
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 ７⽉１２⽇（⽊）
２ 第２９回決定事項の認否 
３ 議  題
（１）⼤学院再編構想について
（２）学部⻑候補者選考⽇程（案）について
（３）⻑期留学による単位認定について
（４）学⽣の留学（⻑期・短期）について
（５）韓国時事⽇本語学院との全学交流協定（覚書）への総合科学部の参加について
４ 報  告
 （１）学部⻑報告  
 （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）⼤学教育委員会
（４）将来構想委員会
（５）グローバル化推進室会議
（６）国際交流委員会
（７）情報化推進委員会
（８）附属図書館運営委員会
（９）教職教育センター運営委員会
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３０年 ７⽉２６（⽊）
２ 第２６回決定事項の認否 
３ 議  題
（１）学部⻑候補者選考⽇程（案）について  
（２）⻑期留学による単位認定について
（３）学⽣の留学（⻑期・短期）について
（４）韓国時事⽇本語学院との全学交流協定（覚書）への総合科学部の参加について
４ 報  告
（１）学部⻑報告
５ 各種委員会報告
（１）教務委員会
（２）学⽣委員会
（３）グローバル化推進室会議             
（４）国際交流委員会
６ そ の 他

（医学部）
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●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題
（１）医学部⻑候補者選出⽇程（案）について
（２）マレーシア⼯科⼤学との⼤学間学術協⼒協定等の更新⾒送りについて
（３）その他
３ 諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（６⽉１９⽇開催）
（２）平成２９年度共通管理経費の執⾏状況について
（３）その他
４ そ の 他

■医学科及び医科栄養学科教授会議
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題
（１）平成３０年度臨床実習後ＯＳＣＥ実施結果について
（２）診療参加型臨床実習の選択実習Ⅲについて
（３）学⽣の異動について
（４）共同研究の受⼊について
（５）その他
３ 諸 報 告
（１）教務委員会報告（７⽉４⽇開催）
（２）⼊試委員会報告
（３）医学部医学科教育プログラム評価委員会報告（７⽉３⽇開催）
（４）病院報告
（５）受託研究の受⼊について
（６）寄附⾦の受⼊について
（７）蔵本コアジャーナルの整備⽅針結果について
（８）その他
 ４ そ の 他

■保健学科教授会議
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉１９⽇（⽊） 
２ 議  題
（１）学⽣の留学について
３ 報告事項
（１）ＧＰＣについて
（２）⼤学教育委員会報告
（３）寄附⾦の受⼊れについて
（４）蔵本コアジャーナル整備⽅針結果について
   
（⻭学部）
●臨時教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年７⽉５⽇（⽊）
２ 議  題
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（１）平成３０年度⻭学部⻭学科第２年次編⼊学試験第１次選抜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７⽉１１⽇（⽔）
２ 議  題
（１）徳島⼤学⻭学部臨床教授等に関する申合せの⼀部改正（案）について
（２）平成３０年度⻭学部⾮常勤講師の任⽤（案）について
（３）共同研究の受⼊について
（４）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）その他

（薬学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年 ７⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題  
（１）研究⽣（学部）の受⼊について
（２）学⽣の短期留学について
（３）平成３０年度⾮常勤講師の追加任⽤（案）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
３ 報告事項
（１）学部⻑報告
（２）報告
（３）研究倫理プログラムの実施について
（４）平成３０年度薬学部宣伝隊プロジェクト訪問教員について
（５）オープンキャンパス２０１８について
（６）学部１年次進路希望アンケートについて
（７）実習中における学⽣の事故について
（８）⽉刊情報誌「企業と⼤学」への協⼒について
（９）実務実習WEBシステムトライアルについて
（10）受託研究の受⼊について
（11）寄附⾦の受⼊について
（12）その他
４ そ の 他

●教授会
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１ 開 催 ⽇  平成３０年 ７⽉２６⽇（⽊）
２ 議  題  
   なし
３ 報告事項
  （１） 学部⻑報告
  （２） 平成３０年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程社会⼈特別⼊試（１０⽉⼊学）合否判定について
  （３） 平成３１年度⼤学院薬科学教育部博⼠・博⼠後期課程（第１次）⼊学試験合否判定について
  （４） 平成３１年度⼤学院薬科学教育部博⼠前期課程⼀般⼊試（第１次）合否判定について
  （５） 学位授与の取り消しについて
  （６） 寄附⾦の受⼊について
  （７） その他

（⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉２６⽇（⽊）
２ 議  題 
(1)学⽣の留学について 
(2)平成30年度⾮常勤講師の任⽤について
(3)学⽣異動について
(4)その他
３ 諸報告
(1) その他
・ 学部⻑から，サマ－プログラム，科学体験フェスティバル及びオ－プンキャンパス
への協⼒依頼があった。
・ 学部⻑から，共通講義棟講義室の空調機について，操作器の温度設定変更等をしないよう学⽣への周知依頼があっ
た。

