
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１２⽉１２⽇（⽊）
２ 第４６回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 令和２（2020）年度⼤学⼊試センター試験を課さない特別⼊試（推薦Ⅰ）
   合否判定について
（２） 令和２年度総合科学部学年暦について
（３） 令和２年度⾮常勤講師の採⽤について
（４） 学⽣の留学の延⻑について
（５） 学⽣の留学について
（６） 令和２年度特別聴講学⽣の受け⼊れについて
（７） 令和３年度徳島⼤学⼊学者選抜における予告について
（８） 令和３年度アドミッションポリシ－について
（９） 調査書に代わる「諸活動申請書」について
（10） リュブリャナ⼤学（スロベニア）⽂学部との部局間学術交流協定について
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） ⼊学試験委員会
（４） 学⽣委員会
（５） グローバル化推進室会議
（６） 国際交流委員会
（７） ⼤学院創成科学研究科地域創成専攻・臨床⼼理学専攻設置準備委員会
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１２⽉２６⽇（⽊）
２ 第４０回決定事項の認否
３ 議 題
（１）令和２年度総合科学部学年暦について
（２）令和２年度⾮常勤講師の採⽤について
（３）リュブリャナ（スロベニア）⽂学部との部局間学術交流協定について
４ 報 告
（１）学部⻑報告
５ 各種委員会報告
（１）教務委員会
（２）グローバル化推進室会議
（３）国際交流委員会
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  令和元年１２⽉１２⽇（⽊）
２ 議    題
（１）令和２年度医学科ＡＯ⼊試第２次選考合否判定について
（２）令和２年度医科栄養学科⼤学⼊試センター試験を課さない推薦⼊試合否判定について



（３）徳島⼤学附属図書館分館⻑候補適任者の推薦について
（４）放射線総合センター⻑候補適任者の推薦について
（５）令和元年度⾮常勤講師の選考について
（６）令和元年度臨床教授等の選考について
（７）⾼等教育の修学⽀援新制度における学業成績等に関する基準への対応について
（８）外国語技能検定試験による単位認定について
（９）⼤学⼊学共通テストの枠組みにおける記述式問題（国語）の対応（令和３年度⼊試）について
（10）令和３年度⼊試（令和２年度実施）徳島⼤学⼊学者選抜における予告について
（11）令和３年度⼊試⽇程について
（12）令和元年度学内補正予算の配分について
（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（１１⽉１９⽇開催）
（２）教務委員会報告（１２⽉２⽇開催）
（３）⼊学試験委員会報告（１２⽉４⽇開催）
（４）医学科教育プログラム評価委員会報告（１２⽉３⽇開催）
（５）病院報告
（６）寄附⾦の受⼊について
（７）寄附物品の受⼊について
（８）「国⽴⼤学改⾰⽅針」への対応について
（９）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  令和元年１２⽉２６⽇（⽊）
２ 議    題
（１）令和元年度医学科４年次臨床実習⼊⾨単位認定について
（２）学⽣の異動について
（３）その他
3 諸 報 告
4 そ の 他

■保健学科教授会議
１ 開 催 ⽇  令和元年１２⽉１９⽇（⽊）
2 議   題
（１）徳島⼤学附属図書館分館⻑候補適任者の推薦について
（２）放射線総合センター⻑候補適任者の推薦について
（３）令和２年度徳島⼤学医学部保健学科３年次編⼊学（第⼆次）試験の合否判定について
（４）令和２年度徳島⼤学医学部保健学科３年次編⼊学（第三次）試験の実施について
（５）令和２年度徳島⼤学医学部保健学科３年次編⼊学（第三次）学⽣募集要項（案）について
（６）２０２１（令和３）年度⼊学者選抜要項（案）について
（７）令和３年度⼊試（令和２年度実施）徳島⼤学⼊学者選抜における予告について
（８）語学マイレージポイントの認定について
3 報告事項
（１）⼤学教育委員会報告
（２）教務委員会報告
（３）⼊試委員会報告
（４）教育研究評議会報告
（５）共同研究の受⼊れについて



