
◎学部
(総合科学部)
■第６２回社会総合科学科教授会議
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉１４⽇（⽊） １４時４５分〜１６時４５分
２ 第６１回決定事項の認否
３ 議 題
（１）徳島⼤学総合科学部総務委員会規則の⼀部改正（案）について
（２）留学単位換算規定の改正について
（３）教養教育履修規則の改正について
（４）教養教育における外国語技能検定による単位の認定に関する申合せの改正について
（５）教養教育における短期語学研修による単位認定に関する申合せの改正について
（６）教養教育にかかるマイレージポイント認定のための予備審査に関する申合せ の改正について
（７）令和３年度教育実施経費の募集について
（８）研究⽣の⼊学について
（９）令和３年度⾮常勤講師の採⽤について
（10）外国留学における修得単位認定について
（11）令和３年度⼊学⽣⽤カリキュラムマップ，カリキュラムチェックリストにつ いて
（12）令和３年度徳島⼤学⽋員補充（２次学⽣募集要項（案）について
（13）令和４年度推薦型選抜Ⅰ（活動実績重視型）の（⼀次選考について
４ 報 告
（１）学部⻑報告
（２）教育研究評議会
（３）とくしま創⽣⼈材・企業共創プログラムについて
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）教育戦略室会議
（５）就職委員会
（６）国際交流委員会
（７）⾃⼰点検・評価委員会
６ そ の 他
 ・次回社会総合科学科教授会議は、令和３年２⽉１５⽇（⽉）１３時３０分より開催 する。

■第５２回⼈間⽂化学科，社会創⽣学科及び総合理数学科教授会議
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２６⽇（⽕）〜２⽉１⽇（⽉）
２ 第５１回決定事項の認否
３ 議  題
（１）留学単位換算規定の改正について
４ 各種委員会報告
（１）教務委員会
（２）国際交流委員会
５ そ の 他
 ・次回⼈間⽂化学科、社会創⽣学科及び総合理数学科教授会議は、令和３年２⽉１８⽇（⽊）
  １０時００分より開催する。

（医学部）
■医学科及び医科栄養学科教授会議
1 開 催 ⽇ 令和３年１⽉１４⽇（⽊）
2 議  題
（１）令和２年度⾮常勤講師の任⽤について



（２）令和２年度臨床教授等の選考について
（３）外国語技能検定試験による単位認定について
（４）⼊学試験合否判定資料の修正について
（５）徳島⼤学医学部医学科学校推薦型選抜Ⅱにおける⼀般枠合格者及び地域枠合格者の選抜⽅法についての
   申合せの⼀部改正について
（６）令和３年度⼀般選抜における追試験受験者の合否判定について
（７）令和３年度⼤学⼊学共通テスト特例追試験（2/13.14）受験者が学校推薦型Ⅱを受験した場合の合否判定
   について
（８）令和３年度新型コロナ感染症拡⼤により⼊試内容を変更した場合の具体的な評価⽅法について
（９）学⽣異動について
（10）共同研究の受⼊について
（11）その他
3 諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（１２⽉１５⽇開催）
（２）教務委員会報告（１２⽉２２⽇開催）
（３）令和２年度岡奨学賞の選考結果について
（４）病院報告
（５）令和２年度管理下にない放射性同位元素等の定期調査について
（６）共同研究の受⼊について
（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
4 そ の 他  

■保健学科教授会議
1 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２１⽇（⽊）
2 議 題
（１）保健学科⻑候補者の選出について
（２）令和３年度⼀般選抜における追試験受験者の合否判定⽅法について
（３）令和３年度⼤学⼊学共通テスト特例追試験（2/13.14）受験者が学校推薦型選抜Ⅱを受験した場合の
   合否判定⽅法について
（４）令和３年度新型コロナ感染症拡⼤により⼊試内容を変更した場合の具体的な評価⽅法について
（５）医学部保健学科前期⽇程試験集団⾯接の判定⽅法について
（６）保健学科共通経費について
3 報告事項
（１）学⽣委員会報告
（２）⼊試委員会報告
（３）寄附⾦の受⼊れについて
（４）教育研究評議会報告
（５）令和２年度管理下にない放射性同位元素等の定期調査について
（６）⼤学教育委員会報告
                          
（⻭学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉１４⽇（⽊）
２ 議 題
（１）２０２１（令和３）年度⼊学試験がコロナウイルス感染拡⼤状況により対⾯で実施できない場合の
   選抜⽅法等について
（２）次期副病院⻑(⻭科担当)の推薦について
（３）徳島⼤学⻭学部における試験等に関する細則の⼀部改正（案）について
（４）令和２年度⻭学部⾮常勤講師の任⽤（案）について