（理⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題 
(1)平成31年度理⼯学部編⼊学試験(⼀般⼊試)の合否判定について 
(2)研究⽣の⼊学について
(3)学⽣の留学について  
(4)外国語技能検定試験による単位認定について
(5)モンゴル科学技術⼤学情報通信技術学部と徳島⼤学理⼯学部との間における学術交流に関する協定の締結について
 
(6)その他
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) Wiley電⼦ジャ－ナルのパッケ－ジ契約中⽌後の個別購読利⽤条件等について理⼯学部⻑説明
(4) その他
・理⼯学部⻑から，⼤学院再編について，6 ⽉29 ⽇の⽂部科学省事前相談にて，1 研究科3 専攻構想が認められた旨
の報告があり，設置申請書等の資料作成に協⼒依頼があった。
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・太⽥教務委員⻑から，⻄⽇本豪⾬で実家等が被災された学⽣の授業及び試験について配慮するよう依頼があった。

(⽣物資源産業学部)
●教授会
1．⽇ 時  平成３０年７⽉１２⽇（⽊) １５時００分〜１６時５０分
2．議 題
(1) 研究⽣の⼊学について
(2) CITIプログラムについて
(3) 学⽣の留学について
(4) 情報教育検討ワーキンググループ委員の選出について
(5) 教養教育における「情報科学⼊⾨」再設計ＷＧ委員の選出について
(6) インターンシップ⽀援体制（案）について
(7) 平成３０年度オープンキャンパスについて
(8) 試験時の不正⾏為における懲戒処分案について
(9) 康楽賞の学⽣受賞者選考⽅法について
(10) 平成３０年度康楽賞受賞候補者の推薦について
(11) 共同研究の受⼊について
(12) その他
3．諸報告
(1) 転コースの掲⽰について
(2) ４年次への進級判定におけるインターンシップの取扱について
(3) 研究室配属スケジュールについて
(4) 研究室体験会について
(5) インターンシップ認定状況，認定状況掲⽰について
(6) 平成３０年度進学説明会、⼤学訪問について
(7) 平成３０年度若⼿研究者学⻑表彰候補者の推薦について
(8) 教育研究評議会報告について
(9) 附属図書館常三島地区運営委員会報告について
(10) ⼤学機関別認証評価対応WG報告について
(11) 平成30年度外部資⾦間接経費の還元について
(12) 受託研究の受⼊について
(13) 寄附⾦の受⼊について
(14) その他

（病院）
●病院教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年 ７⽉１９⽇（⽊）
２ 議  題 
 （１）地域⼩児科診療部特任教授選考委員会の設置について
 （２）教員の発議及び選考について
 （３）その他
３ 報告事項
 （１）教員の異動について
 （２）その他
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◎教育部
（総合科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年 ７⽉ ５⽇（⽊）
２ 第１１５回決定事項の認否 
３ 議  題           
（１）平成３１年度推薦⼊学特別⼊試（博⼠前期課程）合否判定について       
（２）博⼠前期課程学位論⽂審査委員の選出について
４ 報  告
（１）教育部⻑報告
５ 各種委員会報告
（１）教育部教務・⼊試委員会
６ そ の 他

●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年 ７⽉２６⽇（⽊）
２ 第１１６回決定事項の認否 
３ 議  題           
（１）⼤学院授業担当教員の選考について        
（２）⼤学院研究指導担当教員の発議について
４ 報  告
（１）教育部⻑報告
（２）博⼠後期課程教授会議議⻑報告
５ 各種委員会報告
（１）教育部教務・⼊試委員会
（２）学⽣委員会
６ そ の 他

■博⼠後期課程教授会議
１ 開 催 ⽇ 平成３０年 ７⽉２６⽇（⽊）
２ 第３５回決定事項の認否 
３ 議  題

 （１） 論⽂審査委員会の設置について
４ 報  告
（１）議⻑報告
（２）その他
５ そ の 他

（医科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉２６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（秋季）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（秋季）⼊学試験の合否判定について             
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（３）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）⼊学試験の合否判定について                
                  
（４）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）⼊学試験の合否判定について               
                    
（５）平成31年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部博⼠課程M.D.-Ph.D.コース（第１次）⼊学試験の合否判定について 
                 
（６）平成30年度（第１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  
               
（７）平成30年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部修⼠課程（秋季第２次）学⽣募集要項（案）について          
                   
（８）平成30年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部博⼠課程（秋季第２次）学⽣募集要項（案）について              
                      
（９）平成31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                   
                   
（10）平成31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                     
                    
（11）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２次）学⽣募集要項（案）について
                          
（12）担当教授の申請について                       
（13）徳島⼤学⼤学院医科学教育部における学位審査の審査委員（主査･副査）の選出に関する申し合わせ（案）に
ついて           
（14）学⽣の異動について                            
（15）修⼠論⽂審査                                   
（16）論⽂審査
３ 諸 報 告
（１）研究活動におけるチェックリストについて             
（２）統計解析に関する個別相談について            
４ そ の 他

