
（教養教育院）
教授会
１　開 催 日　　平成２８年９月１日（木）
２　議    題
　(1) 平成２８年度非常勤講師の採用について
　(2) 外国語技能検定試験による単位認定について
　(3) 平成２９年度学年暦（教養教育）（案）について
３　報告事項
　(1) 教養教育院長報告
　(2) 全学委員会等報告
　(3) 各委員会報告

（総合科学部）
総合科学部教授会
１　開 催 日　平成２８年  ９月　８日（木）
２　第４２３回決定事項の認否
３　議　　題
  　（１）  学部長候補適任者の選定について
４　報　　告
  　（１）　学部長報告
５　その他報告

社会総合科学科教授会議
１　開 催 日　平成２８年　９月　８日（木）
２　第４回決定事項の認否　
３　議　　題
　　（１）　学生の異動について　　　　　　　　　　　　
　　（２）　平成２９年度特別入試入学試験問題作成担当者数及び面接試験委員数
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
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　９月２１日（水）
２　第４回決定事項の認否　
３　議　　題
　　（１）　学生の異動について
　　（２）　学生の留学について
　　（３）　科目等履修生の入学について
　　（４）　科目等履修生の在学期間延長について
　　（５）　科目等履修生の退学について
　　（６）　研究生の在学期間延長について
　　（７）　科目等履修生の単位認定について
　　（８）　特別聴講学生の単位認定について
　　（９）　平成２８年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について
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
６　そ の 他



（医学科及び医科栄養学科）
教授会
１　開 催 日　平成２８年９月８日（木）
２　議　　題
　　 （１）学部長候補適任者選定管理委員会委員選出について（予告）
     （２）平成２８年度非常勤講師の任用について
     （３）客員教授の選考について
     （４）平成28年度選択実習成績判定について
     （５）教養教育科目履修要件の変更（案）について
     （６）研究生の入学について
     （７）学生の留学について
     （８）平成29年度医学研究実習（研究室配属）の学生募集（案）について
     （９）平成28年度医学研究実習ポスター発表会評価者依頼（案）について
     （10）ＭＤ－ＰｈＤコース修了生の臨床実習
           クリニカルクラークシップ日程（案）について
     （11）学生の異動について
     （12）平成２８年度康楽賞受賞候補者（教員の部）の推薦について
     （13）平成２８年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について
     （14）学生の懲戒について（非公開）
     （15）その他
３　諸 報 告
     （１）教育研究評議会報告（７月１９日開催）
     （２）教務委員会報告（９月２日開催）
     （３）平成２８年度オープンキャンパスについて
     （４）動物実験委員会報告（８月９日開催）
     （５）実験動物慰霊祭の開催について
     （６）その他
４　そ の 他

（保健学科）
教授会
１　開 催 日　　平成２８年９月１５日（木）
２　議　　題
     （１）　学部長候補適任者選定管理委員会委員選出について（予告）
　　 （２）　学生異動について
　　 （３）　平成２８年度康楽賞受賞候補者推薦（案）について
　　 （４）　科目等履修生の単位認定について
　　 （５）　外国留学辞退届について
　　 （６）　学生の留学について
　　 （７）　平成２９年度徳島大学医学部保健学科３年次
             編入学試験の合否判定について
　　 （８）　平成２９年度徳島大学医学部保健学科３年次
             編入学（第二次）学生募集要（案）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

（歯学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月　８日（木）
２　議　　題
　　（１）　歯学部長候補者選考日程(案)について
　　（２）　平成２８年度康楽賞受賞候補者の推薦について
　　（３）　共同研究の受入について
　　（４）　平成２８年度科目等履修生の入学について



　　（５）　平成２８年度研究生の在学期間延長について
　　（６）　臨床実習開始前「共用試験」の成績に関する申合せについて
　　（７）　歯学部校舎改修について
　　（８）　その他
３　報告事項
　　（１）　教育研究評議会について
　　（２）　病院運営会議等について
　　（３）　各委員会報告について
　　（４）　寄附金の受入について
　　（５）　全国歯科大学長・歯学部長会議及び
            全国歯科大学・歯学部附属病院長合同会議について
　　（６）　平成２８年度及び平成２９年度ＯＳＣＥについて

臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月２８日（水）
２　議　　題
　　（１）　歯学科第２年次学生の進級認定について
　　（２）　歯学科第４年次学生の進級認定について
　　（３）　歯学科第５年次学生の進級認定について
　　（４）　口腔保健学科第３年次学生の進級認定について
　　（５）　平成２８年度歯学部非常勤講師の任用について
　　（６）　平成２８年度康楽賞受賞候補者（学生）の選考について
　　（７）　学生異動について
　　（８）　第３期中期目標期間に向けた組織及び業務全般の見直し(案)について
　　（９）　歯学部校舎の改修について
　　（10）　その他
３　報告事項
　　（１）　徳島大学基金について
　　（２）　全学学生委員会報告について
　　（３）　その他

（薬学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月　８日（木）
２　議　　題
　　（１）　学生の異動について
　　（２）　長井賞及び康楽賞受賞候補者について
　　（３）　平成２８年度第３年次学生の単位認定及び学科配属要件の判定について
　　（４）　４年制課程卒業者の薬剤師国家試験受験資格に係る単位認定について
　　（５）　ルーブリック評価表について
　　（６）　徳島大学薬学部における成績評価等の申立てへの対応に
            関する申合せ（案）について
　　（７）　学部学生の旅費の取扱いについて
　　（８）　薬学部長候補者意向投票等管理委員会委員の選出について
３　報告事項
　　（１）　学部長報告
　　（２）　評議員報告
　　（３）　教務委員長報告
　　（４）　薬学部オープンキャンパス２０１６について
　　（５）　創薬／薬学・薬剤師体験学習（ひらめき☆ときめきサイエンス）について
　　（６）　寄附金の受入について
　　（７）　その他

臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月２９日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学学生懲戒規則の一部改正（案）について



　　（２）　第３年次学生の学科進学振り分けについて
　　（３）　平成２９年度徳島大学学生募集要項
           （大学入試センター試験を課す推薦入試）（案）について
　　（４）　平成２９年度徳島大学学生募集要項（一般入試）（案）について
　　（５）　平成２８年度学部担当非常勤講師の追加任用（案）について
　　（６）　学生の短期留学について
　　（７）　学部長候補者選考の実施について
　　（８）　その他
３　報告事項
　　（１）　平成２８年度第３年次学生の単位認定及び学科配属要件の判定について
　　（２）　学部長報告
　　（３）　評議員報告
　　（４）　教務委員長報告
　　（５）　入試委員長報告
　　（６）　薬学部ＯＳＣＥ委員長報告
　　（７）　寄附金の受入について
　　（８）　その他

（工学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年９月２３日（金)
２　議  　題
　　（１）　平成２８年９月３０日付け卒業認定について  
　　（２）　早期履修生の推薦について
　　（３）　特別聴講学生の入学について  
　　（４）　科目等履修生の入学について  
　　（５）　特別聴講学生の単位認定について  
　　（６）　科目等履修生の単位授与について  
　　（７）　特別聴講学生の在学期間延長について
　　（８）　科目等履修生の在学期間延長について      
　　（９）　平成２８年度非常勤講師の任用について  
　　 (10)   学生異動について 
     (11)   平成２８年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について  
　　 (12) 　平成２９年度編入学（第２次）入学者選抜方法（案）について  
     (13)   平成２９年度編入学（第２次）学生募集要項（案）について

（理工学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年９月８日（木）
２　議　　題
　　（１）  研究生の入学について  
    （２）  学生の留学について  
    （３）  学生異動について  
    （４）  徳島大学とボルドー大学との間における
            学術交流に関する協定等の締結について
    （５）  徳島大学とベトナム国立農業大学との間における
            学術交流に関する協定等の締結について  
    （６）  徳島大学理工学部とトゥールーズ工科大学との
            学術交流を推進するための協定等の更新について  
    （７）  徳島大学理工学部と北京航空航天大学自動化科学電気工程学院との
            学術交流を推進するための協定等の更新について  
    （８）  平成３０年度理工学部入学者選抜方法
           （渡日前入学許可制度による私費外国人留学生入試）（案）について  
３　諸 報 告 
    （１）  オープンキャンパス及び理工学体験大学講座について
    （２）  受託研究の受入について  



