
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３０年　４月１２日（木）
２　第２６回決定事項の認否　
３　議　　題
（１）学生の異動について
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 ）ＦＤ委員会
（ ７ ）部内国際交流委員会
（ ８ ）全学国際交流委員会
（ ９ ）教職教育センター運営委員会(ＨＰ）　　　　　　　　　　　
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３０年　４月２６（木）
２　第２３回決定事項の認否　
３　議　　題
（１）学生異動について
（２）外国語技能検定試験による単位認定について
（３）非常勤講師の採用について
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
６　そ の 他

（医学部）
■医学科及び医科栄養学科教授会議
１　開 催 日　平成３０年４月１２日（木）
２　議　　題
（１）平成３０年度非常勤講師の任用について
（２）平成３０年度臨床教授等の選考について
（３）平成３０年度臨床実習後ＯＳＣＥ担当表について
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（４）平成３０年度共用試験医学系ＯＳＣＥ分野別教員分担数について
（５）平成３０年度臨床実習後ＯＳＣＥ臨床推論ステーション進行表について
（６）卒業時コンピテンス・コンピテンシーの英語訳について
（７）平成３０年度予算削配分（案）について
（８）平成３０年度医学部研究員について
（９）共同研究の受入について
（10）その他
　　　①徳島大学医学部における国際規制物資（核燃料物質）の計量管理規則
　　　　の一部改正（案）について
　　　②学生の異動について
３　諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（３月２０日開催）
（２）第１１２回医師国家試験の結果について
（３）教務委員会報告（４月４日開催）
（４）平成３０年度医学部入学試験（医学科・医科栄養学科）合格者・入学者状況について
（５）医学部医学科教育プログラム評価委員会報告（４月１１日開催）
（６）病院報告
（７）受託研究の受入について
（８）寄附金の受入について
（９）寄附物品の受入について
（10）その他
４　そ の 他

■保健学科教授会議
１　開 催 日　　平成３０年４月１９日（木）
２　議　　題
（１）平成３０年度予算配分（案）について
（２）徳島大学医学部における国際規制物資（核燃料物質）の計量管理規則
　　　の一部改正（案）について
（３）保健学科各種委員会の運営に関する申合せの一部改正（案）について
（４）平成３０年度臨床教授等称号付与候補者の推薦について
（５）平成３１年度医学部保健学科３年次編入学学生募集要項（案）について
（６）学生異動について
３　報告事項
（１）教育研究評議会報告
（２）寄附金の受入れについて
（３）教務委員会報告
（４）入学試験委員会報告
（５）保健学科国際交流委員会報告

（歯学部）
●教授会
１　開 催 日　平成３０年４月１２日（木）
２　議　  題
（１）徳島大学歯学部における国際規制物資（核燃料物質）の計量管理
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　　　規則の一部改正（案）について
（２）平成３０年度歯学部非常勤講師の任用（案）について
（３）学生の懲戒について
（４）中国医科大学口腔医学院との部局間学術交流協定及び覚書の更新について
（５）徳島市立高等学校生の受入れ（Junior- Student Lab）（案）について　　
（６）共同研究の受入について
（７）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）学生の異動について
（５）寄附金の受入について
（６）徳島大学マスコットキャラクターデザインの選考結果について
（７）その他

（薬学部）
●教授会
１　開 催 日　 平成３０年　４月１２日（木）
２　議　　題　　
（１）　平成３０年度学部担当非常勤講師の追加任用（案）について
（２）　平成３０年度臨床教授等の選考（案）について
（３）　平成３２年度（平成３３年度入試）以降の本学一般選抜における「主体性等」評価について
（４）　各種委員会委員の選出について
（５）　共同研究の受入について
（６）　徳島大学薬学部における国際規制物質（核燃料物質）の計量管理規則の一部改正について
３　報告事項
（１）　学生の異動について
（２）　薬学体験実習の日程表について
（３）　平成３０年度入学試験状況について
（４）　大学入試改革・ＡＯ入試セミナーについて
（５）　平成３１年度ＡＯ入試日程表について
（６）　平成３０年度入試広報活動について
（７）　第１０３回薬剤師国家試験合格状況について
（８）　寄附金の受入について
（９）　薬学部交誼会の平成２９年度決算及び平成３０年度予算（案）について
（10）　その他
４　そ の 他

（工学部）
●教授会
１　開 催 日　平成３０年４月２６日（木）
２　議　　題　
　(1) 平成30 年度非常勤講師の任用について　
　(2) 学生異動について（3 月30 日の追認分を含む） 　
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　(3) その他
２．諸報告
　(1) 除籍について
　(2) 進級判定について
　(3) その他