（⼝腔科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年７⽉１１⽇（⽔）
２ 議  題
（１）平成３０年度⼤学院学⽣経費等予算配分（案）の修正について
（２）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３０年 ７⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題
（１） 平成３０年度⼤学院博⼠後期課程９⽉修了⾒込者の修得単位認定について
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（２） ⼤学院薬科学教育部教育研究助成奨学⽣候補者の選考について
（３） 研究⽣（⼤学院）の受⼊について
（４） ⼤学院薬科学教育部博⼠論⽂（論⽂博⼠）の審査（第２次審査）について
（５） ⼤学院薬科学教育部博⼠論⽂の受理について
（６） ⼤学院薬科学教育部博⼠論⽂の第１次審査について
（７） ⼤学院薬科学教育部博⼠論⽂審査委員の選出について

●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年 ７⽉２６⽇（⽊）
２ 議  題
（１） 平成３０年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程社会⼈特別⼊試（１０⽉⼊学）合否判定について
（２） 平成３１年度⼤学院薬科学教育部博⼠・博⼠後期課程（第１次）⼊学試験合否判定について
（３） 平成３１年度⼤学院薬科学教育部博⼠前期課程⼀般⼊試（第１次）合否判定について

（栄養⽣命科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉２６⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）平成３０年度⼤学院栄養⽣命科学教育部（博⼠後期課程）⼊学試験出願資格審査について         
                  
（２）平成３１年度⼤学院栄養⽣命科学教育部（博⼠前期課程）⼊学試験出願資格審査について         
                  
（３）⼤学院栄養⽣命科学教育部⼊学試験出願資格の有効期限について         
（４）⼀般学⽣から社会⼈学⽣への変更について         
（５）学位審査（博⼠後期課程）               
（６）学位審査（論⽂博⼠）                 
３ 諸 報 告
（１）オープンキャンパス参加希望状況について               
４ そ の 他

（保健科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉１９⽇（⽊）
2 報告事項
（１）平成３０年博⼠前期課程中間発表会について
（２）その他
 
（先端技術科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉２６⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 論⽂博⼠の学位論⽂予備審査結果について
(2) 平成30年度修⼠論⽂審査委員会委員の選出について    
(3) 平成30年度課程博⼠の学位論⽂審査委員会委員の選出について 
(4) 学⽣の留学について   
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(5) 研究⽣の⼊学について
(6) 特別研究学⽣の⼊学について
(7) 平成30年度⾮常勤講師の任⽤について
(8) 学⽣異動について
(9) その他
３ 諸報告
(1) 平成31年度博⼠前期課程推薦⼊学試験の合否判定について
(2) 平成30年度10⽉⼊学博⼠前期課程⼊学試験（英語による⼤学院⼯学教育コース）の合否判定について
(3) 平成30年度10⽉⼊学博⼠後期課程⼊学試験（英語による⼤学院⼯学教育コース）の合否判定について
(4) その他

◎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７⽉１９⽇（⽊）
２ 議  題 
(1)社会総合科学域⼈間科学系⼼理学分野（⼈格⼼理学）准教授の選考について
(2)理⼯学域機械科学系エネルギーシステム分野准教授の選考について
(3)理⼯学域⾃然科学系物理科学分野助教の選考について
(4)理⼯学域電気電⼦系物性デバイス分野助教の発議について
(5)理⼯学域電気電⼦系電気電⼦システム分野助教の発議について
(6)⽣物資源産業学域応⽤⽣命系応⽤⽣物資源学分野准教授の発議について
(7)⽣物資源産業学域⽣物⽣産系⽣物資源⽣産科学分野教授選考委員会委員の交代について
(8)社会総合科学域外国⼈研究者の受⼊及び訪問教授の称号付与について
(9)理⼯学域外国⼈研究者の受⼊及び訪問准教授の称号付与について
(10)⽣物資源産業学域外国⼈研究者の受⼊について
３ 諸報告
(1)ポイント制の導⼊について
(2) スペースチャージ制の改正について

■理⼯学域教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題 
(1)理⼯学域機械科学系エネルギーシステム分野准教授の選考について 
(2)理⼯学域⾃然科学系物理科学分野助教の選考について  
(3)理⼯学域電気電⼦系物性デバイス分野助教の発議について  
(4)理⼯学域電気電⼦系電気電⼦システム分野助教の発議について  
(5)外国⼈研究者の受⼊及び訪問准教授の称号付与について 
(6)その他
３ 諸報告
(1) その他

（⼤学院医⻭薬学研究部）
●研究部教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年７⽉１９⽇（⽊）
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２ 議  題
（１）名誉教授の推薦について
（２）特命教授称号付与の推薦について
（３）教員の選考について
（４）特任教員の選考について
（５）教授選考委員会委員の選出について
（６）国⽴研究開発法⼈宇宙航空研究開発機構きぼう利⽤センターとの連携・協⼒に関する覚書の締結について
（７）その他
３ 諸 報 告
（１）教員の再任審査について
（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）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 ７⽉２６⽇（⽊）
２ 議  題 
  （１） 客員教授の選考について
  （２） その他
３ 報告事項
  （１） 藤井節郎記念医科学センターテニュア審査の結果について
  （２） 各種委員会報告
  （３） 各領域・センター運営会議等報告
  （４） ９⽉の研究所セミナーについて
  （５） その他
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