  (６）寄附⾦の受⼊れについて

（⻭学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年１２⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題
（１）令和元年度TOEIC-IPテスト及びTOEFL ITPテストによるマイレージポイントの認定について
（２）外国語技能検定試験による単位認定について
（３）共同研究の受⼊について
（４）令和元年度学部内補正予算配分（案）について
（５）放射線総合センター⻑候補適任者の推薦について
（６）徳島⼤学附属図書館分館⻑候補適任者の推薦について
（７）キャンパスライフ健康⽀援センター⻑候補適任者の推薦について
 (８) 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）⾼⽥充⻭科基礎医学奨励賞の選考結果について
（６）⻭学部ホームページの更新について
（７）会計実地検査について
（８）「国⽴⼤学改⾰⽅針」への対応に係る調書（案）について
（９）その他

（薬学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和 元年１２⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題 
（１）令和２年度薬学部アドミッション・オフィス（AO）⼊試第２次選考について
（２）令和２年度薬学部専⾨科⽬前期・後期時間割表（案）について
（３）令和２年度薬学部ガイダンス表（案）について
（４）令和２年度薬学部講義⽇程（案）について
（５）２０２０年度 薬局・病院実務実習⽣の実習施設配属について
（６）令和元年度TOEFL ITPテストによるマイレージポイントの認定について
（７）⾼等教育の修学⽀援新制度における学業成績等に関する基準への対応について
（８）令和２年度及び令和３年度教養教育科⽬履修要件の変更について
（９）令和３年度徳島⼤学薬学部⼊学者選抜における変更事項について
（10）⼤学共通テストの枠組みにおける記述式問題（国語）の対応（令和３年度⼊試）について
（11）令和３年度⼊試（令和２年度実施）徳島⼤学⼊学者選抜における予告について
（12）２０２１年度⼊試⽇程（案）について
（13）２０２１年度徳島⼤学⼊学者選抜要項（案）について
（14）放射線総合センター⻑候補適任者の推薦について
（15）徳島⼤学附属図書館分館⻑候補適任者の推薦について
３ 報告事項
（１）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２次）の合否判定について
（２）令和２年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程⼀般⼊試（第２次）の合否判定について
（３）令和２年度薬学部アドミッション・オフィス（AO）⼊試第２次選考について
（４）教員の⼈事について
（５）学部⻑報告
（６）卒業・修了予定者と学部⻑との懇談会について



（７）２０１９年度⽇本薬学会中国四国⽀部学⽣発表奨励賞推薦者について
（８）令和４年度博⼠前期課程⼊試の英語について
（９）成績に関する異議申⽴てについて
（10）令和２年度センター試験監督者等について
（11）受託研究の受⼊について
（12）寄附⾦の受⼊について
（13）寄附物品の受⼊について
（14）予算の早期執⾏について
（15）その他
４ そ の 他

（⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年１２⽉２６⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 令和元年12⽉31⽇付け卒業判定について
(2) 外国語技能検定試験による単位認定について
(3) 学⽣異動について
(4) 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１２⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 2020(令和２)年度理⼯学部⼊学試験（⼤学⼊試センター試験を課さない特別⼊試）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（第２次）の合否判定について       
(3) 2021(令和３)年度徳島⼤学⼊学者選抜募集要項（案）について     
(4) 短期語学研修（留学）による単位認定について   
(5) 令和元年度TOEIC-IPテスト及びTOEFL ITPテストによるマイレージポイントの認定について      
(6) 研究⽣の⼊学について
(7) 学⽣の留学について
(8) 学⽣異動について
(9) ⼊学料未納による除籍処分について
(10) 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) その他

(⽣物資源産業学部)
●教授会
1．⽇ 時  令和元年１２⽉１２⽇（⽊) 
2．議 題
(1) 2020(令和２）年度⼤学⼊試センター試験を課さない特別⼊試（推薦Ⅰ）の合否判定について
(2) ⼤学⼊学共通テストの枠組みにおける記述式問題（国語）の対応（令和３年度⼊試）について
(3) 令和３年度⼊学者選抜要項記載内容の検討について
(4) 令和２年度以降の総合評価試験について
(5) 「徳島⼤学学則第３５条の２の規定による卒業の認定の基準に関する内規」及び「徳島⼤学学則
  第３５条の２の規定による卒業の認定の基準に関する申合せ」の⼀部改正等について



