイン部門社会基盤システム工学大講座教授の採用について
    （４）  エネルギーシステム部門エネルギー応用工学大講座教授の採用について
    （５）  徳島大学AWA（OUR）サポートシステム女性研究者プロジェクトの推薦につい
て
３　諸 報 告
    （１)   研究部組織の見直しについて
    （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２８年　１月１５日（金）
２　議　　題
　　（１）　平成２９年度概算要求について
　　（２）　センター共通経費の執行について
　　（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）　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２８年　１月２０日（火）
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）　衛生管理者の交替について
　　（４）　その他
３　報告事項
　　（１）　センター長報告
　　（２）　各種委員会委員報告
　　（３）　寄附金の受入れについて
　　（４）　受託研究の受入について
　　（５）　次世代シーケンス解析収支報告
　　（６）　共通経費収支報告
　　（７）　その他

（病院）
病院教授会
１　開 催 日　平成２８年　１月２１日（木）
２　議　　題
　（１）　教員の選考について
　（２）　徳島大学AWA(OUR)サポートシステム女性研究者プロジェクトについて
３　報告事項
　　　教員の異動等について


