
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 令和元年 ７⽉１１⽇（⽊）
２ 第４２回決定事項の認否 承認
３ 議  題
（１） 令和元年度⾮常勤講師の採⽤について
（２） 令和元年度「総合科学実践プロジェクトJ」プログラムの追加について
（３） 学⽣の留学（⻑期・短期）について
（４） 外国留学における修得単位認定について
（５） ヴァレンシア⼤学（アメリカ合衆国）との学⽣交流協定（覚書）の⼀部修正について
（６） 特別聴講学⽣の⼊学について    
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） ⼊学試験委員会
（４） 学⽣委員会
（５） 将来構想委員会
（６） 教養教育協議会
（７） ⾃⼰点検・評価委員会
（８） ⼤学教育委員会
（９） グローバル化推進室会議
（10） 部内国際交流委員会
（11） 全学国際交流委員会
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 令和元年 ７⽉２５⽇（⽊） 
２ 議  題 
（１） 学⽣の異動について               
（２） 学⽣の留学（短期）について
（３） ⾮常勤講師の採⽤について
（４） ヴァレンシア⼤学（アメリカ合衆国）との学⽣交流協定（覚書）の⼀部修正について     
３ 報  告
（１） 学部⻑報告
４ 各種委員会報告
（１） 総務委員会
（２） 教務委員会
（３） 学⽣委員⻑
（４） グローバル化推進室会議
（５） 国際交流委員会
（６） 情報化推進委員会



５ そ の 他

（医学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和元年７⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）徳島⼤学医学部放射線障害予防規程の全部改正について
（２）徳島⼤学医学部放射線安全管理委員会規則の⼀部改正について
（３）徳島⼤学医学部放射線障害予防規程実施細則の⼀部改正について
（４）その他
３ 諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（６⽉１８⽇開催）
（２）平成３０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  令和元年７⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）川崎医科⼤学学⽣の研究室配属に関する協定書（案）について
（２）共同研究の受⼊について
（３）その他
３ 諸 報 告
（１）教務委員会報告（７⽉２⽇開催）
（２）病院報告
（３）寄附⾦の受⼊について
（４）受託研究の受⼊について
（５）その他
４ そ の 他

■保健学科教授会議
１ 開 催 ⽇  令和元年７⽉１８⽇（⽊）
２ 議  題
（１）学⽣の留学について
３ 報告事項
（１）教務委員会報告
（２）⼤学教育委員会報告
（３）国際交流委員会報告
（４）寄附⾦の受⼊れについて
（５）その他

（⻭学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年７⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）放射性同位元素等による放射線障害の防⽌に関する法律の改正に伴う関係規則の整備について



（２）令和元年度⻭学部⾮常勤講師の任⽤（案）について
（３）令和元年度学外臨床教授等の選考について
（４）学部学⽣の外国留学について
（５）ウダヤナ⼤学医学部との学⽣交流に関する覚書の締結について
（６）学⽣異動について
 (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）寄附⾦の受⼊について
（５）受託事業の受⼊について
（６）補助⾦の受⼊について
（７）その他

●臨時教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年７⽉１８⽇（⽊）
２ 議  題

 （１） ２０１９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

（薬学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和 元年 ７⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題  
（１）学⽣の異動について
（２）学⽣の短期留学について
（３）令和２年度研究室配属予定表（案）について
（４）令和２年度第３年次学⽣の研究室配属（案）について
（５）各種委員会委員の選出について
（６）共同研究の受⼊について
３ 報告事項
（１）福利厚⽣施設等整備運営事業の進捗状況について
（２）学部⻑報告
（３）海外での教育・研究活動⽀援の申請について
（４）博⼠前期課程、博⼠課程及び博⼠後期課程の指導教員等について
（５）研究倫理プログラムワークショップの実施について
（６）令和元年度薬学部宣伝隊プロジェクト訪問⾼校について
（７）オープンキャンパス２０１９について
（８）学部１年次進路希望アンケートについて
（９）受託研究の受⼊について
（10）寄附⾦の受⼊について
（11）⽇亜化学・徳島⼤学協働研究テーマ募集説明会について
（12） その他



