
（総合科学部）
社会総合科学科教授会議
１　開 催 日  平成２８年　６月　９日（木）
２　議　　題
　　（１）　研究生の入学について　　　　　　　　　　　　
　　（２）　特別聴講学生の入学について
　　（３）　サマースクールの受け入れについて
　　（４）　平成２９年度入学者選抜要項（案）について
　　（５）　開南大学人文社会学部との部局間学術交流協定の締結について
２　報　　告
    （１）　学部長報告
３　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）　教職教育センター運営委員会
　　（７）　ＦＤ委員会
　　（８）　地域交流支援室
　　（９）　国際交流委員会
　　（10）　駐車場委員会
　　（11）　情報セキュリティ管理委員会
　　（12）　自己点検・評価委員会
４　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　６月２３日（木）
２　第２回決定事項の認否　
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）　ＦＤ委員会
　　（４）　駐車場委員会
　　（５）　情報セキュリティ管理委員会
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　６月　９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年度入学者入学前の既修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）  研究倫理教育について
    （５）  学生の留学について
    （６）  特別聴講学生の受入について
    （７）  留学生受入抗体調査票について
    （８）  学外からの臨床実習受入れ手順について
    （９）  学生のセキュリティ設定申請について
    （10）  平成２９年度入学者選抜要項（案）について
    （11）  平成３０年度以降の医学科募集人員について
    （12）  平成２８年度上期大学院生経費の配分について
    （13）  平成２８年度医学部共同利用スペース利用料の再配分について
    （14）  その他　



３　諸 報 告
　　（１）  教育研究評議会報告（５月１７日開催）
　　（２）  学長選考会議報告（６月６日開催）
　  （３）  第３０回管理栄養士国家試験の結果について
　  （４）  教務委員会報告（６月１日開催）
    （５）  カリキュラム委員会報告（６月３日開催）
    （６）  病院報告
    （７）  その他
４　そ の 他

（保健学科）
教授会議
１　開 催 日　平成２８年　６月１６日（木）
２　議　　題
　  （１）  平成２８年度非常勤講師任用予定（追加）について
　  （２）  平成２８年度臨床教授等称号付与候補者の推薦（案）について
　  （３）  保健学科臨地・臨床実習教育補佐の称号の
            付与に関する申合せ（案）について
　  （４）  平成２８年度入学前の既修得単位の認定について
　  （５）  外国語技能検定試験による単位認定について
　  （６）  研究倫理教育について
　  （７）  専門科目における地域志向科目の指定について
　  （８）  帰国子女特別入試について
　  （９）  平成２９年度入学者選抜要項（案）について
　  （10）  平成２９年度私費外国人留学生募集要項（案）について
　  （11）  学科長選考方法の見直しについて
　  （12）  平成２８年度上期大学院生経費の配分（案）について
３　報告事項
　　（１）  教育研究評議会報告
　  （２）  学長選考会議報告
　  （３）  寄附金の受入れについて
　  （４）  大学教育委員会報告

（薬学部）
臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年　６月　１日（水）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度入学未納による除籍について

教授会
１　開 催 日　平成２８年　６月　９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）　平成３０年度薬学部入学試験における選抜方法の変更について
　　（３）　平成２９年度入学者選抜要項（案）について
　　（４）　平成２９年度私費外国人留学生入試学生募集要項（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）　薬学科「卒業研究」の発表について
　　（７）　各種委員会委員の選出について
　　（８）　共同研究の受入について

（工学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　６月２３日（木）
２　議　　題



　　（１）　特別聴講学生の入学について 
　　（２）　外国語技能検定試験による単位認定について 
　　（３）　平成２８年度非常勤講師の任用について 
　　（４）　学生異動について 
　　（５）　工学部併任教員について 
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　６月　９日（木）
２　議　　題
　　（１）　理工学部入学試験（推薦Ⅰ入試及び推薦Ⅱ入試）の
            選抜方法の変更について 
　　（２）　平成２９年度及び平成３０年度渡日前入学許可制度による
             私費外国人留学生入試学生募集要項（案）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）学生異動について 
３　諸 報 告
    （１）　寄附金の受入について
　　（２）　平成２９年度入学者選抜要項について
　　（３）　平成２８年度理工学部説明会及び理工学体験大学講座について

