
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３０年 ６⽉１４⽇（⽊）
２ 第２８回決定事項の認否 
３ 議  題
（１） 特別聴講学⽣の⼊学について
（２） 研究⽣の⼊学について
（３） 平成30年度⾮常勤講師の採⽤について
（４） 外国語技能検定試験による単位認定について
（５） 2018年度サマースクールの学⽣受け⼊れについて
（６） 渡⽇前⼊学許可制度による私費外国⼈留学⽣⼊試（Ⅰ型・Ⅱ型）判定要領（案）について
（７） 平成33年度⼊試以降における⼀般選抜の調査書活⽤について
（８） 平成33年度⼊試への対応について
（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
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）  ⼤学教育委員会
（６） 教育の質に関する専⾨委員会
（７） 広報委員会
（８） グローバル化推進室会議
（９） 地域交流⽀援室会議
（10） 教職教育センター運営委員会
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 平成３０年 ６⽉２８（⽊）
２ 第２５回決定事項の認否 
３ 議  題
（１） ⾮常勤講師の採⽤について
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
（４） グローバル化推進室会議              
（５） 国際交流委員会
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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   平成３０年６⽉１４⽇（⽊）
２ 議  題      
（１）平成３０年度⾮常勤講師の任⽤について
（２）平成３０年度⼊学者⼊学前の既修得単位認定およびマイレージポイント認定について
（３）特別聴講学⽣の⼊学について
（４）平成３０年度ＳＩＨ道場の「チーム医療⼊⾨」でのファシリテーター担当（医学科）について
（５）指定学外実習について
（６）平成３０年度系統別病態診断・臨床実習⼊⾨⽇程（案）について
（７）医学科ＡＯ⼊試（四国定着研究医型）の実施体制について
（８）平成３１年度医学部医学科ＡＯ⼊試（四国定着研究医型）の出願希望者説明会について
（９）医学教育分野別評価について
（10）平成３０年度上期⼤学院⽣経費の配分について
（11）平成３０年度医学部共同利⽤スペース利⽤料の再配分について
（12）学⽣の異動について
（13）共同研究の受⼊について
（14）蔵本コアジャーナルの整備⽅針について
（15）その他
３ 諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（５⽉１５⽇開催）
（２）教務委員会報告（６⽉６⽇開催）
（３）⼊試委員会報告（６⽉８⽇開催）
（４）医学部医学科教育プログラム評価委員会報告（６⽉５⽇開催）
（５）系統解剖学実習及びＣＡＬのためのご遺体確保について
（６）病院報告
（７）受託研究の受⼊について
（８）寄附⾦の受⼊について
（９）寄附物品の受⼊について
（10）平成３０年度定例・臨時各教授会（議）⽇程について
（11）その他
４ そ の 他

■保健学科教授会議
１ 開 催 ⽇  平成３０年６⽉２１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）平成３０年度上期⼤学院⽣経費配分額（案）について
（２）蔵本地区コアジャーナルの整備⽅針について
（３）平成３０年度⾮常勤講師任⽤予定（追加）について
（４）平成３０年度臨床教授等称号付与候補者の推薦について
（５）平成３０年度⼊学前の既修得単位及びマイレージポイント認定について
３ 報告事項
（１）教育研究評議会報告
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（２）国⽴⼤学保健医療学系代表者協議会報告
（３）寄附⾦の受⼊れについて
（４）教務委員会報告
（５）⼤学教育委員会報告
（６）その他
   
（⻭学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年６⽉１４⽇（⽊）
２ 議  題
（１） 平成３０年度⻭学部⻭学科第２年次編⼊学試験受験資格について
（２） 平成３０年度研究⽣の⼊学について
（３） 平成３０年度⻭学部⾮常勤講師の任⽤（案）について
（４） ⼊学前の既修得単位及びマイレージポイントの認定について
（５） 平成３０年度学外臨床教授等の選考について
（６） 学部学⽣の外国留学について
（７） 共同研究の受⼊について
（８） 平成３０年度学部⻑表彰について
（９） ⻭学科カリキュラム改正について
（10） 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） 平成３０年度国公⽴⼤学⻭学部⻑・⻭学部附属病院⻑会議について
（６） ＦＤワークショップ及びＦＤセミナーの開催について
（７） その他

