
（総合科学部）
社会総合科学科教授会
１　開 催 日　平成２８年　５月１２日（木）
２　第１回決定事項の認否
３　報　　告
    （１）　学部長報告
    （２）　教育研究評議会報告
４　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）　入学試験委員会
    （５）　大学教育委員会
    （６）　将来構想委員会
    （７）　ＦＤ委員会
    （８）　グローバル化推進室
    （９）　部内国際交流委員会
    （10）　全学国際交流委員会
    （11）　教員養成推進委員会
    （12）　ＣＯＣプラス推進機構会議
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　平成２８年　５月２６日（木）
２　第１回決定事項の認否
３　議　　題
　　（１）　留学による修得単位認定について
　　（２）　外国語技能検定試験による単位認定について
４　報　　告
    （１）　学部長報告
５　各種委員会報告
　　（１）　教務委員会
　　（２）　学生委員会
　　（３）　就職委員会
　　（４）　グローバル化推進室
５　そ の 他

（医学科及び医科栄養学科）
教授会議
１　開 催 日　平成２８年　５月１２日（木）
２　議　　題
 　　（１） 平成２８年度非常勤講師の任用について
　　 （２） 平成２８年度客員教授の選考について
     （３） 平成２８年度臨床教授の選考について
     （４） 研究生の入学について
     （５） 平成２８年度SIH道場「チーム医療入門」での
            ファシリテーター担当（医学科）について
     （６） 共用試験医学系OSCE分野別教員分担数について
     （７） 学生のセキュリティ設定申請について
     （８） 病院見学許可書の書式と発行願について
     （９） 医学科６年間の総合成績について
     （10） 学生異動について
     （11） 神戸大学との連携協定について
     （12） その他
３　諸 報 告
 　　（１） 教育研究評議会報告（４月１９日開催）
 　　（２） 教務委員会報告（４月２日開催）



 　　（３） 入試委員会報告（５月９日開催）
 　　（４） 病院報告
 　　（５） 動物実験委員会報告
 　　（６） 平成２８年度計画等について
　　 （７） その他
４　そ の 他

（保健学科）
教授会議
１　開 催 日　平成２８年　５月１９日（木）
２　議　　題
　　 （１） 平成２８年度３年次編入学生の既修得単位認定について
　　 （２） 平成２８年度非常勤講師の任用予定（追加）について
　　 （３） 学生の留学について
　　 （４） 教室系補助職員の負担割合について
３　報告事項
　　 （１） 教育研究評議会報告
　　 （２） 教務委員会報告
　　 （３） 入試委員会報告
　　 （４） 寄附金の受入れについて
　　 （５） ホームページ英語版作成について
　　 （６） 平成２８年度計画等について

（薬学部）
１　開 催 日　平成２８年　５月１２日（木）
２　議　　題
    （１）　平成３０年度以降の薬学部入試制度について
　　（２）　アドミッション・ポリシーの見直しについて
　　（３）　客員教授の委嘱について
　　（４）　各種委員会委員の選出について
　　（５）　スマトラ・ウタラ大学との部局間学術交流協定書の締結について
　　（６）　外国人研究者の受入について
　　（７）　共同研究の受入について
３　報告事項
　　（１）　学部長報告
　　（２）　評議員報告
　　（３）　平成２９年度徳島大学入試実施日程について
　　（４）　オープンキャンパス２０１６について
　　（５）　薬学部宣伝隊について
　　（６）　２年次・３年次進路希望アンケートについて
　　（７）　平成２８年度年度計画の具体的な取組内容（案）について
　　（８）　平成２８年度研究室等への配分予定額について
　　（９）　寄附金の受入について
　　（10）　その他

（工学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　５月２６日（木）　
２　議　　題
　　（１）  学生異動について 
    （２）  平成２８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
    （３）  平成２８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 
３　諸 報 告



    （１）  平成２９年度工学部編入学試験の合否判定について

（理工学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　５月１２日（木）
２　議　　題
　　（１）  アドミッション・ポリシーの見直しについて 
    （２）  平成２９年度徳島大学入学者選抜要項（案）について 
    （３）  平成２９年度理工学部入学者選抜方法
           （センター試験を課さない特別入試
            ［昼間コース・夜間主コース］推薦入学）（案）について 
    （４）  平成２９年度理工学部入学者選抜方法
           （センター試験を課さない特別入試［夜間主コース］社会人）
           （案）について
　　（５）  平成２９年度理工学部入学者選抜方法
           （センター試験を課する特別入試［昼間コース］推薦入学）（案）について
　　（６）  平成２９年度理工学部入学者選抜方法
           （私費外国人留学生入試）（案）について
　　（７）  平成２９年度徳島大学学生募集要項
           （センター試験を課さない特別入試［推薦Ⅰ・帰国子女・社会人］）
           （案）について 
　　（８）  平成２９年度徳島大学学生募集要項
           （私費外国人留学生入試）（案）について
　　（９）  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