４ そ の 他

（⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年７⽉２５⽇（⽊）
２ 議  題 
(1)学⽣の留学について
(2)学⽣異動について
(3) その他 
３ 諸報告
(1) その他

（理⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和元年７⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 2020(令和2)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) 2020(令和2)年度理⼯学部編⼊学試験(私費外国⼈留学⽣特別選抜)の合否判定について       
(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) 特別聴講学⽣の⼊学について      
(6) 令和元年度⾮常勤講師の任⽤について
                                                
                                                
                                                
                                                
                                               
(7) 放射性同位元素等による放射線障害の防⽌に関する法律の改正に伴う関係規則の整備について
(8) その他   
２．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) その他

(⽣物資源産業学部)
●教授会
1．⽇ 時  令和元年７⽉１１⽇（⽊) １５時００分〜１５時５６分
2．議 題
(1) ２０２０（令和２）年度４⽉⼊学徳島⼤学⼤学院創成科学研究科⽣物資源学専攻（修⼠課程）
  学⽣募集要項（推薦⼊学）について
(2) ２０２０（令和２）年度４⽉⼊学徳島⼤学⼤学院創成科学研究科⽣物資源学専攻（修⼠課程）
  学⽣募集要項（⼀般⼊試・社会⼈特別⼊試・外国⼈留学⽣特別⼊試）について
(3) 学⽣の留学について
(4) 研究⽣の⼊学について
(5) 放射性同位元素等による放射線障害の防⽌に関する法律の改正に伴う関係規則の整備について
(6) 共同研究の受⼊について



3．諸報告
(1) 学⽣の研究指導について
(2) 平成３０年度後期 ⽣物資源産業学部開講科⽬ 学⽣による授業評価アンケート結果について
(3) ⼤学訪問について
(4) 令和元年度教授会予定（変更）について
(5) 令和元年度若⼿研究者学⻑表彰候補者の推薦について
(6) 教育研究評議会報告について
(7) 受託研究の受⼊について
(8) 寄附⾦の受⼊について
(9) その他
 ①⼤学院創成科学研究科設置の進捗状況について

◎教育部
（総合科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年７⽉２５⽇（⽊）
２ 第１２８回決定事項の認否 
３ 議  題           
（１）徳島⼤学⼤学院総合科学教育部博⼠前期課程地域科学専攻における転分
   野に関する申合せ（案）の制定について
（２）令和２年度総合科学教育部博⼠後期課程学⽣募集要項（案）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  令和元年７⽉２５⽇（⽊） 
２ 議  題
（１）令和元(2019)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
                       
（２）令和２(2020)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
                      
（３）令和２年(2020)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
                      
（４）令和元(2019)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         
（５）分野の新設について                   
（６）令和元(2019)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
               
（７）令和元(2019)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
             



（８）令和２(2020)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
                
（９）令和２(2020)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
               
（10）令和２(2020)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           
（11）学⽣の再⼊学について                
（12）論⽂審査
３ 諸 報 告
（１）定員充⾜率について                                       
（２）福利厚⽣施設等整備運営事業の進捗状況について    
 ４ そ の 他

（⼝腔科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年７⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）⻑期履修期間の変更について
（２）ティーチング・アシスタントの選考について
（３）リサーチ・アシスタントの選考について
（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  令和 元年 ７⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）学⽣の異動について
（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）専攻公開ゼミナールルーブック評価表（案）について
（４）学位申請の⼿引きについて

教授会名︓薬科学教育部教授会
１ 開 催 ⽇  令和 元年 ７⽉２５⽇（⽊）
２ 議  題
（１）令和元年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程９⽉修了⾒込者の修得単位認定について
（２）平成３１年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程社会⼈・外国⼈特別⼊試（10⽉⼊学）
   合否判定について
（３）令和２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）令和２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）研究⽣の受⼊について
（６）⼤学院薬科学教育部博⼠論⽂の受理について
（７）⼤学院薬科学教育部博⼠論⽂の第１次審査について
（８）⼤学院薬科学教育部博⼠論⽂審査委員の選出について