（薬学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年 ６⽉１４⽇（⽊）
２ 議  題  
（１） 平成３０年度カリキュラムのカリキュラムマップ（案）について
（２） 平成３０年度⼊学者の研究室配属について
（３） 研究⽣の⼊学について
（４） 学⽣の短期留学について
（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） 学部⻑報告
（２） ２０１９年度実務実習について
（３） 成績評価等の申⽴てへの対応について
（４） 平成３３年度⼊試以降における⼀般選抜の調査書活⽤について
（５） 平成３３年度⼊試における薬学部の対応について
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（６） 薬学部棟⻄側屋外テント内の使⽤について
（７） ⼊試広報委員会報告について
（８） ＯＳＣＥ委員会報告について
（９） 徳島⼤学薬学部活動実績集２０１７年の発⾏について
（10） 受託研究の受⼊について
（11） その他
４ そ の 他

（⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年６⽉２８⽇（⽊）
２ 議  題 
 (1) 平成30年度⾮常勤講師の任⽤について 
 (2) 特別聴講学⽣の派遣について
 (3) その他
３ 諸報告
 (1) その他

（理⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年６⽉１４⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 平成31年度理⼯学部編⼊学試験（推薦⼊試）の合否判定について    
(2) 短期語学研修（留学）による単位認定について
(3) 研究⽣の⼊学について  
(4) 特別聴講学⽣の⼊学について                
(5) 平成30年度⾮常勤講師の任⽤について 
(6) ⻄安交通⼤学と徳島⼤学との間における学術交流に関する協定の更新について
(7) ⼊学料未納による除籍処分について 
(8) 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) Wiley電⼦ジャ－ナルのパッケ－ジ契約中⽌後の個別購読利⽤条件等について
(4) その他

(⽣物資源産業学部)
●教授会
1．⽇ 時  平成３０年６⽉１４⽇（⽊) １５時００分〜１５時４０分
2．議 題
(1) ⼤学教育委員会報告事項「教育について考え提案する学⽣・教職員専⾨委員会」に対する意⾒聴取について
(2) 短期語学研修（留学）による単位認定について
(3) ⽣物資源産業学部インターンシップに関する申合せの改定について
(4) ⽣物資源産業学部インターンシップ単位認定に関する申合せの制定について
(5) 徳島⼤学⽣物資源産業学部教育研究基⾦運営委員会規則の制定について
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(6) 共同研究の受⼊について
(7) ⼤学院創成科学研究科⽣物資源学専攻（仮称）の学位の名称について
3．諸報告
(1) 試験における不正⾏為の注意喚起について
(2) 科⽬ナンバリングの変更について
(3) 研究室体験会（旧：研究室インターンシップ）について
(4) 寄附⾦の受⼊について
(5) 教育研究評議会報告について

（病院）
●病院教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年 ６⽉２０⽇（⽔）
２ 議  題 
 （１） 地域⼩児科診療部特任教授選考⽅針について
 （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） 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 ６⽉２８⽇（⽊）
２ 第１１４回決定事項の認否 
３ 議  題           
（１） 学⽣指導経費（前期）予算配分（案）について        
（２） 外国⼈留学⽣経費（前期）予算配分（案）について
（３） ⼤学院授業担当教員の発議について（学習⼼理学）
（４） 研究⽣の⼊学について
（５） 特別研究学⽣の在学期間延⻑について
４ 報  告

 （１） 教育部⻑報告
 （２） 博⼠後期課程教授会議議⻑報告

５ 各種委員会報告
（１） 教育部教務・⼊試委員会
６ そ の 他

■博⼠後期課程教授会議
１ 開 催 ⽇ 平成３０年 ６⽉２１⽇（⽊）
２ 第３４回決定事項の認否 
３ 議  題

 （１） 予備審査の判定について
４ 報  告
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（１） 議⻑報告
５ そ の 他

