
教授会報告
◎学部
(総合科学部)
■社会総合科学科教授会議
１　開 催 日　平成２９年１２月１４日（木）
２　第２０回決定事項の認否
３　議　　題
（１）　徳島大学総合科学部における建物管理区分の決定手続きに関する規則の取り下げについて
（２）　大学間協定締結に伴う鳴門教育大学と総合科学部との単位互換に関する協定の失効について
（３）　平成３０年度学年暦について
（４）　外国語技能検定による単位認定について
（５）　短期語学研修（留学）による単位認定について
（６）　平成３０年度大学入試センター試験を課さない特別入試（推薦Ⅰ）
（７）　平成３０年度大学入試センター試験を課さない特別入試（社会人）
（８）  社会人，帰国子女，私費外国人留学生特別入試における選抜方法の変更について
（９）　公認心理師養成について
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）　大学教育委員会
（６）　国際交流委員会
６　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２９年１２月２７日（水）
２　第１９回決定事項の認否　
３　議　　題
（１）　徳島大学総合科学部渭水会会長賞表彰候補者の推薦要領の一部改正（案）について
（２）　大学間協定に伴う鳴門教育大学と本学部との単位互換に関する協定の失効について
（３）　平成３０年度学年暦について
（４）　留学による単位認定について
（５）　学生の懲戒について
４　報　　告

 （１） 学部長報告
５　各種委員会報告
（１）　総務委員会報告
（２）　教務委員会報告
（３）　学生委員会報告
（４）　国際交流委員会
６　そ の 他
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（医学部）
■医学科及び医科栄養学科教授会議
１　開 催 日　平成２９年１２月１４日（木）
２　議　　題 　　
（１）平成３０年度医科栄養学科大学入試センター試験を課さない推薦入試合否判定について
（２）徳島大学附属図書館分館長候補適任者の推薦について
（３）平成２９年度医学科６年次卒業試験合否予備判定について
（４）外国語技能検定試験・短期語学研修（留学）による単位認定について
（５）特別聴講学生の入学について
（６）平成３０年度臨床実習クリニカルクラークシップ（選択実習Ⅱ・Ⅲ）実習プログラムの概要について
（７）徳島大学医学部医学科推薦入学試験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
（８）平成３１年度入試日程及び入学者選抜要項（案）について
（９）平成３０年度医学科大学入試センター試験を課す推薦入試面接試験について
（10）平成２９年度医学部研究員について
（11）その他
３　諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（１１月２１日開催）
（２）教務委員会報告（１２月６日開催）
（３）入学試験委員会報告（１２月１１日開催）
（４）医学部医学科教育プログラム評価委員会報告（１２月６日開催）
（５）病院報告
（６）平成２９年度共通管理経費執行状況（上半期）について
（７）寄附金の受入について
（８）その他

■医学科及び医科栄養学科臨時教授会議
１　開 催 日　平成２９年１２月２５日（月）
２　議　　題　 　　
（１）平成２９年度医学科４年次臨床実習入門単位認定について
（２）その他
３　諸 報 告
４　その他
　
■保健学科臨時教授会議
１　開 催 日　　平成２９年１２月１４日（木）
２　議　　題
（１）平成３０年度徳島大学社会人特別入試（医学部保健学科看護学専攻）合否判定について
３　報告事項 　　
　
■保健学科教授会議
１　開 催 日　　平成２９年１２月２１日（木）
２　議　　題
（１）徳島大学附属図書館分館長候補適任者の推薦について
（２）徳島大学医学部解剖教育支援室規則の一部改正（案）について
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（３）アメリカ合衆国テキサス大学とのプログラム協定の更新について
（４）外国語技能検定試験による単位認定について
（５）平成３０年度徳島大学医学部保健学科３年次編入学（第二次）試験の合否判定について
（６）平成３０年度徳島大学医学部保健学科３年次編入学（第三次）試験の実施について
（７）平成３０年度徳島大学医学部保健学科３年次編入学（第三次）学生募集要項（案）について
（８）平成３１年度入学者選抜要項について
３　報告事項 
（１）教育研究評議会報告
（２）教務委員会報告
（３）入学試験委員会報告
（４）大学教育委員会報告
（５）平成２９年度共通管理経費執行状況（上半期）について
（６）寄附金の受入れについて
（７）その他

