
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３１年２月１２日（火）
２　第３５回決定事項の認否　
３　議　　題
（１）　平成31年度大学入試センター試験を課す特別入試（推薦Ⅱ）合否判定に
　　　　ついて
（２）　徳島大学総合科学部教育プログラム評価委員会規則（案）の制定について
（３）　寄附物品の受入について
（４）　平成３１年度非常勤講師の採用について
（５）　学生異動について
（６）　外国留学における単位認定について
（７）　学生の留学（短期・長期）について
（８）　2021年度学校推薦型選抜Ⅰ・Ⅱ選抜要項の改訂について
（９）　入学料免除選考結果に伴う入学料の納付期限について
（10）　ゲント大学（ベルギー）人文哲学部との部局間学術交流協定について
４　報　　告
（１）　学部長報告
（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）　グローバル化推進室会議
（６）　部内国際交流委員会
（７）　全学国際交流委員会
（８）　教職教育センター運営委員会
６　そ の 他

（医学部）                                        　　　　　　                  
 
■臨時医学科及び医科栄養学科教授会議
１　開 催 日　　平成３１年２月６日（水）
２　議　　題
（１）平成３１年度大学入試センター試験を課す推薦入試第一次選考について
（２）２０２０年度推薦入試Ⅱ（地域枠）の推薦要件について
（３）ハノーバー医科大学との大学間学術交流協定の更新について
（４）テキサス大学ヒューストンヘルスサイエンスセンターとの大学間学術交流協定の更
新について
（５）その他
 ３　諸 報 告
 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３１年２月１２日（火）　　　　
２　議　　題
（１）平成３１年度医学部大学入試センター試験を課す推薦入試合否判定について
（２）平成３１年度ＡＯ入試合否判定について
（３）平成３１年度医学科前期日程入試２段階選抜の実施について
（４）その他
３　諸 報 告
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３１年２月１４日（木）
２　議　　題
（１）平成３０年度医学科卒業判定について
（２）平成３０年度医科栄養学科卒業判定について
（３）平成３０年度非常勤講師の選考について
（４）平成３０年度臨床教授等の選考について
（５）２０１９年度非常勤講師の選考について
（６）２０１９年度客員教授等の選考について
（７）２０１９年度臨床教授等の選考について
（８）外国語技能検定試験による単位認定について
（９）短期語学研修（留学）による単位認定及びマイレージポイントの認定について
（10）グローバルランチⅠによるマイレージポイントの認定について
（11）臨床実習生の受入について
（12）２０１９年度医学研究実習優秀者表彰（案）について
（13）学生の異動について
（14）共同研究の受入について
（15）その他
３　諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（１月１５日開催）
（２）教務委員会報告（２月５日開催）
（３）医学部医学科教育プログラム評価委員会報告（２月６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）その他
４　そ の 他

■臨時保健学科教授会議
１　開 催 日　　平成３１年２月１２日（火）
２　議　　題
（１）平成３０年度保健科学教育部（博士前期課程）看護学領域助産実践コース修士論文
学位第２次審査について
３　報告事項

■臨時保健学科教授会議
１　開 催 日　　平成３１年２月１２日（火）
２　議　　題
（１）平成３１年度徳島大学推薦入試（医学部保健学科）合否判定について
（２）テキサス大学ヒューストンヘルスサイエンスセンターとの大学間学術交流協定の更
新について
３　報告事項

（歯学部）
●臨時教授会
１　開 催 日　平成３１年２月６日（水）
２　議　　題
　　（１）　平成３１年度歯学科推薦入試の第一次選考について
　　（２）　平成３１年度口腔保健学科推薦入試の第一次選考について
　　（３）　その他
３　報告事項
    （１）  その他

●臨時教授会
１　開 催 日　平成３１年２月１２日（火）
２　議　　題
　　（１）　平成３１年度歯学科推薦入試の合否判定について
　　（２）　平成３１年度口腔保健学科推薦入試の合否判定について