（理工学部）
●教授会
１　開 催 日　 平成３０年４月１２日（木）
２　議　　題　
　(1) 平成30年度理工学部入学試験の追加合格者について　　
　(2) 平成31年度理工学部編入学試験選抜方法(案)について        　
　(3) 平成31年度理工学部編入学学生募集要項(案)について
　(4) 平成30年度非常勤講師の任用について  
　(5) 学生異動について　
　(6) その他
２．諸報告
　(1) 寄附金の受入について
　(2) 次期役員体制について
　(3) 徳島大学とオークランド大学における大学院生の交流に関する覚書の更新中止について
　(4) 平成30年度理工学部入学試験実施状況について
　(5) コース配属について
　(6) 平成29年度進級判定について
　(7) その他

(生物資源産業学部)
●教授会
1．日　時  平成３０年４月１２日（木)　１５時００分～１５時３５分
2．議　題
　(1) 特別聴講学生の単位認定について
　(2) 科目等履修生の単位認定について
　(3) 短期語学研修（留学）による単位認定について
　(4) アセスメント・ポリシー及び成績評価基準につながるガイドラインについて
　(5) 非常勤講師の任用について
　(6) 共同研究の受入について
3．諸報告
　(1) 共同研究の受入について
　(2) 寄附金の受入について
　(3) 各種委員会委員について
　(4) 教育研究評議会報告について

◎教育部
（総合科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　平成３０年　４月２６日（木）

ページ(4)



２　第１１２回決定事項の認否　
３　議　　題           
（１）学生の異動について
（２）長期履修学生の審査について
（３）ＴＡ・ＲＡの採用について
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３０年４月２６日（木）　
２　議　  題
（１）平成30年度非常勤講師の選考について　                                                                                  
（２）平成30年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程 （秋季入学） 
　　　学生募集要項（案）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（秋季入学）
　　　 学生募集要項（案）について　    
（４）平成31年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程  （第1次）
　　　学生募集要項（案）について　　　　 
（５）平成31年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程   （第1次）　　
　　　学生募集要項（案）について　　　　 
（６）平成31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1次)学生募集要項（案）について　　　　
（７）平成 31（2019）年度徳島大学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(国費外国人留学生用）（案）について　　　　　
（８）平成31（2019）年度徳島大学大学院医科学教育部
　　　統合医療学際教育英語プログラム募集要項（私費外国人留学生用）（案）について
　　　　　　　　　　　　　　                 
（９）学生の異動について                                         
（10）平成30年度修士課程（10月入学者）学位取得に係るスケジュールについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                            
（11）論文審査
（12）予備調査委員会報告について                      
３　諸 報 告
（１）平成30年度勝沼奨学金奨学生の選考結果について       
（２）卓越大学院プログラムについて　　　　　　　　　　              
４　そ の 他

（口腔科学教育部）
●臨時教授会
１　開 催 日　平成３０年４月９日（月）
２　議　　題
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（１）平成３０年度大学院口腔科学教育部口腔科学専攻(博士課程)
　　　(第３次)入学試験の合否判定について
（２）その他
３　報告事項
（１）その他

●教授会
１　開 催 日　平成３０年４月１２日（木）
２　議　　題
（１）一般学生から社会人学生への変更について
（２）大学院生（博士課程）の第一次学位審査について
（３）その他
３　報告事項
（１）各委員会報告について
（２）一般学生から社会人学生への変更について
（３）学生の異動について
（４）その他

（薬科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　 平成３０年　４月１２日（木）
２　議　　題
（１）学生の異動について
（２）平成３１年度大学院薬科学教育部入学試験日程（案）について
（３）平成３０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
（４）平成３１年度大学院薬科学教育部博士課程・博士後期課程
　　　学生募集要項（案）について
（５）平成３１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
（６）平成３１年度徳島大学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」募集要項（案）について
（７）平成３１年度徳島大学大学院薬科学教育部統合医療学際教育英語プログラム
　　　の募集要項（案）について
（８）他大学大学院等への派遣許可について