    （３）  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

１　開 催 日　平成２８年　９月　８日（木)　 
２　議　　題
（１）　平成２９年度徳島大学生物資源産業学部第２年次編入学試験の合否判定について
（２）　中国・四国地区国公立大学農学系学部相互間における
        単位互換に関する協定への参加について
（３）　徳島県、国立大学法人徳島大学、
        国立大学法人鳴門教育大学、公益社団法人徳島県森林づくり推進機構及び
        公益社団法人徳島県建築士会との徳島県林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
（４）　Tファームいしいへの駐車場の一時貸与について
（５）　グッズの作成について
（６）　共同研究の受入について
（７）　その他
　 　　①徳大広報（とくtalk）の原稿執筆について
     　②日本生物工学会西日本支部の市民フォーラム及び講演会について

３　諸 報 告
（１）　オープンキャンパスアンケート結果について
（２）　平成２８年度石井町｢徳大連携｣学生地域活動支援事業費補助金の
        交付申請について
（３）　寄附金の受入について　
（４）　受託研究の受入について　

大学院生物資源産業学研究部教授会

１　開 催 日　平成２８年　９月　８日（木)　 
２　議　　題
（１）　外国人研究者の受入について

（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　９月　８日（木）
２　第４回決定事項の認否　
３　議　　題
    （１）　定員削減計画について
４　報　　告
    （１）　研究部長報告
　  （２）　平成２８年度康楽賞受賞候補者（教員の部）の推薦について
５　各種委員会報告
    （１）　人事委員会
６　そ の 他

（大学院総合科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月１５日（木）
２　第９０回決定事項の認否　
３　議　　題           
　　（１）　平成２９年度入学試験（博士前期課程）
　　（２）　平成２８年度博士前期課程修了（９月修了）の認定について



　　（３）　学生の異動について
　　（４）　研究生の入学について
　　（５）　科目等履修生の入学について　　　　　　　　
　　（６）　特別聴講学生の単位認定について　　　　　　
　　（７）　平成２８年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について
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）
臨時教授会
１　開 催 日　　平成２８年９月８日（木）
２　議　  題
   　（１）平成２８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２９年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（第２次）
           学生募集要項（案）について
　　 （４）平成２９年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（第２次）
           学生募集要項（案）について
　　 （５）平成２９年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程
           M.D.-Ph.D.コース（第２次）学生募集要項（案）について
　　 （６）学生の異動について
　　 （７）論文審査
     （８）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

教授会
１　開 催 日　　平成２８年９月２９日（木）　
２　議　　題
　　 （１）平成２８年度非常勤講師の選考について
　　 （２）分野の新設について
　　 （３）学生の異動について
　　 （４）論文審査
     （５）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）第６３回徳島大学解剖体慰霊祭の挙行について
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　９月　８日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２９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）入学試験の合否判定について
　　（２）　平成２９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）入学試験の合否判定について
　　（３）　平成２９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）入学試験の合否判定について
　　（４）　平成２８年度徳島大学大学院口腔科学教育部
           （論文博士（語学試験（英語）））成績の合否判定について
　　（５）　大学院生(博士課程)の第二次学位審査について
　　（６）　科目等履修生の入学について
　　（７）　研究生の入学について



　　（８）　長期履修について
　　（９）　その他
３　報告事項
　　（１）　各委員会報告について
　　（２）　大学院研究科設置の検討について
　　（３）　その他

臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月２８日（水）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度康楽賞受賞候補者(学生)の選考について
　　（２）　学生異動について
　　（３）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他

（大学院薬科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月　８日（木）
２　議　　題
　　（１）　薬科学教育部博士論文の第２次審査について
　　（２）　学生の異動について
　　（３）　康楽賞受賞候補者について
　　（４）　特別研究学生の受入れについて
 
臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月２９日（木）
２　議　　題
　　（１）　学生の異動について

（大学院栄養生命科学教育部）
臨時教授会
１　開 催 日　　平成２８年９月１日（木）
２　議　  題
     （１）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）第一次学生募集入学試験合否判定について　　　　　　　　
     （２）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）第一次学生募集入学試験合否判定について　　　　　　　　
     （３）リサーチ・アシスタントの採用について　　　　　　　　　　　　　　
     （４）学生の異動について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
３　諸 報 告
４　そ の 他

