
教授会報告
◎学部
(総合科学部)
●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年１０⽉２５⽇（⽊）
２ 第４２８回決定事項の認否 
３ 議  題
   （１） 学部⻑候補適任者の推薦について
   （２） 在学中に死亡した学⽣の修学証書の交付に関する申合せ（案）の制定
     について
４ 報  告
   （１） 学部⻑報告
５ その他報告

■社会総合科学科教授会議
１ 開 催 ⽇ 平成３０年１０⽉１１⽇（⽊）
２ 第３１回決定事項の認否 
３ 議  題
  （１）平成３０年度予算追加配分（案）について
  （２）カリキュラムチェックリストについて
  （３）平成３１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
     （案）について
  （４）平成３１年度総合科学部⼊学試験判定要領（案）について
  （５）「⼤学⼊試共通テスト」の枠組みにおける国語記述式問題の活⽤について
  （６）2021年度⼊試学校推薦型選抜Ⅰ（英語能⼒重視型）推薦要件について
４ 報  告
    （１）学部⻑報告
    （２）教育研究評議会
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）⼤学教育委員会
 （５）教育の質に関する専⾨委員会
 （６）教育戦略室会議                
 （７）教職教育センター運営委員会
 （８）教養教育協議会
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１０⽉２５⽇（⽊）
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２ 第２８回決定事項の認否 
３ 議  題
   （１） 学⽣異動について  
４ 報  告
   （１） 学部⻑報告
５ 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
６ そ の 他

（医学部）
●教授会
教授会名：臨時医学部教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）医学部⻑候補適任者選定管理委員会委員の選出について
（２）医学部⻑候補者選出⽇程（案）について
（３）徳島⼤学⼤学院研究部⻑に関する意⾒の聴取について
（４）徳島⼤学医学部臨床教授等の取扱いに関する申合せの⼀部改正について
（５）その他
３ 諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（９⽉２０⽇開催）
（２）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１０⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）２０２１年度⼊学者選抜の公表内容について
（２）平成３１年度医学部医学科ＡＯ⼊試（四国定着研究医型）の評価⽅法等について
（３）医科栄養学科選抜⽅法の変更について
（４）平成３０年度選択実習成績判定について
（５）２０１９年度臨床実習クリニカルクラークシップ（選択実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）実習プ ログラムについて
（６）学⽣の異動について
（７）共同研究の受⼊について
（８）学⽣の懲戒について（⾮公開）
（９）その他
３ 諸 報 告
（１）教務委員会報告（９⽉２７⽇開催）
（２）病院報告
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（３）受託研究の受⼊について
（４）寄附⾦の受⼊について
（５）その他
４ そ の 他

■臨時医学科及び医科栄養学科教授会議
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉２５⽇（⽊）   
２ 議  題
（１）平成３１年度医学部医学科ＡＯ⼊試（四国定着研究医型）の評価⽅法等について
（２）平成３１年度医学部医学科ＡＯ⼊試（四国定着研究医型）の実施要領（案）について
（３）その他
３ 諸 報 告
４ そ の 他 

■保健学科教授会議
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉１８⽇（⽊）
２ 議  題
（１）保健学科⻑候補者選出事項別⽇程表（案）について
（２）学⽣異動について
（３）平成３０年度⾮常勤講師任⽤予定（追加）について
（４）２０２１年度（平成３３年度）⼊学者選抜について
３ 報告事項
（１）⼤学教育委員会報告
（２）寄附⾦の受⼊れについて

（⻭学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年１０⽉１２⽇（⾦）
２ 議  題
  （１）徳島⼤学⻭学部⻑候補者選出のための意向投票の不在者投票実施要領の⼀部
     改正（案）について                      
  （２）⻭学部⻑候補者選考⽇程（案）について
  （３）共同研究の受⼊について
  （４）朝鮮⼤学校⻭科⼤学との部局間交流協定の更新について
  （５）⼤学院研究部⻑の選考について
  （６）2021年度⼊試徳島⼤学⼊学者選抜における予告について
  （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
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  （４）寄附⾦の受⼊について
  （５）受託研究の受⼊について
  （６）ムハマディア⼤学及びスルタンアグンイスラミック⼤学からの留学⽣の受⼊れについて
  （７）平成３１年度実施の組織評価における評価項⽬及び⽬標値について
  （８）メトロポリア応⽤科学⼤学-⾼等教育機関契約校との間におけるパートナーシップ協定について
  （９）その他

（薬学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題  
（１）薬学部⻑候補適任者選定選挙について
（２）平成３０年度薬学部カリキュラムチェックリストの作成について
（３）平成３０年度第３年次学⽣の研究室配属について
（４）実務実習事前学習履修者及び薬学共⽤試験受験者の⼈数制限及び希望者が上限を超えた場合の
   選考に関する申合せの⼀部改正について
（５）平成３１年度実務実習事前学習及び薬学共⽤試験受験者の選考について
（６）平成３０年度⾮常勤講師の追加任⽤（案）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
３ 報告事項
（１）学部⻑報告
（２）AO⼊試事前説明会参加学⽣からの質問事項への対応について
（３）平成３０年度学事関係予定表について
（４）教員の⼈事について
（５）平成３０年度分年末調整について
（６）受託研究の受⼊について
（７）その他
４ そ の 他

（⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年１０⽉２５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) 他⼤学における修得単位の認定について 
 (3) 学⽣異動について 
 (4) 平成30年度第2回⼤学院博⼠後期課程予算（博⼠兼担分相当額及び学⽣当積算校費相当額）の配分（
案）について                                  
 (5) 徳島⼤学⼯学部各種委員会等副委員⻑の選出⽅法に関する申合せの全部改正について
２．諸報告
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 (1) その他
  ・ 学部⻑から，留学⽣の持ち込みパソコンについて，ウィルス感染やアプリケ－ションプログラム
の違法コピ－
    の使⽤等の注意喚起があった。

（理⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題 
 (1)2019，2020年度理⼯学部渡⽇前⼊学許可制度による私費外国⼈留学⽣⼊試の第１次合否判定につい
て         
 (2)平成31年度理⼯学部編⼊学試験（第２次）選抜実施⽅法（案）について    
 (3)平成31年度理⼯学部編⼊学試験（第２次）学⽣募集要項（案）について
 (4) カリキュラムチェックリストの作成について
 (5) 学⽣異動について  
 (6) 理⼯学部⻑候補者選考の⽇程等（案）について  
 (7) 徳島⼤学理⼯学部各種委員会の委員⻑及び副委員⻑の選出に関する申合せの⼀部改正について
 (8) その他
２．諸報告
 (1) 寄附⾦の受⼊について

(⽣物資源産業学部)
●教授会
1．⽇ 時  平成３０年１０⽉１１⽇（⽊) １５時２５分〜１６時２５分
2．議 題
 (1) ２０２０年度（Ⅰ型）及び２０１９年度（Ⅱ型）⽣物資源産業学部渡⽇前⼊学許可制度に
   よる私費外国⼈留学⽣⼊試第１次選考の合否判定について
 (2) ２０２１年度⼊学試験（推薦Ⅰ）の変更に関する検討について
 (3) 平成３１年度科⽬等履修⽣募集要項について
 (4) 平成３１年度研究⽣募集要項について
 (5) 外国語技能検定試験による単位認定について
 (6) 平成３０年度カリキュラムチェックリスト等の作成について
 (7) 教養教育協議会での依頼事項について
 (8) 徳島⼤学⼤学院研究部⻑に関する意⾒の聴取について
 (9) 共同研究の受⼊について
 (10) その他
  ①ＦＤ委員会からの依頼について
3．諸報告
 (1) 受託研究の受⼊について
 (2) 教育研究評議会報告について
 (3) その他
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  ①教員個⼈調書の作成依頼について
  ②学⽣向け⼤学院説明会の実施について
  ③情報倫理コンテンツの受講について
  ④就職説明会の開催について
  ⑤情報科学⼊⾨について

（病院）
●病院教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年１０⽉２３⽇（⽕）
２ 議  題 
 （１） 教員の発議及び選考について
 （２） その他
３ 報告事項
 （１） 教員の異動について
 （２） その他

◎教育部
（総合科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年１０⽉２５⽇（⽊）
２ 第１１８回決定事項の認否 
３ 議  題           
  （１）在学中に死亡した学⽣の修学証書の交付に関する申合せ（案）の制定について 
  （２）平成31年度⼊学試験（博⼠前期課程）Ⅱ期合否判定について
  （３）カリキュラムチェックリスト等について
  （４）学⽣の異動について
  （５）ＴＡの採⽤について
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
  （２）学⽣委員会
６ そ の 他

（医科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉２５⽇（⽊）     
２ 議   題
（１）ナンバリングの作成について                    
（２）カリキュラムチェックリストの作成について 
（３）カリキュラムマップの作成について               
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（４）徳島⼤学⼤学院研究指導ガイドラインについて       
（５）教育の内部質保証⽅針について          
（６）教育プログラム評価員会（仮称）の設置について      
（７）成績評価基準について
（８）学⽣の異動について                   
（９）平成３０年度修⼠課程学位取得に係るスケジュール（案）について
（10）論⽂審査
３ 諸 報 告
（１）⼤学院教育改⾰に係る具体の⾏動計画について      
（２）平成３０年度⼤学院医科学教育部博⼠課程中間発表会（試⾏）について 
（３）ハゲタカジャーナルについて             
４ その他