（医科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年６⽉２８⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）平成30年度徳島⼤学医科学教育部統合医療学際教育英語プログラム私費外国⼈留学⽣の合否判定について  
                    
（２）学⽣の異動について               
（３）論⽂審査
（４）学位授与の取消しについて 
３ 諸 報 告
（１）⼀般⼤学院講義「先端医学特論」とがんプロ講義の読み替えについて
（２）徳島⼤学機関リポジトリによる公表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）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 平成３０年６⽉１４⽇（⽊）
２ 議  題
（１） ⼤学院⽣（博⼠課程）の第⼆次学位審査について
（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） 平成３０年度⼤学院学⽣経費等予算配分（案）について
（５） ⻑期履修期間の変更について
（６） 平成３１（２０１９）年度徳島⼤学⼤学院⼝腔科学教育部統合医療学際
           教育英語プログラム募集要項（案）について
（７） 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  平成３０年 ６⽉１４⽇（⽊）
２ 議  題
（１） 各種奨学⾦等の推薦に関する申合せの⼀部改正（案）について
（２） 平成３０年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程（１０⽉⼊学）
           ⼊学試験にかかる出願資格の認定について
（３） 平成３１年度⼤学院薬科学教育部博⼠課程⼊学試験にかかる出願資格の認定について

（栄養⽣命科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年６⽉２８⽇（⽊） 
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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） 平成３１年度徳島⼤学⼤学院栄養⽣命科学教育部モンゴルとＡＳＥＡＮ諸国における国際⾼度医療⼈
   育成プログラム募集要項（案） (国費外国⼈留学⽣⽤）について
（３） 平成３１年度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募集要項（案）
  （私費外国⼈留学⽣⽤）について                                                                         
（４） 栄養⽣命科学教育部⼊学試験合否判定基準の⼀部修正（案）について                                                      
                            
（５）内部進学者⽤推薦書の変更について   
（６）学⽣の⻑期履修の短縮について             
（７）学位申請の⼿引きについて                   
３ 諸 報 告
（１）⼤学院教育専⾨委員会報告について
（２）徳島⼤学⼤学院栄養⽣命科学教育部⼤学院中間報告会について                                     
４ そ の 他

（保健科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年６⽉２１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）⻑期履修期間変更について
３ 報告事項
（１）博⼠前期課程指導教員の変更について
（２）平成３０年度博⼠後期課程⼊学者の副指導教員について
（３）平成３０年度⼤学教育再⽣戦略推進費「課題解決型⾼度医療⼈材養成プログラム」申請について
（４）⼤学院保健科学教育部学⽣の医学部保健学科の授業科⽬履修について
（５）⼤学院教育専⾨委員会報告
（６）平成３０年度定例・臨時各教授会（議）⽇程について
（７）その他
 