（歯学部）
●教授会
１　開 催 日　平成２９年１２月１４日（木）
２　議　  題
（１）　平成２９年度歯学部非常勤講師の任用（案）について
（２）　平成３０年度研究生の在学期間延長について 
 (３) 　私費外国人留学生スカラーシップ助成金候補者の選考について　　
 (４) 　同済大学との学術交流協定の更新について   
 (５) 　附属図書館分館長候補適任者の推薦について
 (６) 　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）　メディカルオンライン契約の継続更新について
（６）　歯科教育分野別評価協議会の設立について
（７）　全学共通経費による電子ジャーナル等の削減案について
（８）　その他

（薬学部）
●教授会
１　開 催 日　 平成２９年１２月１４日（木）
２　議　　題　　
（１）　平成３０年度ＡＯ入試第２次選考について
（２）　平成３１年度入試日程（案）について
（３）　平成３１年度徳島大学学生募集要項（案）について
（４）　平成３０年度薬学部専門科目前期・後期時間割表（案）について
（５）　薬学部における語学マイレージ・プラグラムの取扱いについて
（６）　平成３０年度薬学部ガイダンス表（案）について
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（７）　平成３０年度学科配属及び研究室配属予定表（案）について
（８）　平成３０年度第３年次学生の研究室配属（案）について
（９）　外国語技能検定試験による単位の認定について
（10）　平成３０年度入学者カリキュラムについて
（11）　平成２９年度非常勤講師の追加任用（案）について
（12）　附属図書館分館長候補適任者の推薦について
（13）　各種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）　医歯薬学研究部教授会について
（４）　平成２９年度日本薬学会中国四国支部学生発表奨励賞推薦者について
（５）　卒業・修了予定者と学部長との懇談会について
（６）　平成２９年度後期　授業評価アンケートの実施について
（７）　平成３０年度ＡＯ入試分析について
（８）　平成３０年度ＡＯ入試における改善事項等について
（９）　平成３０年度センター試験監督者等について
（10）　改定コア・カリキュラムに係る今後のスケジュールについて
（11）　平成３０年度実務実習生の配属先情報について
（12）　受託研究の受入について
（13）　寄附金の受入について
（14）　予算の早期執行について
（15）　平成３０年「仕事始めの式」の日程について
（16）　その他

（工学部）
●教授会
１　開 催 日　 平成２９年１２月２８日（木）
２  議　　題
(1) 外国語技能検定試験による単位認定について 
(2) 学生異動について 

（理工学部）
●教授会
１　開 催 日　 平成２９年１２月１４日（木）
２　議　　題　
(1) 平成30 年度理工学部入学試験（大学入試センター試験を課さない特別入試）の合否判定について 
(2) 平成30 年度理工学部編入学試験（第２次）の合否判定について 
(3) 平成31 年度徳島大学学生募集要項（案）について 
(4) 短期語学研修（留学）による単位認定について 
(5) 研究生の入学について 
(6) 学生の長期履修について 
(7) 徳島大学理工学部教員養成推進委員会規則の一部改正（案）について
(8) 徳島大学理工学部優秀教員表彰に関する申合せ（案）について 
(9) 徳島大学と同済大学との間における学術交流協定の期間延長について 
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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) 徳島大学理工学部における履修コース決定等に関する申合せの一部改正について
(4) その他
   ・電子ジャーナル削減案について