（生物資源産業学部）
生 物 資 源 産 業 学 部 教 授 会 議 事 次 第

1．日　時  平成２８年５月１２日（木）　１４：５７～１６：０１
2．議　題
(1) 生物資源産業学部第２年次編入学学生募集要項について
(2) 平成２８年度予算配分（案）について
(3) 共同研究の受入について
3．諸報告
(1) 産官学連携による次世代型農業研究実証事業の実施に関する協定の締結について
(2) 生物資源産業学部各種委員会名簿について
(3) 寄附金の受入について
(4) 創薬・医療機器開発施設の動物実験について
(5) その他

                                                                        以　上

（大学院総合科学研究部）
社会総合科学部門教授会議

１　開 催 日  平成２８年　５月１２日（木）
２　第１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２８年　５月２６日（木）
２　第８６回決定事項の認否
３　議　　題           
    （１）　平成２９年度博士前期課程（Ⅰ期・Ⅱ期）及び博士後期課程合否
    （２）　研究生の入学について　　　　　　　　　　
    （３）　特別聴講学生の入学について
    （４）　ＴＡの採用について
    （５）　学生の除籍について
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
６　その他

（大学院医科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　５月２６日（木）　
２　議　　題
 　　（１） 平成２８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） 学生の異動について
 　　（５） 神戸大学との連携協定について
３　諸 報 告
 　  （１） 大学教育委員会報告について
４　そ の 他

（大学院薬科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　５月１２日（木）
２　議　　題
　　（１）　薬科学教育部博士論文（論文博士）の受理について
　　（２）　薬科学教育部博士論文（論文博士）の第１次審査について
　　（３）　薬科学教育部博士論文（論文博士）の審査委員の選出について
　　（４）　大学院薬科学教育部の専攻・講座の見直しについて
　　（５）　平成２８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
　　（６）　平成２９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
　　（７）　平成２８年度リサーチ・アシスタントの採用（案）について
　　（８）　平成２８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２８年　５月２６日（木）　
２　議　　題
 　　（１） 平成２８年度秋季募集及び
　　　　　　平成２９年度第一次募集の出願期間の変更について
 　　（２） 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）
            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
 　　（３） 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）
            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　　　 　　
 　　（４） 平成２９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（案）（一般・私費外国人留学生）について　　　　　　 　
 　　（５） 平成２９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（案）社会人特別入試（臨床栄養社会人コース）について　  
　　 （６） 平成２９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（案）一般・社会人・私費外国人留学生）について　　　　　
 　　（７） 平成２９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
 　　（８） 平成２８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　　
 　　（９） 平成２８年度栄養生命科学教育部Ｒ・Ａの選考について　　　 　
　　 （10） 平成２８年度栄養生命科学教育部Ｔ・Ａの選考について　　　　
　　 （11） 平成２８年度栄養生命科学教育部のオープンキャンパスについて
 　　（12） 学生の異動について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　　（13） 学位審査（課程博士）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　諸 報 告
     （１） 大学教育委員会報告について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　そ の 他

（大学院保健科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　５月１９日（木） 
２　議　　題
　　 （１） 平成２８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２９年度大学院保健科学教育部
            総合医療学際教育英語プログラム学生募集について
　　 （３） 平成２８年度保健科学教育部学位取得スケジュール（案）について
　　 （４） 平成２８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
　　 （５） 平成２９年度保健科学教育部学生募集要項（案）について
　　 （６） 平成２９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） 博士前期課程授業担当教員の追加について
　　 （２） 大学教育委員会報告について
　　 （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　５月２６日（木）　
２　議　　題
　　（１）　論文博士の学位授与合否判定について 
　　（２）　平成２８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）　早期履修による既修得単位の認定について 

（大学院医歯薬学研究部）
医学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　５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） 外国人研究者の受入について



　　 （４） 外国人研究者の受入期間変更について
　　 （５） 共同研究の受入について
     （６） その他
３　諸 報 告
 　　（１） 教授選考委員会報告
   　（２） 教員の異動について
　　 （３） 受託研究の受入について
     （４） 寄附金の受入について
     （５） 寄附物品の受入について  
     （６） その他　
４　そ の 他
　
薬学部系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　５月１２日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員の人事について
　

保健学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　５月１９日（木）
２　議　　題
　　 （１） 教員の再任審査の発議について

（大学院理工学研究部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　５月１２日（木）
２　議　　題
    （１）  理工学部門社会基盤デザイン系構造・材料分野
          （大学院ソシオテクノサイエンス研究部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）准教授又は講師の選考について

（先端酵素学研究所）
教授会
１　開 催 日　平成２８年５月２４日（火）
２　議　　題
　　（１）　研究所セミナーについて
　　（２）　研究所共通経費について
　　（３）　研究所の英語名称変更について
　　（４）　その他
３　報告事項
　　（１）　各種委員会報告
　　（２）　運営協議会と共同研究委員会委員について
　　（３）　共同利用・共同研究拠点における熊本地震被災研究者支援について
　　（４）　その他

（病院）
病院教授会
１　開 催 日　平成２８年　５月１９日（木）
２　議　　題
　（１）　教員選考委員会及び推薦委員会委員の選出について
　（２）　教員の選考について
３　報告事項
　（１）　教員の異動等について
　（２）　その他