（⼝腔科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年１０⽉１２⽇（⾦）
２ 議  題
（１）徳島⼤学⼤学院⼝腔科学教育部教育プログラム評価委員会規則（案）について
（２）ナンバリング・システムの作成について
（３）カリキュラムチェックリストの作成について
（４）カリキュラムマップの作成について
（５）その他 
３ 報告事項
（１）各委員会報告について
（２）2018 Tokushima Bioscience Retreatへの各教育部からの⽀援について
（３）その他

（薬科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）薬科学教育部博⼠論⽂（論⽂博⼠）の受理について
（２）薬科学教育部博⼠論⽂（論⽂博⼠）の第１次審査について
（３）薬科学教育部博⼠論⽂（論⽂博⼠）の審査委員の選出について
（４）学⽣の異動について
（５）徳島⼤学⼤学院薬科学教育部と東北⼤学⼤学院薬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
（６）２０１９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」博⼠後期課程⼊学試験にかかる出願資格認定について
（７）２０１９年度⼤学院薬科学教育部博⼠・博⼠後期課程⼀般⼊試，社会⼈特別⼊試，
          外国⼈留学⽣特別⼊試（第３次）学⽣募集要項（案）について
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（８）２０１９年度⼤学院薬科学教育部博⼠前期課程⼀般⼊試（第３次）学⽣

（栄養⽣命科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉２５⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）平成３０年度栄養⽣命科学教育部⾮常勤講師の選考について
（２）栄養⽣命科学教育部ナンバリング・システムについて   
（３）栄養⽣命科学教育部カリキュラムチェックリストについて  
（４）栄養⽣命科学教育部における分野変更に関する様式について 
（５）徳島⼤学⼤学院研究指導ガイドライン（案）について    
（６）徳島⼤学⼤学院における教育の内部質保証に関する⽅針等の制定（案）について
（７）⼤学院の成績評価基準（案）について           
（８）栄養⽣命科学教育部教育プログラム評価委員会規則（案）について              
             
 ３ 諸報告
（１）⼤学院教育専⾨委員会報告（１０⽉１１⽇（⽊）開催分） 
４ そ の 他

（保健科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年１０⽉１８⽇（⽊）
２ 議  題
（１）平成３０年度保健科学教育部⾮常勤講師の任⽤について
（２）平成３０年度カリキュラムチェックリスト等の作成について
（３） アドミッション･ポリシー及びカリキュラム･ポリシーの⾒直しについて
（４）研究活動におけるチェック体制の厳格化について
（５）平成３０年保健科学教育部第２回オープンキャンパス開催について
 ３ 報告事項
（１）平成３１年度保健科学教育部⼊学確約書提出状況について
（２）⼤学院教育専⾨委員会報告

（先端技術科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉２５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) カリキュラムチェックリスト等の作成について  
 (3) 学⽣の留学について 
 (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
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２．諸報告
 (1) ハゲタカジャーナルについて
 (2) 除籍について

◎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１０⽉１８⽇（⽊）
２ 議  題 
 (1)⽣物資源産業学域⽣物⽣産系⽣物資源⽣産科学分野准教授の選考について
 (2)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選考について
 (3)⽣物資源産業学域⾷料科学系⾷料科学分野助教の選考について
 (4)その他
２．諸報告
 (1) ⽣物資源産業学域テニュア中間評価結果について
 (2) 徳島⼤学⼤学院研究部⻑に関する意⾒の聴取について
 (3) その他
  ・研究部⻑から，9 ⽉20 ⽇開催教育研究評議会，10 ⽉16 ⽇開催教育研究評議会，
   10⽉3 ⽇開催⼤学運営協議会及び役員と部局⻑との懇談会について報告があった。

■理⼯学域教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題 
なし
２．諸報告
(1) 徳島⼤学⼤学院研究部⻑に関する意⾒の聴取について

（⼤学院医⻭薬学研究部）
●臨時研究部教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉４⽇（⽊）
２ 議  題
（１）教員の選考について 
（２）徳島⼤学⼤学院研究部⻑に関する意⾒の聴取について
（３）徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部⻑候補者選考規則及び徳島⼤学⼤学院 医⻭薬学研究部⻑
   候補適任者選定管理委員会規則の廃⽌について
（４）その他
 ３ 諸 報 告
●研究部教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年１０⽉１８⽇（⽊）
２ 議  題
（１）徳島⼤学⼤学院研究部⻑に関する意⾒の聴取について
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（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）その他
３ 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）外国⼈研究者の受⼊期間の延⻑について
（４）平成３０年度低侵襲⼿術トレーニングプログラム報告会及び⼿術⼿技向上研修事業特別
   講演会の開催について
（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１０⽉２５⽇（⽊）
２ 議  題 
  （１） 南京⼤学との学術交流協定について
  （２） 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） エックス線装置の廃棄について
  （４） 平成３１年度実施の評価における評価項⽬及び⽬標値について
  （５） 平成３０年度年度計画にかかる中間評価等の実施について
  （６） １１⽉の研究所セミナーについて
  （７） その他
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