（生物資源産業学部）
生物資源産業学部教授会議事次第

１　開 催 日　平成２８年　６月　９日（木)　
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）　生物資源産業学部第2年次編入学試験合否判定要領について
（３）　平成３０年度入学者選抜における変更事項について
（４）　帰国子女特別入試について
（５）　渡日前入学許可制度による私費外国人留学生入試について
（６）　徳島県、徳島大学及び阿南高専との徳島県水産業の
        成長産業化及び関連産業の振興に関する協定の締結について
（７）　徳島県食品工業協会と国立大学法人徳島大学との
        徳島県食品産業の振興に関する協定の締結について
（８）　生物資源産業学部農場における教育研究に関する覚書の締結について
（９）　生物資源産業学部大宜都会規約および申合せについて
（10）　研究倫理教育の実施について
（11）　食の６次産業化プロデューサー認証について
（12）　共同研究の受入について
（13）　その他
　 ①ラーニングポートフォリオについて
　 ②コアジャーナルの購読について

３　諸 報 告
（１）　教員の教育に対する意識調査について
（２）　授業設計ワークショップについて
（３）　食料・農業・農村白書の説明会について
（４）　生物資源産業学部各種委員会名簿について
（５）　寄附金の受入について　
（６）　その他
 　①毒劇物管理について
 　②専任教員採用等設置変更計画について

 



生物資源産業学研究部教授会議事次第

１　開 催 日　平成２８年　６月　９日（木)　 
２　議　　題

 （１） 特別研究員の受入について

３　諸 報 告
（１）　研究部教員の研究紹介について

（大学院総合科学研究部）
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　６月　９日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学大学院総合科学研究部社会総合科学部門人事委員会規則
            の一部改正（案）について　　　　　
３　報　　告
　　（１）　研究部長報告 　　　　　　　　　　　　　　　 　　 
４　各種委員会報告
　　（１）　人事委員会
　　（２）　研究推進室
　　（３）　紀要編集委員会
　　（４）　インスティトゥーショナル・リサーチ室運営委員会
５　そ の 他

（大学院総合科学教育部）
教授会
１　開 催 日 平成２８年　６月２３日（木）
２　第８７回決定事項の認否　
３　議　　題           

 　　（１） 学生指導経費（前期）予算配分（案）について
　　（２）　外国人留学生経費（前期）予算配分（案）について　　　　　　　　　　
　　（３）　ＴＡの採用について
　　（４）　特別研究学生の入学について
　　（５）　既修得単位の認定について
４　報　　告
　　（１）　教育部長報告
　　（２）　博士後期課程教授会議
５　各種委員会報告
　　（１）　教育部教務・入試委員会
６　そ の 他

博士後期課程教授会議
１　開 催 日　平成２８年６月２３日（木）
２　第２５回決定事項の認否
３　議　　題
　　（１）  予備審査の判定について

（大学院医科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　６月２３日（木）　
２　議　　題
 　 （１）  平成２８年度徳島大学大学院医科学教育部学際教育英語プログラム
            私費外国人留学生（１０月入学）の合否判定について
 　 （２）  平成２８年度非常勤講師の選考について
 　 （３）  客員教授の選考について



 　 （４）  学生の異動について
 　 （５）  研究倫理教育の実施について
 　 （６）  論文審査
３　諸 報 告
 　 （１）  一般大学院講義「先端医学特論」とがんプロ講義の読み替えについて
４　そ の 他

（大学院薬科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　６月　９日（木）
２　議　　題
　　（１）　学生の異動について
　　（２）　特別研究学生の受入れについて
　　（３）　徳島大学大学院薬科学教育部と京都大学大学院薬科学研究科との
            間における特別研究学生交流協定書（案）について