　　（３）　その他
３　報告事項
    （１）　その他

●教授会
１　開 催 日　平成３１年２月１４日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学歯学部研究共用施設の管理運営に関する内規及び
            徳島大学歯学部長表彰内規の一部改正（案）について
　　（２）　学科長及び副学部長の選考について
　　（３）　平成３１年度各種委員会委員（案）について
　　（４）　平成３０年度歯学科の卒業認定について
　　（５）　平成３０年度口腔保健学科の卒業認定について
　　（６）　歯学科学生に係る各賞の選考について
　　（７）　口腔保健学科学生に係る各賞の選考について
　　（８）　平成３１年度歯学部非常勤講師の任用（案）について
　　（９）　平成３１年度科目等履修生の入学について
　　（10）  平成３１年度科目等履修生の在学期間延長について
　　（11）　平成３１年度研究生の在学期間延長について
　　（12）　ハノーバー医科大学との大学間学術交流協定及び覚書の更新について
　　（13）　歯学部校舎の貸与について
　　（14）　歯学部校舎の改修について
　　（15）　「歯学部だより」に掲載する広告の規格，掲載料等について
　　（16）　次期副病院長(歯科担当)の推薦について
　　（17）　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）　寄附物品の受入について
   （７）　メトロポリア応用科学大学との国際セミナーの開催について
   （８）　その他

（薬学部）
●教授会
１　開 催 日　 平成３１年２月７日（木）
２　議　　題　　

 （１） 平成３１年度薬学部AO入試合否判定について
（２）　平成３１年度前期日程入学試験（薬学科）の第１次選考について
（３）　学生の異動について
（４）　平成３０年度薬学科卒業判定について
（５）　平成３１年度薬学部担当非常勤講師の任用（案）について
（６）　平成３１年度薬学部実習時間割（案）について
（７）　平成３１年度SIH道場授業設計の授業概要（案）について
（８）　学生の留学について
（９）　薬学部における成績評価等に対する異議申立て制度の見直しについて
（10）　客員教授の委嘱について
（11）　徳島大学薬学部自己点検・評価委員会規則の一部改正について
（12）　改元に伴う関係規則等の整備について
（13）　平成３１年度全学及び薬学部内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）　専攻公開ゼミに係るアンケート集計結果について
（３）　病院・薬局実務実習に係る５年次進級要件充足状況について
（４）　病院・薬局実務実習の受講に関する対応について



（５）　カリキュラム科目の読替の修正について
（６）　平成３１年度薬学部一般入試（前期日程・後期日程）試験監督者等について
（７）　教員の人事について
（８）　２０１９年度実務実習について
（９）　寄附金の受入について
（10）　その他
４　そ の 他

（工学部）
●教授会
１　開 催 日　平成３１年２月２８日（木）
２　議　　題　
　　(1) 平成31年度非常勤講師の任用について 
　　(2) 学生異動について
　　(3) その他
２．諸報告
　　(1) 卒業式及び修了式会場への交通について 
　　(2) 除籍について
　　(3) 平成30年度徳島大学工学部国際化貢献賞受賞者について
　　(4) 平成31年度教授会等の開催予定について
　　(5) その他

（理工学部）
●教授会
１　開 催 日　 平成３１年２月１２日（木）
２　議　　題　
　　(1) 平成31年度理工学部入学試験（大学入試センター試験を課す推薦入試）の
        合否判定について
　　(2) 平成31年度徳島大学欠員補充第２次学生募集要項（案）について
　　(3) 研究生の入学について　
　　(4) 平成31年度非常勤講師の任用について　　　
　　(5) ６年一貫カリキュラム選択生の選考について
　　(6) 外国語技能検定試験による単位認定について　　
　　(7) 短期語学研修（留学）によるマイレージポイントの認定について
　　(8) 学生異動について
　　(9) 学生の不祥事について       
　　(10) その他
 ２．諸報告
　　(1) 平成31年度教授会等の開催予定について
　　(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  平成３１年２月６日（水)　１５時０５分～１５時２５分
2．議　題
　　(1) 平成３１年度大学入試センター試験を課す推薦入試第１次選考の合否判定につい
て
　　(2) 学生の留学について
　　(3) 各種委員会委員について
　　(4) 共同研究の受入について

3．諸報告
　　(1) その他
　　　　①大学院設置審に係る報告等



　　　　②謝恩会について
　　　　③FD地域人材育成フェスタについて

●教授会
1．日　時  平成３１年２月１２日（火)　１５時００分～１５時４５分
2．議　題
　　(1) 平成３１年度大学入試センター試験を課す推薦入試の合否判定について
　　(2) 教育プログラム評価実施手順の作成について
　　(3) ２０１９年度履修の手引について
　　(4) ２０１９年度時間割について
　　(5) ２０１９年度オリエンテーションについて
　　(6) 食肉製品試作マニュアルの作成について
　　(7) 農場施設等利用規則の一部改正について
　　(8) 共同研究の受入について