(生物資源産業学部)
●教授会
1．日　時  平成２９年１２月１４日（木)　１５時００分～１６時２５分
2．議　題
(1) 平成３０年度大学入試センター試験を課さない推薦入試（推薦Ⅰ）の合否判定について
(2) 平成３１年度入試日程について
(3) 平成３１年度入試における「活動報告書」の一部変更について
(4) 平成３１年度大学入試センター試験を課さない推薦入試（推薦Ⅰ）の第１次選考方法の変更について
(5) 短期語学研修（留学）による単位認定について
(6) 入学料未納による除籍処分について
(7) 生物資源産業学部インターンシップに関する申合せの制定について
(8) 徳島大学生物資源産業学部の副学部長及びコース長に関する規則及び徳島大学生物資源産業学部執行部
     会議規則の一部改正について
(9) 徳島大学生物資源産業学部評議員選考規則の廃止について
(10) 各種委員会委員のローテーションについて
(11) 共同研究の受入について
(12) 外国人研究者の受入について
3．諸報告
(1) コース配属希望調査集計結果について
(2) 課題解決型インターンシップについて
(3) 電子ジャーナル検討ワーキンググループ報告について
(4) 教育研究評議会報告について
(5) インセンティブ経費等の使途について
(6) 受託研究の受入について

（病院）
●病院教授会
１　開 催 日　平成２９年１２月２１日（木）
２　議　　題
（１）　教員の再任審査について
（２）　教員の発議及び選考について
（３）　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（上位職登用）について
３　報　　告
（１）　教員の異動について

◎教育部
（総合科学教育部）
●教授会
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１　開 催 日　平成２９年１２月２７日（水）
２　第１０７回決定事項の認否　
３　議　　題
（１）　大学院研究指導教員等の選考について
（２）　公認心理師の養成について
（３）　徳島大学総合科学部渭水会会長賞表彰候補者の推薦要領の一部改正（案）について
（４）　平成３０年度総合科学教育部入学試験（博士前期課程Ⅱ期）合否判定について
（５）　平成３０年度総合科学教育部入学試験（博士前期課程地域科学専攻Ⅲ期
（６）　平成３１年度総合科学教育部入学試験日程について
（７）　平成３０年度学位審査日程について
（８）　平成３０年度総合科学教育部学年暦について
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

（医科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　　平成２９年１２月２８日（木）　
２　議　　題　
（１）平成３０年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（第３次）入学試験の合否判定について
（２）平成３０年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（第３次）入学試験の合否判定について
（３）平成３０年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（第３次）M.D.-Ph.D. コース入学試験の合否判定について
（４）平成２９年度（第３回）徳島大学大学院医科学教育部論文博士号取得に係る外国語試験の合否判定について
（５）平成３０年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（第４次）学生募集要項（案）について
（６）平成３０年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（第４次）学生募集要項（案）について　
（７）平成３０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４次）学生募集要項（案）について
（８）大学院医科学教育部モンゴルとＡＳＥＡＮ諸国における国際高度医療人育成プログラム募集要項
      （案）について
（９）大学院医科学教育部における分野変更に関する申合わせ（案）について
（10）大学院医科学教育部における担当教授の選考に関する申合わせ（案）について　
（11）大学院医科学教育部における分野新設及び分野名称変更に関する申合わせ（案）について
（12）論文審査
３　諸 報 告 　

 （１） 大学院医科学教育部分野新設に係る専門委員会について
４　そ の 他

（口腔科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　平成２９年１２月１４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（博士前期課程）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
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　　（４）  その他
３　報告事項
　　（１）　各委員会報告について　
　　（２）　その他

（薬科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　 平成２９年１２月１４日（木）
２　議　　題
（１）　平成３０年度大学院薬科学教育部博士前期課程一般入試（第２次）の合否判定について
（２）　平成３０年大学院薬科学教育部博士・博士後期課程一般・外国人留学生特別入試（第２次）の
           合否判定について
（３）　学生異動について
（４）　平成３０年度大学院薬科学教育部博士後期課程一般入試（第３次）出願資格認定について
（５）　平成３０年度大学院薬科学教育部博士前期課程（第１次）合格者の分野変更について
（６）　他教育部授業科目の履修について

●臨時教授会
１　開 催 日　 平成２９年１２月２６日（火）
２　議　　題
（１）　平成３０年度徳島大学薬学部大学院薬科学教育部「モンゴルとASEAN諸国における国際高度医療人
　　　　育成プログラム」博士後期課程入学試験にかかる出願資格認定について