（５）令和３年度⼝腔保健学科の科⽬配当時期の変更について
（６）外国語技能検定試験による単位認定について
（７）令和３年度⼊学⽣⽤カリキュラム・チェックリスト等の修正について
（８）共同研究の受⼊について
（９）徳島⼤学⻭学部Niken記念奨学⾦プログラムの設⽴について
（10）⻭学部動物実験室について
（11）令和２年度卒業式・修了式について
（12）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）⻭学部校舎の改修について
（６）令和２年度学内補正予算について
（７）その他

（薬学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和 ３年 １⽉ ７⽇（⽊）
２ 議 題  
（１）令和２年度４年制課程卒業者の薬剤師国家試験受験資格認定に係る単位認定について
（２）令和３年度カリキュラムマップ・科⽬ナンバリング・カリキュラムチェックリストの確認について
（３）令和３年度学年歴及び専⾨教育⾏事予定（案）について
（４）教養教育関係申合せ等の⼀部改正について
（５）令和４年度⼊試⽇程（案）について
（６）令和４年度徳島⼤学⼊学者選抜要項（案）について
（７）令和３年度徳島⼤学⼀般選抜個別試験実施要項（案）について
（８）令和３年度徳島⼤学⽋員補充第２次学⽣募集要項（案）について
（９）⼤学機関別認証評価委員会専⾨委員の候補者の推薦について
（10）国⽴⼤学法⼈徳島⼤学規則及び徳島⼤学学則の⼀部改正について
（11）徳島⼤学の講座等に関する規則の⼀部改正について
（12）共同研究の受⼊について
３ 報告事項
（１）学部⻑報告
（２）２０２０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
（３）外国語技能検定試験による単位認定について
（４）令和３年度薬学部専⾨科⽬前期・後期時間割表について
（５）令和３年度全学及び薬学部内各種委員会委員の選出について
（６）薬剤師国家試験対策検討WG報告
（７）受託研究の受⼊について
（８）寄附⾦の受⼊について
（９）定期⾃主検査及び管理下にない放射性同位元素等の定期検査の実施について
（10）その他
４ そ の 他

（⼯学部）
■⼯学部代議員会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２５⽇（⽉）
２ 議  題 
（１）令和３年度学年暦及び⾏事予定について



（２）その他
3 諸報告
（３）その他

（理⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和３年１⽉１４⽇（⽊）
２ 議 題 
（１）理⼯学部⻑候補適任者の選定について
（２）2021年度渡⽇前⼊学許可制度による私費外国⼈留学⽣⼊試の合否判定について
（３）令和５年度以降の⼊学者選抜について       
（４）令和３年度学年暦及び⾏事予定について
（５）研究⽣の⼊学について
（６）学⽣異動について
（７）徳島⼤学と北京郵電⼤学との間における学術交流に関する協定書の更新について
（８）令和３年度理⼯学部各種委員会副委員⻑の選出について
3 諸報告
（１）令和３年度⼤学⼊学共通テストについて    
（２）受託研究の受⼊について
（３）寄附⾦の受⼊について  
（４）その他 
 ・学部⻑から，学⽣の新型コロナウイルス感染状況について報告があった。

（⽣物資源産業学部）
●教授会
1．⽇ 時 令和３年１⽉１４⽇（⽊) １５時００分〜１５時４５分
2．議 題
（１）令和４年度⼊試（令和３年度実施）⼀般⼊試（後期）における変更について
（２）令和５年度⼊試（令和４年度実施）学校推薦型選抜Ⅱにおける変更について
（３）転学部受⼊れに関する申合せの⼀部改正について
（４）⽣物資源産業学部学⽣の他学部の授業科⽬履修に関する実施細則の⼀部改正について
（５）⽣物資源産業学部における語学マイレージ・プログラムの取扱いについての⼀部改正について
（６）学⽣の懲戒処分案について
（７）実習プログラム専⾨委員会の今後のあり⽅について
（８）共同研究の受⼊について
3．諸報告
（１）令和２年度卒業式について
（２）令和２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の使途について
（３）⼤学機関別認証評価委員会専⾨委員の候補者の推薦について
（４）教育研究評議会について
（５）受託研究の受⼊について
（６）寄附⾦の受⼊について

◎病院
（病院）
●病院教授会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２１⽇（⽊）
２ 議 題 
（１）教員の選考について
３ 報告事項