3．諸報告
　　(1) 平成３２年度生物資源産業学部概算要求について
　　(2) 教育研究評議会報告について
　　(3) 寄附金の受入について

（病院）
●病院教授会
　開 催 日　平成３１年２月２２日（金）
２　議　　題　
　（１）　名誉教授の推薦について
　（２）　教員の再任審査について
　（３）　教員の発議及び選考について
　（４）　特任教員の任用更新について

３　報告事項　
　（１）　教員の異動について

◎教育部
（総合科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　平成３１年２月５日（木）
２　第１２２回決定事項の認否　
３　議　　題           
（１）　博士前期課程論文審査委員の選出について
（２）　平成30年度学位審査日程の変更について
（３）　入学料免除選考結果に伴う入学料の納付期限について
（４）　大学院研究指導教員・授業担当教員の選考について　
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）
●臨時教授会
１　開 催 日　　平成３１年２月６日（水）
２　議　  題
（１）学生からの成績評価等に関する申し立てに対する対応についての申合せ（案）につ
いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
（２）大学院医科学教育部教育プログラムにおけるプログラム評価・改善実施手順（案）
について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
（３）特別研究学生の受入れについて　　　　　　 　　　　　　



（４）修士論文審査
（５）論文審査
３　諸 報 告
（１）研究指導計画書・報告書の英語版について　　　　　　
（２）平成３１年度勝沼奨学金奨学生の募集について　　　　
 ４　そ の 他

●教授会
１　開 催 日　　平成３１年２月２８日（木）　
２　議　  題
（１）平成３１年度非常勤講師の選考について　　　　　　
（２）客員教授の選考について　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　
（３）徳島大学大学院医科学教育部規則の一部改正（案）について
（４）徳島大学大学院医科学教育部学位規則実施細則等の一部改正（案）について
（５）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における学習要領に
      関する細則の一部改正（案）について　　　　　　　　　　　 　　　
（６）徳島大学大学院医科学教育部及び栄養生命科学教育部奨学支援制度実施要領の一部
      改正（案）について　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　
（７）学生の異動について　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　
（８）学生の留学について　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　 
（９）修士論文審査
（10）論文審査
３　諸 報 告
（１）分野の変更について 　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 
（２）徳島大学機関リポジトリによる学位論文の公開保留事由消滅に係る報告について
４　そ の 他

（口腔科学教育部）
●臨時教授会
１　開 催 日　平成３１年２月６日（水）
２　議　　題
（１）　大学院１研究科構想について
（２）　その他
３　報告事項

 （１） その他

●教授会
１　開 催 日　平成３１年２月１４日（木）
２　議　　題
（１）　徳島大学大学院口腔科学教育部規則の一部改正（案）について
（２）　徳島大学大学院口腔科学教育部における長期にわたる教育課程の履修に関
　　　　する規則等の一部改正（案）について
（３）　大学院生（博士課程）の第一次学位審査について
（４）　大学院生（博士前期課程）の第一次学位審査について
（５）　大学院生（博士課程）の第二次学位審査について
（６）　大学院生（博士前期課程）の第二次学位審査について
（７）　平成３１年度科目等履修生の入学について
（８）　平成３１年度科目等履修生の在学期間延長について
（９）　平成３１年度非常勤講師の任用（案）について

 （10） 客員教授の選考について
（11）　平成３１年度大学院口腔科学教育部時間割（案）について
（12）　2019年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の推薦について
（13）　学生の異動について
（14）　その他
３　報告事項