（栄養⽣命科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和元年７⽉２５⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）学⽣の留学について                                
（２）学⽣の異動について          
（３）学⽣の⻑期履修について        
３ 諸 報 告
（１）オープンキャンパス参加希望状況について      
（２）福利厚⽣施設等整備運営事業の進捗状況について
４ そ の 他

（保健科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和元年７⽉２５⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）学⽣の留学について                                
（２）学⽣の異動について          
（３）学⽣の⻑期履修について        
３ 諸 報 告
（１）オープンキャンパス参加希望状況について      
（２）福利厚⽣施設等整備運営事業の進捗状況について
４ そ の 他

（先端技術科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年７⽉２５⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 令和元年度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
(2) 令和元年度修⼠論⽂審査委員会委員の選出について 
(3) 令和元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) 受⼊学⽣の単位認定について   
(5) 学⽣の留学について
(6) 令和元年度⾮常勤講師の任⽤について
(7) マレーシアマラッカ技術⼤学と徳島⼤学の共同学位プログラムに関する
  覚書の更新について
(8) その他
２．諸報告
(1) 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 令和元年７⽉１８⽇（⽊）



２ 議  題 
(1) 理⼯学域応⽤化学系化学プロセス⼯学分野教授の配置協議について
(2) ⽣物⽣産系⽣物資源⽣産科学分野准教授⼜は講師の配置協議について
(3) 理⼯学域機械科学系⽣産⼯学分野准教授への昇任協議について
(4) 理⼯学域機械科学系知能機械学分野准教授への昇任協議について
(5) 理⼯学域知能情報系知能⼯学分野准教授への昇任協議について
(6) 理⼯学域外国⼈研究者の受⼊について
(7) 国⽴⼤学法⼈東北⼤学ニュートリノ科学研究センターと国⽴⼤学法⼈徳島⼤学⼤学院社会産業
  理⼯学研究部との宇宙暗⿊物質研究の推進に関わる連携協⼒協定書の締結について
(8) 研究部⻑裁量経費について
(9) その他
２．諸報告
(1) 研究スペース確保等の規則制定に関する意⾒の募集について
(2) その他
 ・⽇亜化学・徳島⼤学協働研究テーマ募集説明会について

■理⼯学域教員会議
１ 開 催 ⽇ 令和元年７⽉１１⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 応⽤化学系化学プロセス⼯学分野教授の配置協議について
(2) 機械科学系⽣産⼯学分野准教授への昇任協議について
(3) 機械科学系知能機械学分野准教授への昇任協議について
(4) 知能情報系知能⼯学分野准教授への昇任協議について
(5) 外国⼈研究者の受⼊について
(6) その他
２．諸報告
(1) その他
・⽇亜化学・徳島⼤学協働研究テーマ募集説明会について

（⼤学院医⻭薬学研究部）
●研究部教授会 
１ 開 催 ⽇  令和元年７⽉１８⽇（⽊）
２ 議  題
（１）教員の選考について
（２）教授配置協議書（案）について
（３）教授選考委員会委員の選出について
（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）教員の再任審査について
（４）外国⼈研究者の受⼊について
（５）その他

◎病院
●病院教授会



１ 開 催 ⽇ 令和元年７⽉１８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 報告事項
（１）教員の異動等について

◎研究所
●先端酵素学研究所教授会
１ 開 催 ⽇  令和元年７⽉９⽇（⽕）
２ 議  題 
（１）先端酵素学研究所放射線予防規定等の改正について
（２）その他
３ 報告事項
（１）教員の任期規則について
（２）各種委員会報告
（３）各領域・センター運営会議等報告
（４）共同利⽤・共同研究拠点 平成３０年度実施状況報告書について
（５）７⽉の研究所セミナーについて
（６）その他

●先端酵素学研究所教授会
１ 開 催 ⽇  令和元年７⽉２５⽇（⽊）
２ 議  題 
（１）配置協議等について
（２）Ｂ棟動物飼育施設について
（３）先端酵素学研究所⾃⼰点検・評価委員会及び中期⽬標・中期計画等検討WG委員について
（４）その他
３ 報告事項
（１）第４回トランスオミクス医学研究拠点ネットワーク形成事業国際シンポジウム
（２）各種委員会報告
（３）各領域・センター運営会議等報告
（４）その他