教授会
１　開 催 日　　平成２８年９月２９日（木)
２　議  　題
     （１）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２次学生募集要項（案）
          （一般・私費外国人留学生）について　　　　　　　　　　　　　  　
     （２）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２次学生募集要項（案）社会人特別入試
          （臨床栄養社会人コース）について　　　　   
     （３）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２次学生募集要項（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



          （博士後期課程）第２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　　　　　　　　
     （５）平成２８年度（第２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　　　
     （６）一般学生から社会人学生への変更について　　　　　　　　　 　　
     （７）学位審査（課程博士）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　諸 報 告
４　そ の 他

（大学院保健科学教育部）
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９月１５日（木）
２　議　　題
     （１）　保健科学教育部博士論文学位第一次審査について
　　 （２）  保健科学教育部（博士後期課程）博士論文学位第二次審査について

教授会
１　開 催 日　　平成２８年９月１５日（木）
２　議　　題　　
　　 （１）　学生異動について
      (２)　 平成２８年度康楽賞受賞候補者の選考について
　　 （３）　平成２９年度保健科学教育部（博士前期課程）入学試験合否判定について
     （４）　平成２９年度保健科学教育部（博士後期課程）入学試験合否判定について
　　 （５）　博士後期課程研究指導教員の追加について
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

（大学院先端技術科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年９月２３日（金)
２　議  　題
　　（１）　平成２８年度博士前期課程修了判定について               
　　（２）　平成２８年度博士後期課程修了判定について                
　　（３）　学位論文の機関リポジトリへの公表保留について            
　　（４）　学生の留学について                           
　　（５）　早期履修生の入学について                       
　　（６）　早期履修生の単位授与について                     
　　（７）　科目等履修生の単位授与について                    
　　（８）　学生異動について                         
　　（９）　平成２８年度国際交流研究奨励賞受賞候補者について            
　　 (10)   平成２８年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について        
     (11)   平成２９年度博士前期課程（第２次）入学者選抜方法（案）について   
     (12)   平成２９年度博士前期課程（第２次）学生募集要項（案）について     
     (13)   平成２９年度博士後期課程（第２次）入学者選抜方法（案）について    
     (14)   平成２９年度博士後期課程（第２次）学生募集要項（案）について     
     (15)   平成２９年度博士前期課程入学者選抜方法
           （学部３年次学生を対象とする特別入試）（案）について                 
     (16)   平成２９年度博士前期課程学生募集要項
           （学部３年次学生を対象とする特別入試）（案）について                 
     (17)   徳島大学大学院先端技術科学教育部と哈爾濱工業大学との
            共同学位プログラムに関する協定等の更新について                      
     (18)   徳島大学大学院先端技術科学教育部と
            北京航空航天大学自動化科学電気工程学院との
            共同学位プ ログラムに関する協定等の締結について                  
     (19)   入学料未納による除籍処分について                 



３　諸 報 告
　　（１）　平成２８年度博士前期課程（１０月入学）入学試験の合否判定について 
 　 （２）  平成２９年度博士前期課程入学試験の合否判定について 
　　（３）　平成２８年度博士後期課程（１０月入学）入学試験の合否判定について
　　（４）　平成２９年度博士後期課程入学試験の合否判定について 

入学試験合否判定教授会議
１　開 催 日　　平成２８年９月１日（木）
２　議　　題 
　　（１）　平成２８年度博士前期課程（１０月入学）入学試験の合否判定について
　　（２）　平成２９年度博士前期課程入学試験の合否判定について
　　（３）　平成２８年度博士後期課程（１０月入学）入学試験の合否判定について
　　（４）　平成２９年度博士後期課程入学試験の合否判定について
　　（５）　その他