（先端技術科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年６⽉２８⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 平成30年度課程博⼠の学位論⽂予備審査結果について
(2) 論⽂博⼠の学位論⽂予備審査委員会委員の選出について    
(3) 学⽣の研究指導委託について
(4) 特別聴講学⽣の⼊学について   
(5) 受⼊学⽣の単位認定について
(6) 徳島⼤学と⻄安交通⼤学との共同学位プログラムに関する協定等の更新について
(7) 授業科⽬「ビジネスモデル特論」の実施に関する覚書の締結について
(8) その他
３ 諸報告
(1) その他
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◎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６⽉２１⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) ポストLEDフォトニクス研究所（仮称）の設置について
(2) 社会総合科学域⼈間科学系⼼理学分野（学習⼼理学）講師の選考について
(3) 理⼯学域機械科学系知能機械学分野助教（テニュア・トラック）の選考について
(4) 理⼯学域社会基盤デザイン系構造・材料分野助教の再任審査について
(5) 理⼯学域応⽤化学系物質合成化学分野助教の再任審査について
(6) 理⼯学域社会基盤デザイン系防災科学分野助教の配置協議について
(7) 理⼯学域電気電⼦系物性デバイス分野助教の配置協議について
(8) 理⼯学域電気電⼦系電気電⼦システム分野助教の配置協議について
(9) 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配置協議について
(10) 社会総合科学域⼈間科学系⼼理学分野(⼈格⼼理学)准教授⼜は講師の発議について
(11) 社会総合科学域⼈間科学系⼼理学分野（産業⼼理学）准教授，講師⼜は助教の発議について
(12) 社会総合科学域⼈間科学系⼼理学分野（家族⼼理学）准教授，講師⼜は助教の発議について
(13) 理⼯学域⾃然科学系物理科学分野講師⼜は助教の発議について
(14) ⽣物資源産業学域⾷料科学系⾷料科学分野助教の発議について
(15) 理⼯学域特任研究員の採⽤について
(16) 理⼯学域外国⼈研究者の受⼊について
(17) 受託研究員の受⼊について
(18) ⽣物資源産業学域⽣物⽣産系⽣物資源⽣産科学分野テニュアトラック教員（特任助教）
      のテニュア中間評価の時期について
(19) その他
２．諸報告
(1) ポイント制の導⼊について
(2) 外部資⾦の獲得について
(3) 研究部⻑の選考⽅法について
(4) その他
地⽅⼤学・地域産業創⽣事業について，別紙「地⽅⼤学・地域産業創⽣事業」により報告があった。

■理⼯学域教授会
１ 開 催 ⽇  平成３０年６⽉１４⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 理⼯学域機械科学系知能機械学分野助教（テニュア・トラック）の選考について
(2) 理⼯学域社会基盤システム系構造・材料分野助教の再任審査について   
(3) 理⼯学域応⽤化学系物質合成化学分野助教の再任審査について
(4) 理⼯学域⾃然科学系物理科学分野講師⼜は助教の発議について
(5) 理⼯学域社会基盤デザイン系防災科学分野助教の配置協議について
(6) 理⼯学域電気電⼦系物性デバイス分野助教の配置協議について
(7) 理⼯学域電気電⼦系電気電⼦システム分野助教の配置協議について
(8) 特任研究員の採⽤について
(9) 外国⼈研究者の受⼊について  
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(10) その他
２．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  平成３０年６⽉１４⽇（⽊）
２ 議  題
（１） 徳島⼤学専⾨研究員の受⼊について
（２） 外国⼈研究者の受⼊について
（３） その他
３ 報告事項
（１） ⼤学院医⻭薬学研究部教授会について
（２） ⼝腔保健学系（⼝腔保健福祉学分野）教授公募要領（案）について
（３） その他

●研究部教授会 
１ 開 催 ⽇  平成３０年６⽉２１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）教員の選考について
（２）教授選考⽅針（案）について
（３）徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部宇宙⾷品産業・栄養学研究センターの設置について
（４）寄附講座（地域医療⼈材育成分野）の設置内容の変更について
（５）競争的資⾦制度等による安全保障研究への対応について
（６）その他
 ３ 諸 報 告
（１）教授の退職について
（２）教員の再任審査について
（３）医療教育開発センター報告
（４）総合研究⽀援センター報告
（５）外国⼈研究者の受⼊について
（６）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 ６⽉２９⽇（⾦）
２ 議  題 
（１） ２０１９年蔵本地区コアジャーナルについて
（２） その他
３ 報告事項
（１） 徳島⼤学研究所あり⽅委員会検討チームについて
（２） 共同利⽤・共同研究拠点における平成２９年度事業実施報告書の提出について
（３） 各種委員会報告
（４） 各領域・センター運営会議等報告
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（５） 部局⻑と役員の懇談会について
（６） ７⽉の研究所セミナーについて
（７） その他
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