 （１） 各委員会報告について
 （２） 細井和雄歯科基礎医学奨励賞候補者の推薦について



 （３） その他
　　

（薬科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　 平成３１年２月７日（木）
２　議　　題
（１）　平成３０年度大学院博士前期課程修了見込者の修得単位認定について
（２）　平成３０年度大学院博士後期課程修了見込者の修得単位認定について
（３）　平成３０年度大学院博士課程修了見込者の修得単位認定について
（４）　平成３１年度大学院薬科学教育部博士前期課程外国人留学生特別入試合否判定に
ついて
（５）　平成３１年度大学院薬科学教育部博士後期課程一般，社会人特別入試（第３次）
合否判定について
（６）　平成３１年度大学院薬科学教育部博士課程外国人留学生特別入試（第３次）合否
判定について
（７）　大学院薬科学教育部修士論文の受理について
（８）　大学院薬科学教育部修士論文の第１次審査について
（９）　大学院薬科学教育部修士論文審査委員候補者（案）について
（10）　大学院薬科学教育部博士論文の受理について
（11）　大学院薬科学教育部博士論文の第１次審査について
（12）　大学院薬科学教育部博士論文審査委員の選出について
（13）　平成３０年度特に優れた業績による奨学金返還免除候補者の推薦（案）について
（14）　平成３１年度大学院担当非常勤講師の任用（案）について
（15）　平成３１年度大学院授業時間割（案）について
（16）　平成３１年度大学院薬科学教育部博士前期一般，博士後期・博士課程一般入試，
社会人特別入試，
　　　　外国人留学生特別入試（第４次）学生募集要項について
（17）　徳島大学大学院薬科学教育部規則の一部改正について
（18）　徳島大学大学院薬科学教育部における授業科目の履修方法等に関する細則の一部
改正について
（19）　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履修要領に関す
る細則の一部改正について
（20）　薬科学教育部における精製評価等に対する異議申立て制度の導入について
（21）　客員教授の委嘱について
（22）　改元に伴う関係規則等の整備について
　　

（栄養生命科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　　平成３１年２月２８日（木）　
２　議　  題
（１）平成３１年度栄養生命科学教育部非常勤講師の選考及び客員教授等の称号の付与に
ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）徳島大学大学院栄養生命科学教育部規則の一部改正（案）について
（３）徳島大学大学院栄養生命科学教育部学位規則実施細則の一部改正（案）について
（４）徳島大学大学院栄養生命科学教育部統合医療学際教育英語プログラムにおける学習
要領に
　　　関する細則の一部改正（案）について
（５）学生からの成績評価等に関する申し立てに対する対応についての申合せの制定（
案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（６）学生の異動について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（７）平成３１年度栄養生命科学教育部授業時間割（案）について　
（８）学位審査（博士前期課程）　　　　　　　　　　　　　　
（９）学位審査（博士後期課程）　　　　　　　　　　　　　　　　
３　諸 報 告
４　その他



（保健科学教育部）
●臨時教授会
１　開 催 日　　平成３１年２月１２日（火）
２　議　　題
（１）平成３０年度保健科学教育部（博士前期課程）看護学領域助産実践コース修士論文
学位第２次審査について
３　報告事項

■博士後期課程教授会議
１　開 催 日　　平成３１年２月２１日（木）
２　議　　題
（１）平成３０年度保健科学教育部（博士後期課程）博士論文学位第２次審査
について
（２）平成３０年度保健科学教育部（博士後期課程）博士論文学位第１次審査について
（３）その他
　

●教授会
１　開 催 日　　平成３１年２月２１日（木）
２　議　　題

 （１） 平成３０年度保健科学教育部（博士前期課程）修士論文学位第２次審査について
                                                              
（２）学生異動について
（３）長期履修申請について
（４）平成３１年度大学院学内他教育部教員等への授業担当依頼について
（５）平成３１年度大学院非常勤講師の任用について　　　　　　　　
（６）平成３１年度大学院臨床教授等称号付与について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（７）学位論文の徳島大学機関リポジトリへの公表について
（８）外国連携大学院と合同で共同学位を得る教育プログラムについて
３　報告事項
（１）保健科学教育部博士後期課程教授会議報

（先端技術科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　平成３１年２月２８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)　 博士後期課程研究指導教員の選考について　  
　　(3)　 研究生の入学について
　　(4)　 科目等履修生の単位授与について　
　　(5)　 四国防災・危機管理特別プログラムの修了について　
　　(6)　 平成31年度非常勤講師の任用について
　　(7)　 徳島大学大学院先端技術科学教育部学位規則実施細則の一部改正（案）につい
て
　　(8)　 徳島大学大学院先端技術科学教育部の博士学位審査に関する内規の一部改正（
案）について
　　(9)　 徳島大学大学院先端技術科学教育部（博士前期課程）において優れた研究業績
を上げた者の期間
　　　　　短縮修了に関する要項の一部改正（案）について
　　(10)  徳島大学大学院先端技術科学教育部と県立広島大学大学院総合学術研究科との
間における特別
　　　　　研究学生交流に関する協定書（案)について
　　(11) 学生異動について
　　(12) 平成30年度国際交流研究奨励賞受賞候補者について　
　　(13) その他