（栄養生命科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　　平成３０年４月２６日（木）　
２　議    題　　
（１）平成３０・３１年度栄養生命科学教育部入学試験日程（案）について
（２）平成３０年度栄養生命科学教育部学位取得に関するスケジュール（案）について
（３）学生の長期履修について　　　　　　　
（４）専攻公開ゼミの実施について　　　　　　　　　　　　　　　
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３　諸 報 告
（１）栄養生命科学教育部教育・研究委員会の役割分担について　　
（２）平成３０年度栄養生命科学教育部学生名簿について　　　　　
（３）平成３０年度勝沼奨学金奨学生の選考結果について　　　　　
（４）大学院教育専門委員会報告について
（５）平成３０年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士前期課程）秋季入学学生の募集について
（６）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）秋季入学学生の募集について
（７）卓越大学院プログラムについて
４　そ の 他

（保健科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　平成３０年４月１９日（木）
２　議　　題
（１）脳神経看護専門看護師の申請結果について
（２）学生異動について
（３）博士前期課程授業担当教員について
３　報告事項
（１）平成３１年度保健科学教育部入試について
（２）平成３０年度保健科学教育部オープンキャンパスについて
（３）保健学科国際交流委員会報告
（４）その他

（先端技術科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　平成３０年４月２６日（木）
２　議　　題　
　(1) 論文博士の学位論文審査委員会委員の選出について　　　
　(2) 平成30 年度10 月入学博士前期課程学生募集要項（英語による大学院工学教育コース）
　　（案）について　　　　　　　　　　　　　
　(3) 平成30 年度10 月入学博士後期課程学生募集要項（英語による大学院工学教育コース）
　　（案）について　　　　　　　　　
　(4) 派遣学生の単位認定について
　(5) 平成30 年度非常勤講師の任用について　
　(6) 学生異動について
　(7) その他
２．諸報告
　(1) 除籍について
　(2) その他
　・大学院再編について

◎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３０年４月１９日（木）
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２　議　　題　
　(1) 社会総合科学域人間科学系心理学分野講師の配置協議について
　(2) 理工学域光応用系光情報システム分野准教授又は講師の配置協議について
　(3) 理工学域社会基盤システム系構造・材料分野助教の再任審査の発議について
　(4) 理工学域応用化学系物質合成化学分野助教の再任審査の発議について
　(5) 徳島大学大学院社会産業理工学研究部ポストＬＥＤフォトニクス研究所（仮称）
　　　設置準備委員会要領（案）の制定について
　(6) 生物資源産業学域専門研究員の受入について
　(7) その他
２．諸報告
　(1) 職員の退職等について
　(2) 平成30年度科学技術コミュニケーション推進事業未来共創イノベーション
　　　活動支援（JST）への採択について
　(3) 競争的資金制度等による安全保障技術研究への対応について
　(4) その他

■理工学域教員会議
１　開 催 日　 平成３０年４月１２日（木）
２　議　　題　
　(1) 理工学域光応用系光情報システム分野准教授又は講師の配置協議について
　(2) 理工学域社会基盤システム系構造・材料分野助教の再任審査の発議について
　(3) 理工学域応用化学系物質合成化学分野助教の再任審査の発議について
２．諸報告
　(1) 職員の割愛について
　(2) 職員の退職について

（大学院医歯薬学研究部）
●研究部教授会　
１　開 催 日　　平成３０年３月１５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）徳島大学大学院医歯薬学研究部組織規則の一部改正（案）について
（４）徳島大学大学院医歯薬学研究部医療教育開発センター規則の一部改正（案）について
（５）徳島大学大学院医歯薬学研究部における臨床研究に係わる利益相反管理規程の一部
     　改正（案）について
（６）産業院教員候補者の推薦について
（７）大学院医歯薬学研究部長表彰の選考について
（８）平成３０年度研究部予算配分（案）について
（９）その他
 ４  諸 報 告
 （１）医療教育開発センター報告
 （２）総合研究支援センター報告
 （３）特命教授の称号付与にかかる推薦の取り下げについて
（４）総合研究支援センター長，倫理委員会委員長について
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（５）管理下にない放射性同位元素の発見について
（６）その他

◎研究所
（先端酵素学研究所）
●教授会
１　開 催 日　 平成３０年　４月２６日（木）
２　議　　題　
　　（１）専門研究員の受入について
　　（２）特別研究員の受入について
　　（３）平成３０年度概算要求事業執行計画について
　　（４）その他
３　報告事項
　　（１）平成２９年度概算要求事業の執行について
　　（２）運営協議会及び共同研究委員会委員について
　　（３）平成３０年度外部資金に係る間接経費の配分について
　　（４）各種委員会報告
　　（５）各領域・センター運営会議等報告
　　（６）共同利用機器の運用について
　　（７）５月の研究所セミナーについて
　　（８）その他

ページ(9)