（大学院栄養生命科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　６月２３日（木）　
２　議　　題
 　 （１）  大学院博士前期課程募集要項（英文）について　　　　　　  　　
    （２）  大学院博士後期課程募集要項（英文）について　　　　　　　　　
    （３）  大学院栄養生命科学教育部大学院中間報告会について　　　
    （４）  研究倫理教育の実施について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （５）  学生の留学について　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
    （６）  学位審査（課程博士）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　諸 報 告
    （１）  栄養生命科学教育部教育・研究委員会報告について
    （２）  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　６月１６日（木） 
２　議　　題
　　（１）　研究倫理教育について
３　報告事項
　　（１）　平成２８年度学位論文申請の手引きについて
　　（２）　小豆島リトリートについて
　　（３）　大学教育委員会報告

（大学院先端技術科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　６月２３日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度課程博士の学位論文予備審査結果について 
　　（２）  平成２９年度博士後期課程入学者選抜方法（案）について 
    （３）  学生の研究指導委託について 
　　（４）　特別聴講学生の入学について 
　　（５）　受入学生の単位認定について 

（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　６月　９日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員の選考について
　　（２）　教授選考方針（案）について
  　（３）　教授選考委員会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）
    （４）　外国人研究者の受入について
　　（５）　共同研究の受入について
　　（６）　その他
３　諸 報 告
　　（１）　テニュアトラック教員への応募について
　　（２）　教授選考委員会報告
    （３）　大学院医歯薬学研究部代議員会報告（５月１２日・６月２日開催）
　　（４）　教員の異動について
　　（５）　受託研究の受入について
　　（６）　寄附金の受入について
　　（７）　その他　
４　そ の 他
　
薬学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　６月　９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　６月１６日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員の再任審査について
　　（２）　教授選考方針（案）について
　　（３）　教員の配置換について
　　（４）　教員選考に係る様式の変更について
　　（５）　共同研究の受入れについて
３　報　　告
　　（１）　大学院医歯薬学研究部代議員会報告

（大学院理工学研究部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　６月　９日（木）
２　議　　題
　　（１）　連携研究部門寄附講座系ナノマテリアルテクノロジー分野
            特任准教授の選考について
　　（２）　訪問講師の称号付与について 
　　（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の変更について 
　　（５）　外国人研究者の受入中止について 

（先端酵素学研究所）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　６月２３日（木）
２　議　　題　
　　（１）　教授会・教授会議の議事要旨のＨＰ公開について
　　（２）　その他
３　報　　告
　　（１）　各種委員会報告
　　（２）　平成２８年度大学改革基盤強化促進費等について
　　（３）　「共同利用・共同研究・蔵本地震支援」公募について



　　（４）　研究所セミナーについて
　　（５）　その他

（病院）
病院運営会議
１　開 催 日　平成２８年　６月１５日（水）
２　議　　題
　（１）　規則の改正について
　（２）　診療科長等の交替について
　（３）　各種委員会委員の選出について
　（４）　病院品質管理室各部門委員の選出について
　（５）　病院教授の称号付与について
　（６）　診療許可及び診療届について
　（７）　業務許可について
　（８）　共同研究の受入について
３　報告事項
　（１）　医員、研修医、診療支援医師等の退職及び採用について
　（２）　寄附金について
　（３）　受託研究について
　（４）　受託事業について
　（５）　平成２７年度病院決算について
　（６）　医療機関別係数・ベンチマーク分析について
　（７）　平成２８年度稼働状況及び医事関係報告について
　（８）　品質管理室報告
　（９）　臨床試験管理センター報告
　（10）　患者支援センター報告
　（11）　徳島県地域医療支援センター報告
　（12）　キャリア形成支援センター報告
　（13）　クリニカルアナトミー教育・研究センター報告
　（14）　各種委員会報告
　（15）　その他
　
病院教授会
１　開 催 日　平成２８年　６月１５日（水）
２　議　　題
　（１）　教授の選考について
　（２）　教授選考方針（案）（ER・災害医　療診療部）について
　（３）　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