２．諸報告
　　(1) 平成31年度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) 平成31年度博士後期課程第3次入学試験の合否判定について
　　(3) その他

●入学試験合否判定教授会議（第４回） 
１　開 催 日　平成３１年２月６日（月）
２　議　　題　
　　(1) 平成３１年度英語による大学院工学教育コース(博士前期課程)入学試験の合否判
定について
　　(2) 平成３１年度大学院先端技術科学教育部博士後期課程（第３次）入学試験の合否
判定について
　　(3) その他

◎研究部
（大学院社会産業理工学研究部）
■理工学域教授会
１　開 催 日　 平成３１年２月１２日（木）
２　議　　題　
　　(1) 理工学域電気電子系電気電子システム分野助教の選考について
　　(2) 理工学域光応用系光機能材料分野准教授の発議について
　　(3) 理工学域光応用系光機能材料分野助教の発議について
　　(4) 外国人研究者の受入変更について
　　(5) 専門研究員の受入変更について
　　(6) 専門研究員の受入について
　　(7) その他
２．諸報告
　　(1) その他

●研究部教授会
１　開 催 日　 平成３１年２月２１日（木）
２　議　　題　

 　　(1) 理工学域電気電子系電気電子システム分野助教の選考について
 　　(2) 理工学域光応用系光機能材料分野准教授の発議について

　　(3) 理工学域光応用系光機能材料分野助教の発議について
　　(4) 社会総合科学域人間科学系心理学分野特任教授の採用について
　　(5) 社会総合科学域外国人研究者の受入について
　　(6) 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
　　(7) 理工学域外国人研究者の受入変更について
　　(8) 理工学域専門研究員の受入変更について
　　(9) 理工学域専門研究員の受入について
　　(10) 生物資源産業学域専門研究員の受入について
　　(11) 共同研究講座の設置について
　　(12) 生物資源産業学域動物生産技術共同研究講座特任講師の発議について
　　(13) 徳島大学大学院社会産業理工学研究部長表彰内規の一部改正について
　　(14) 徳島大学大学院社会産業理工学研究部総合技術センターの業務依頼及び設備使
用に関する
　　 申合せの一部改正について
２．諸報告
　　(1) 教員の配置換について
　　(2) 生物生産系生物資源生産科学分野教員の選考について
　　(3) 徳島大学名誉教授の推薦について
　　(4) 平成31年度教授会等の開催予定（案）について
　　(5) その他
　　　・徳島大学高等教育研究センターの設置について
　　　・ポストＬＥＤフォトニクス研究所について
　　　・総合研究推進センター（仮称）の設置について



　　　・徳島県水産業の成長産業化及び関連産業の振興に関する協定の拡充について
　　　・徳島大学キャンパスライフ健康支援センターの設置について
　　　・教授選考に係る手続きについて
　　　・平成３１年度運営費交付金等予定額の内示概要について
　　　・地域協働技術センタ－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３１年２月２１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）教授選考方針（案）について 　　　
　　（４）教授選考委員会委員の選出について
　　（５）学長裁量ポスト及び学長裁量経費ポストにかかる区分「Ａ」ポスト雇用教員の
評価について
　　（６）２０１９年度非常勤講師の選考について
　　（７）２０１９年度客員教授の選考について
　　（８）教員の併任について
　　（９）寄附講座（地域運動器・スポーツ医学分野）の設置内容の変更について
　　（10）大学院医歯薬学研究部総務委員会の設置について
　　（11）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）蔵本地区の再開発（歯学部校舎棟改修計画を含む）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３１年２月２８日（木）

２　議　　題　
 （１） 学長裁量ポスト及び学長裁量経費ポスト区分（A）評価報告書に

ついて
　　（２）　先端酵素学研究所の客員教授等の選考について
　　（３）　平成３０年概算要求事業の経費執行について
　　（４）　平成３１年概算要求事業の経費執行計画について
　　（５）　平成３１年度先端酵素学研究所における委員会委員について
　　（６）　その他

３　報告事項
    （１）  先端酵素学研究所運営協議会委員及び共同研究委員会委員等について
　　（２）　質量分析装置の利用状況について
　　（３）　各種委員会報告
　　（４）　各領域・センター運営会議等報告
　　（５）　３月の研究所セミナーについて
　　（６）　その他