(6) 短期語学研修（留学）による単位認定について
(7) 学⽣の留学について
(8) 令和元年度⾮常勤講師の任⽤について
(9) 卒業論⽂の提出および発表について
(10) 徳島⼤学⽣物資源産業学部農場の借受期間の更新について
(11) ⽣物資源産業学部⻑意向投票管理委員会の設置について
(12) 放射線総合センター⻑候補適任者の推薦について
(13) キャンパスライフ健康⽀援センター⻑候補適任者の推薦について
(14) 共同研究の受⼊について
3．諸報告
(1) 研究指導について
(2) 各種委員会委員について
(3) インターンシップによる授業の⽋席について
(4) 教養教育院・⽣物資源産業学部合同ＦＤ集会の開催について
(5) 年５⽇の年次有給休暇取得の義務化について
(6) 教育研究評議会報告について
(7) 寄附⾦の受⼊について

◎教育部
（総合科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年１２⽉２６⽇（⽊）
２ 第１３２回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 令和２年度総合科学教育部博⼠後期課程⼊学試験合否判定について
（２） ⼤学院研究指導教員の選考について
（３） 博⼠前期課程学位論⽂審査委員の選出について
（４） 令和２年度学位審査⽇程について
（５） 令和２年度総合科学教育部学年暦について
（６） 特別聴講学⽣の⼊学について
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

（医科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和元年１2⽉２6⽇（⽊）
２ 議   題
（１）令和２（２０２０）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部修⼠課程（第３次）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博⼠課程（第３次）⼊学試験の合否判定について
（３）令和元（２０１９）度（第３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            
（４）令和２（２０２０）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部修⼠課程（第４次）学⽣募集要項（案）について
                
（５）令和２（２０２０）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部博⼠課程（第４次）学⽣募集要項（案）について
                 
（６）令和２（２０２０）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部博⼠課程MD-PhDコース（第４次）学⽣募集要項
  （案）について                 
（７）特別研究⽣の受⼊について                    



（８）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し合（案）について
（９）学⽣異動について                        
（10）学⽣の懲戒について                          
（11）論⽂審査
３ 諸 報 告

（⼝腔科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年１２⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題
（１）⼤学院⽣（博⼠課程）の第⼀次学位審査について
（２）⼤学院⽣（博⼠後期課程）の第⼀次学位審査について
（３）⼤学院⽣（博⼠前期課程）の第⼀次学位審査について
（４）⼤学院⽣（博⼠課程）の第⼆次学位審査について
（５）⼤学院⽣（博⼠前期課程）の第⼆次学位審査について
（６）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１２⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題
（１）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２次）の合否判定について
（２）令和２年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程⼀般⼊試（第２次）の合否判定について
（３）学⽣異動について
（４）令和２年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程外国⼈留学⽣特別⼊試（第３次）出願資格認定について
（５）令和３年度博⼠前期課程⼊試の専⾨科⽬の問題作成について

（栄養⽣命科学教育部）
■（臨時）栄養⽣命科学教育部教授会
１ 開 催 ⽇  令和元年１２⽉１２⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）令和２（２０２０）年度栄養⽣命科学教育部（博⼠前期課程）第２次学⽣募集⼊学試験合否判定について 
（２）令和２（２０２０）年度栄養⽣命科学教育部（博⼠後期課程）第２次学⽣募集⼊学試験合否判定について
（３）令和２（２０２０）年度栄養⽣命科学教育部（博⼠前期課程）第３次学⽣募集要項（案）
  （⼀般・社会⼈・私費外国⼈留学⽣）について  
（４）令和２（２０２０）年度栄養⽣命科学教育部（博⼠後期課程）第３次学⽣募集要項（案）
  （⼀般・社会⼈・私費外国⼈留学⽣）について
（５）令和２（２０２０）年度栄養⽣命科学教育部（博⼠後期課程）第３次進学者選考要項（案）
  （⼀般・社会⼈・私費外国⼈留学⽣）について 
（６）令和元（２０１９）年度（第３回）栄養⽣命科学教育部「論⽂博⼠号取得に係る外国語(英語)試験」
   実施要領（案）について
（７）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
（８）学位審査（博⼠後期課程）       
３ 諸 報 告
（１）⼤学院教育専⾨委員会報告（１２⽉３⽇（⽕）開催分）
（２）第２回四国地区４⼤学⼤学院合同研究発表会について 
４ そ の 他
              