（大学院医歯薬学研究部）
医学系教授会   
１　開 催 日　　平成２８年９月８日（木）
２　議　　題 
　　 （１）教授の選考について（候補適任者選出・投票予告）
     （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）教員の選考について
     （５）教員の再任審査について（投票）
     （６）学長裁量教員（任期付き教授）の配置期間の延長について
 　　（７）寄附講座（地域医療人材育成）の設置内容変更について
　　 （８）共同研究の受入について
     （９）その他
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）寄附金の受入について
     （４）寄附講座（心臓血管病態医学分野）の設置内容変更について
     （５）「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」の
           一部改定への対応について
     （６）大学院医歯薬学研究部代議員会報告
     （７）その他　
４　そ の 他

歯学系教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月　８日（木）
２　議　　題
　　 （１）　国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則の一部改正について
　　 （２）　教授選考方針(案)(基礎歯学系(口腔微生物学))について
　　 （３）　教授選考方針(案)(臨床歯学系(歯周歯内治療学))について
　　 （４）　教員(准教授)の選考の発議について
　　 （５）　教員(准教授)の選考について
　　 （６）　教員(助教)の選考について
　　 （７）　その他
３　報告事項
　　 （１）　大学院医歯薬学研究部代議員会(９月５日開催)について
　　 （２）　教員(講師)の異動について
　　 （３）　その他

薬学系教授会議



１　開 催 日　平成２８年　９月　８日（木）
２　議　　題
     （１）　教員の人事について
     （２）　大学院医歯薬学研究部薬科学部門生命薬学系衛生薬学分野
             選考委員会委員の選出について
　   （３）　平成２８年度康楽賞受賞候補者の推薦について

保健学系教授会
１　開 催 日　　平成２８年９月１５日（木）
２　議　　題
　　 （１）　看護学系（臨床腫瘍医療学分野）助教の選考について
　　 （２）　医用検査学系（生体機能解析学分野）准教授選考の発議について
     （３）　寄附講座（地域医療人材育成分野）の設置内容変更について
     （４）　平成２８年度康楽賞授賞候補者（教員）の選出について
　　 （５）　そ の 他
３　報 　告
　　 （１）　大学院医歯薬学研究部代議員会報告
　　 （２）　受託研究の受入れについて
　　 （３）　「企業等からの資金提供の状況の公表に関するガイドライン」の
             一部改定への対応について

臨時歯学系教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月２８日（水）
２　議　　題
　　 （１）　第３期中期目標期間に向けた組織及び業務全般の見直し(案)について
　 　（２）　その他
３　報告事項
　　 （１）　国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則の一部改正について
　　 （２）　その他

（大学院理工学研究部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年９月８日（木）
２　議　　題
　　（１）　理工学部門機械科学系材料科学分野准教授または講師の発議について
　　（２）　理工学部門機械科学系材料科学分野助教の発議について  
　　（３）　平成２８年度康楽賞受賞候補者（教員の部）の推薦について  
　　（４）　外国人研究者の受入期間の変更について  
　　（５）　環境防災研究センターの組織見直しについて  
３  諸 報 告 
　　（１）　エンジニアリングフェスティバル 2016 について

（先端酵素学研究所）
教授会
１　開 催 日　平成２８年９月３０日（金）
２　議　　題
　　（１）　研究所共通経費の執行状況について
　　（２）　国際統合医療持論・生命科学研究手法について
　　（３）　その他
３　報　　告
　　（１）　各種委員会報告
　　（２）　先端酵素学研究所パンフレットについて
　　（３）　先端酵素学研究所ＨＰについて
　　（４）　共同利用共同研究選考完了と開始について
　　（５）　初期発生研究分野特任助教の選考について



　　（６）　組織及び業務全般の見直し（案）について
　　（７）　九州大学シンポジウムへの派遣について
　　（８）　ネットワークシンポジウムの準備について
　　（９）　平成２８年度康楽賞受賞候補者（教員の部）決定について
　　（10）　「平成２８年度若手研究者学長表彰」被表彰者の決定について
　　（11）　１０月の研究所セミナーについて
　　（12）　徳島大学基金のリニューアルに伴う研究所への支援基金について
　　（13）　その他

（病院）
病院教授会
１　開 催 日　平成２８年　９月１５日（木）
２　議　　題
　（１）　教員の再任について
　（２）　特任教授の選考について
　（３）　教員の発議及び選考について
３　報告事項
　（１）　教員の異動等について
　（２）　その他