（栄養生命科学教育部）
●臨時教授会
１　開 催 日　　平成２９年１２月１４日（木）　
２　議　　題
（１）平成３０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次学生募集入学試験合否判定について　　　　　　
（２）平成３０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次学生募集入学試験合否判定について　　
（３）平成３０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３次募集要項（案）（一般・社会人・私費外国人留学生）について
（４）平成３０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３次募集要項（案）（一般・社会人・私費外国人留学生）について　
（５）平成３０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３次進学者選考要項（案）（一般・社会人）について
（６）平成２９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
３　諸 報 告
平成３０年度大学院栄養生命科学教育部授業担当について

（保健科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　　平成２９年１２月２１日（木）
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２　議　　題 
（１）平成３０年度保健科学教育部（博士後期課程）第２次入学試験合否判定について
（２）平成３０（２０１８）年度徳島大学大学院（医科学，栄養生命科学，保健科学，口腔科学，薬科学）教育部，
        モンゴルとＡＳＥＡＮ諸国における国際高度医療人育成プログラム募集要項（国費外国人留学生用）（案）に
ついて
３　報告事項
（１）２０１７年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」の採択について

（先端技術科学教育部）
●教授会
教授会名：大学院先端技術科学教育部入学試験合否判定教授会議（第３回）
１　開 催 日　 平成２９年１２月６日（木）
２　議　　題　
(1) 平成３０年度大学院先端技術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) 平成３０年度大学院先端技術科学教育部博士後期課程（第２次）入学試験合否判定について

◎研究部
（大学院社会産業理工学研究部）
●研究部教授会
１　開 催 日　 平成２９年１２月２１日（木）
２　議　　題　
(1) 社会総合科学域国際教養系ヨーロッパ分野教授の選考について 
(2) 社会総合科学域地域情報系地域科学分野教授の選考について 
(3) 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 
(4) 理工学域機械科学系知能機械学分野助教（テニュアトラック）の発議について 
(5) 生物資源産業学域応用生命系生体分子機能学分野助教（学長裁量ポスト）の発議について 
(6) 理工学域光応用系光機能材料分野講師の昇任協議について 
(7) 理工学域知能情報系情報工学分野准教授又は講師の配置協議について 
(8) 生物資源産業学域生物生産系生物資源生産科学分野助教の配置協議について 
(9) 研究部関係規則の制定改廃について 
(10) 徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授会細則の一部改正（案）について 
(11) 徳島大学大学院社会産業理工学研究部の教員の再任審査に関する規則の制定（案）について 
(12) 徳島大学大学院社会産業理工学研究部テニュアトラック教員の中間評価及び審査に関する申合せの制定
     （案）について 
３　諸　報　告
(1) 組織評価に係る役員コメント及びインセンティブ経費の配分について 
(2) 大学運営協議会について 

（大学院医歯薬学研究部）
●研究部教授会　
１　開 催 日　　平成２９年１２月２１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）教務員助教ポストの教授への振替について
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（４）その他
３　諸 報 告 　　　
（１）教授の退職について
（２）医療教育開発センター報告
（３）総合研究支援センター報告
（４）外国人研究者の受入について
（５）分野名称（英語表記）の変更等について
（６）教育研究評議会の付議事項に関する意見聴取について
（７）徳島大学組織評価に伴うインセンティブ経費の配分について
（８）その他

◎研究所
（先端酵素学研究所）
●教授会
１　開 催 日　 平成２９年１２月２８日（木）
２　議　　題　
　　（１）　役員会からの先端酵素学研究所改革案コメントについて
　　（２）　外部評価について
　　（３）　平成３０年度共同利用・共同研究公募について
　　（４）　放射線総合センター長候補適任者の推薦について
　　（５）　女性研究者プロジェクト（上位職登用）の応募について
　　（６）　概算要求事業等の経費執行について
　　（７）　その他
３　報告事項　
　　（１）　各種委員会報告
　　（２）　各領域・センター運営会議等報告
　　（３）　平成３１年度概算要求事項について
　　（４）　平成２９年度岡奨学賞受賞について
　　（５）　１月の研究所セミナーについて
　　（６）　その他
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