（保健科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和元年１２⽉１９⽇（⽊）
２ 議 題 
（１）2020年度保健科学教育部（博⼠前期課程）⼊学（第２次）試験合否判定について
（２）2020年度保健科学教育部⼊学（第３次）学⽣募集要項について
（３）学⽣異動について
（４）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について
（５）令和元年度学内補正予算の配分について
（６）令和元年度徳島⼤学組織評価の評価結果に基づくインセンティブ経費について
（７）その他
3 報告事項
（１）⼤学院教育専⾨委員会報告
（２）その他

（先端技術科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年１２⽉２６⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 令和元年度課程博⼠の学位論⽂予備審査結果について
(2) 令和2年度博⼠後期課程（第3次）⼊学者選抜⽅法（案）について
(3) 令和2年度博⼠後期課程(第3次)学⽣募集要項（案）について
(4) 受⼊学⽣の単位認定について
(5) 学⽣の研究指導委託について
(6) 除籍について
(7) その他
３ 諸報告
(1) 令和2年度博⼠後期課程第2次⼊学試験の合否判定について
(2) その他

■先端技術科学教育部⼊学試験合否判定教授会
１ 開 催 ⽇ 令和元年１２⽉４⽇（⽔）
２ 議  題 
(1) 2020(令和２)年度⼤学院先端技術科学教育部博⼠後期課程（第２次）⼊学試験
  合否判定について
(2) その他 
  なし 

◎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１２⽉１９⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 理⼯学域社会基盤デザイン系防災科学分野講師の選考について
(2) 理⼯学域電気電⼦系電気電⼦システム分野准教授の発議について
(3) 理⼯学域電気電⼦系物性デバイス分野講師の発議について
(4) その他
３ 諸報告
(1) 助教の任期について
(2)「国⽴⼤学改⾰⽅針」への対応について
(3) 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について



(4) 令和２年度夏季⼀⻫休業について
(5) その他

■理⼯学域教員会議
１ 開 催 ⽇ 令和元年１２⽉１２⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 社会基盤デザイン系防災科学分野講師の選考について
(2) 電気電⼦系電気電⼦システム分野准教授の発議について
(3) 電気電⼦系物性デバイス分野講師の発議について
(4) 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  令和元年１２⽉１９⽇
２ 議    題
（１）教授の選考について
（２）教員の選考について
（３）特任教員の選考について
（４）特任教授配置協議書（案）について
（５）教授選考委員会委員の変更について
（６）徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部看護リカレント教育センターの設置について
（７）徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部組織規則の⼀部改正について
（８）徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部教授会細則に係る申合せの⼀部改正について
（９）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）働き⽅改⾰関連法に係る対応について
（６）年５⽇の年次有給休暇取得の義務化について
（７）その他

◎病院
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年１⽉１６⽇（⽊）
２ 議  題 
（１）⿇酔科診療部特任教授選考委員会の設置について
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１２⽉２６⽇（⽊）
２ 議  題
（１）教員選考について
（２）客員准教授の選定について
（３）専⾨研究員の受⼊について
（４）放射線総合センター⻑候補適任者について



（５）先端酵素学研究所セミナーについて
（６）その他
３ 報告事項
（１）先端酵素学研究所シンポジウムについて
（２）各種委員会報告
（３）各領域・センター運営協議会
（４）令和３年度概算要求（機能強化経費等）関係資料の提出について
（５）令和２年度学⻑裁量経費（戦略的⼤学機能強化事業⽀援等）に係る事業計画の募集について
（６）その他
 