（１）教員の異動について

■病院運営会議
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２１⽇（⽊）
２ 議 題
（１）規則等の制定等について
（２）病院教授選考委員会の設置について
（３）診療科⻑等の交替について
（４）各種委員会委員の選出について
（５）診療許可について
（６）診療⽀援医師について
（７）業務許可について
３ 報告事項
（１）寄附講座等設置内容の変更について
（２）看護師⻑等候補者の選考について
（３）医療技術部各技師⻑候補者の選考について
（４）医員，研修医，診療⽀援医師等の退職及び採⽤について
（５）剖検率について
（６）寄附⾦について
（７）受託研究について
（８）受託事業について
（９）令和２年度１２⽉分稼働状況について
（10）医事関係報告について
（11）病院情報センター報告
（12）総合臨床研究センター報告
（13）患者⽀援センター報告
（14）医療⽀援センター報告
（15）卒後臨床研修センター報告
（16）栄養部報告
（17）クリニカルアナトミー教育・研究センター報告
（18）徳島県地域医療⽀援センター報告
（19）各種委員会報告
（20）その他

◆⼤学⽇誌
１⽉ ４⽇（⽉） 病院執⾏部会議
  １４⽇（⽊）災害対策訓練
  １８⽇（⽉）病院執⾏部会議
  ２０⽇（⽔）予算経営戦略委員会
  ２１⽇（⽊）第６回国⽴⼤学医学部⻑会議・国⽴⼤学病院⻑会議懇談会（Web開催）
        病院運営会議・病院教授会
  ２７⽇（⽔）診療科連絡会
  ２９⽇（⾦）徳⼤関係医療機関協議会総会（Web開催）

◎⼤学院
（創成科学研究科）
■第９回⼤学院創成科学研究科地域創成専攻教授会
 第９回⼤学院創成科学研究科臨床⼼理学専攻教授会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉１４⽇（⽊）
２ 第８回決定事項の認否



３ 議  題
（１）令和３年度地域創成専攻Ⅱ期⼊試合否判定について
（２）令和３年度臨床⼼理学専攻Ⅱ期⼊試合否判定について
（３）徳島⼤学総合科学部総務委員会規則の⼀部改正（案）について
（４）令和４年度地域創成専攻推薦⼊学特別⼊試学⽣募集要項（案）について
（５）令和４年度地域創成専攻推薦⼊学特別⼊試合否判定要領（案）について
（６）令和３年度⼊学⽣⽤カリキュラムマップ、カリキュラムチェックリストについて
４ 報 告
（１）専攻⻑報告
（２）地域創成専攻⻑選挙の結果について
（３）臨床⼼理学専攻⻑選挙の結果について
５ 各種委員会報告
（１）運営会議
（２）教務・⼊試委員会
６ そ の 他
 ・次回⼤学院創成科学研究科地域創成専攻・臨床⼼理学専攻教授会は、
  令和３年２⽉１５⽇（⽉）1３時30分（社会総合科学科教授会議終了後）より開催する。

■理⼯学専攻教授会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉１４⽇（⽊）
２ 議 題    
（１） 令和２年度修⼠論⽂審査委員会委員の選出について   
（２）徳島⼤学と北京郵電⼤学との共同学位プログラムに関する覚書の更新について

■教育部代議員会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２５⽇（⽉）
２ 議 題 
（１）令和２年度修⼠論⽂審査委員会委員の選出について
（２）令和２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
（３）⼤学院先端技術科学教育部博⼠後期課程研究指導教員の選考について
（４）国際連携⼤学院コースへの転コースについて
（５）学⽣の⻑期履修について
（６）その他
3 諸報告
（１）その他

（総合科学教育部）
■第４６回⼤学院総合科学教育部博⼠後期課程教授会議 (メール会議)
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２６⽇（⽕）〜１⽉２９⽇（⾦）
２ 第４５回決定事項の認否
３ 議 題
（１）学位審査委員会の設置について
４ そ の 他
 ・次回⼤学院総合科学教育部博⼠後期課程教授会議は、令和３年３⽉５⽇（⾦）１０時００分より開催する。

（医科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２８⽇（⽊）
２ 議   題
（１）学⽣異動について                                                                    
（２）早期修了について                        



（３）修⼠論⽂審査                        
（４）論⽂審査
３ 諸 報 告
４ そ の 他

（⼝腔科学教育部）
●教授会
教授会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉１４⽇（⽊）
２ 議 題
（１）２０２１年度徳島⼤学⼤学院（医科学，栄養⽣命科学，保健科学，⼝腔科学，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（国費外国⼈留学⽣）の合否判定について
（２）⼤学院⽣（博⼠課程）の第⼀次学位審査について
（３）⼤学院⽣（博⼠後期課程）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（博⼠前期課程）の第⼆次学位審査について
（６）他⼤学⼤学院等への派遣期間延⻑について
（７）令和３年度⾮常勤講師の任⽤（案）について
（８）令和３年度客員教授の選考について
（９）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３年１⽉７⽇（⽊）
２ 議 題  
（１）令和３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４次）学⽣募集要項（案）について
（２）令和３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（第２次）学⽣募集要項（案）について

(栄養⽣命科学教育部)
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２８⽇（⽊） 
２ 議 題
（１）令和３(２０２１)年度モンゴルとASEAN諸国における国際⾼度医療⼈育成プログラム（国費外国⼈留学⽣）
   合否判定について 
（２）学⽣の外国留学について           
（３）⻑期履修学⽣の期間短縮について       
（４）学位審査（博⼠前期課程）         
（５）学位審査（博⼠後期課程）         
（６）令和３年度新⼊⽣オリエンテーションについて    
３ 諸 報 告
４ そ の 他

（保健科学教育部）
●教授会
1 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２１⽇（⽊）
2 議    題
（１）令和２年度保健科学教育部（博⼠前期課程）修⼠論⽂学位第⼀次審査について



（２）令和３年度徳島⼤学⼤学院保健科学教育部博⼠後期課程(国際連携⼤学院共同学位プログラム)合否判定について
（３）令和３（２０２１）年度徳島⼤学⼤学院保健科学教育部モンゴルとASEAN諸国における
   国際⾼度医療⼈材育成プログラム留学⽣（国費）の合否判定について
（４）学⽣異動について
（５）⻑期履修申請について
（６）令和２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
3 報告事項
（１）保健科学教育部博⼠後期課程教授会議報告

■博⼠後期課程教授会議
1 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２１⽇（⽊）
2 議  題
（１）令和２年度保健科学教育部（博⼠後期課程）博⼠論⽂学位第⼀次審査について
 

◎研究部
（社会産業理⼯学研究部）
●研究部教授会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２０⽇（⽔）
２ 議 題 
（１）理⼯学域光応⽤系光情報システム分野（光通信）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（⽣物物理化学）准教授の選考について
（３）⽣物資源産業学域応⽤⽣命系応⽤⽣物資源学分野（⽣物有機化学）准教授の選考について
（４）⽣物資源産業学域応⽤⽣命系応⽤⽣物資源学分野（光応⽤微⽣物制御学）准教授の選考について
（５）⽣物資源産業学域応⽤⽣命系⽣体分⼦機能学分野（病原微⽣物学）准教授の選考について
（６）⽣物資源産業学域応⽤⽣命系⽣体分⼦機能学分野（発⽣⽣物学）講師の選考について 
（７）⽣物資源産業学域⾷料科学系⾷料科学分野（幹細胞⽣物学）准教授の選考について
（８）⽣物資源産業学域⾷料科学系⾷料科学分野（酵素⼯学）講師の選考について
（９）⽣物資源産業学域⾷料科学系⾷料科学分野（⽣活科学）講師の選考について
（10）理⼯学域光応⽤系光機能材料分野准教授の配置協議及び発議について
（11）理⼯学域外国⼈研究者の受⼊内容変更について
（12）徳島⼤学名誉教授の推薦について
3 諸報告
（１）⽇亜寄附講座の終了について
（２）理⼯学域外国⼈研究者受⼊の取消について

■理⼯学域教員会
１ 開 催 ⽇ 令和３年１⽉１４⽇（⽊）
２ 議 題  
（１）光応⽤系光情報システム分野（光通信）教授の選考について
（２）光応⽤系光機能材料分野准教授の配置協議及び発議について       
（３）外国⼈研究者の受⼊内容変更について
（４）徳島⼤学名誉教授の推薦について
3 諸報告
（１）⽇亜寄附講座の終了について
（２）教員の割愛について
（３）外国⼈研究者受⼊の取消について

（医⻭薬学研究部）
●教授会
1 開 催 ⽇ 令和３年１⽉２１⽇（⽊）



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）名誉教授の推薦について
（５）特命教授の称号付与の推薦について
（６）寄附講座（総合診療医学分野）の設置内容変更について
（７）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）その他

◎研究所
（先端酵素学研究所）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和３年１⽉２８⽇（⽊）
２ 議 題
（１）群⾺⼤学⽣体調節研究所との連携協定について
（２）令和３年度客員教授・客員准教授について
（３）学内委員等の交代について
（４）令和３年度技術⽀援部への業務依頼について
（５）利⽤申請について
（６）その他
３ 報告事項
（１）寄附⾦の受⼊について
（２）専⾨研究員の受⼊について
（３）各種委員会報告
（４）センター運営委員会等報告
（５）先端酵素学研究所共同利⽤・共同研究成果報告会について
（６）その他


