
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２年１⽉９⽇（⽊）
２ 第４７回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 令和２年度⼤学院創成科学研究科地域創成専攻・臨床⼼理学専攻Ⅱ期⼊試合否判定について
（２） 令和２年度⾮常勤講師の採⽤について
（３） 学⽣の留学について
（４） 研究⽣の⼊学について
（５） 特別聴講学⽣の在学期間延⻑について
（６） 令和３（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判定要領（案）について
（７） 令和３（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合否判定について
（８） 令和２年度徳島⼤学⽋員補充（２次学⽣募集要項（案）について
（９） 学校推薦型Ⅰ⼊試における英語認定試験について
（10） 令和２年度⼤学院創成科学研究科地域創成専攻・臨床⼼理学専攻学年暦について
４ 報 告
（１） 学部⻑報告
（２） 教育研究評議会
５ 各種委員会報告
（１） 教務委員会
（２） ⼊学試験委員会
（３） 学⽣委員会
（４） ⼤学教育委員会
（５） 教職教育センター運営委員会
（６） 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２年１⽉２３⽇（⽊）
２ 第４１回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 令和２年度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） 教務委員会
（２） 学⽣委員会
（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２年１⽉９⽇（⽊）
2 議    題
（１）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
（２）医学科推薦⼊学試験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
（３）令和元年度⾮常勤講師の選考について
（４）令和２年度臨床実習クリニカルクラークシップ（選択実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）配属先⼀覧について
（５）外国語技能検定試験による単位認定について



（６）マイレージポイントの認定について
（７）学内補正予算学⻑裁量経費使途（案）について
（８）共同研究の受⼊について
（９）その他
3 諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（１２⽉１７⽇開催）
（２）教務委員会報告（１２⽉２５⽇開催）
（３）病院報告
（４）令和元年度岡奨学賞の選考結果について
（５）受託研究の受⼊について
（６）寄附⾦の受⼊について
（７）その他
4 そ の 他

■保健学科教授会議
１ 開 催 ⽇  令和２年１⽉１６⽇（⽊）
２ 議   題
（１）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
（２）研究⽣の⼊学について
（３）学⽣の留学について
（４）アドミッション・ポリシーの⾒直しについて
（５）保健学科共通経費について
3 報告事項
（１）⼤学教育委員会報告
（２）⼊試委員会報告
（３）令和元年度管理下にない放射線同位元素等の定期調査について
（４）寄附⾦の受⼊れについて

（⻭学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年１⽉９⽇（⽊）
２ 議  題
（１）放送⼤学における修得単位の認定について
（２）学部学⽣の外国留学について
（３）共同研究の受⼊について
（４）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）国試対策ＷＥＢ配信講座の視聴について
（６）令和３年度概算要求関係資料の提出について
（７）⻭学部校舎第Ⅲ期改修について
（８）福利厚⽣棟（仮称）の名称について
（９）その他

（薬学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和 ２年 １⽉ ６⽇（⽊）
２ 議  題 



（１）令和元年度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

●教授会
１ 開 催 ⽇  令和 ２年 １⽉ ９⽇（⽊）
２ 議  題
（１）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
（２）令和２年度⼊学試験合格者決定⼿順及び判定基準（案）について
（３）令和２年度⼊学辞退に伴う追加合格者決定の⼿順（案）について
（４）令和２年度徳島⼤学⼀般⼊試個別試験実施要項（案）について
（５）令和２年度徳島⼤学⽋員補充第２次学⽣募集要項（案）について
（６）新６年制カリキュラム検討ワーキング・グループ会議設置要項（案）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）薬学部情報セキュリティポリシーの改正及び各種運⽤管理⼿順等の策定について
（９）共同研究の受⼊について
３ 報告事項
（１）学部⻑報告
（２）単位認定試験等における学⽣の不正⾏為に関する⾒直しについて
（３）令和元年度薬学部宣伝隊の活動報告について
（４）教員の⼈事について
（５）令和２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）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調査の実施について
（７）寄附⾦の受⼊について
（８）その他

（⼯学部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年１⽉２３⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 令和2年度⼯学部各種委員会副委員⻑の選出について
(2) 令和2年度学年暦及び⾏事予定について
(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２年１⽉９⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 2020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
(2) 令和2年度学年暦及び⾏事予定について      
(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) 徳島⼤学理⼯学部学⽣の早期履修実施要領（案）について
(6) 徳島⼤学理⼯学部履修細則の⼀部改正（案）について  
(7) 特別聴講学⽣の⼊学について
(8) 令和2年度理⼯学部各種委員会副委員⻑の選出について
(9) 理⼯学部⻑候補者選考の⽇程等(案)について
(10) その他
３ 諸報告
(1) 令和2年度⼤学⼊試センター試験について



(2) 寄附⾦の受⼊について
(3) その他

●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年１⽉２３⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 理⼯学部⻑候補適任者の選定について
(2) その他 
3   諸報告
(1) その他
 
(⽣物資源産業学部)
●教授会
1．⽇ 時  令和２年１⽉９⽇（⽊) 
2．議 題
(1) ２０２０年度（Ⅱ型）⽣物資源産業学部渡⽇前⼊学許可制度による私費外国⼈留学⽣⼊試第２次選考合否判定に
     ついて
(2) 教授が担当するオムニバス科⽬の担当について
(3) 他コース研究室配属学⽣の卒業論⽂の発表について
(4) ⽣物資源産業学部⻑候補適任者の選定について
(5) 徳島⼤学⽣物資源産業学部外部評価委員会規則の制定について
3．諸報告
(1) 令和元年度の中間評価に係る役員会コメントについて
(2) 教育研究評議会報告について
(3) 事故報告について
(4) 教職員懇談会の開催について
(5) 臨時教授会について
(6) 先端畜産システム開発施設完成記念式典について

◎教育部
（総合科学教育部）
■博⼠後期課程教授会議
１ 開 催 ⽇ 令和２年１⽉２３⽇（⽊）
２ 第４１回決定事項の認否
３ 議 題
（１） 学位論⽂審査委員会の設置について
４ 報 告
（１） 議⻑報告
５ その他

（医科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年１⽉２３⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）学⽣異動について                   
（２）再⼊学について                    
（３）論⽂審査
３ 諸 報 告

（⼝腔科学教育部）
●教授会



１ 開 催 ⽇ 令和２年１⽉９⽇（⽊）
２ 議  題
（１） ２０２０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）合否判定について
（２） ２０２０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（私費外国⼈留学⽣）の合否判定
          について
（３） 徳島⼤学⼤学院⼝腔科学教育部⼊学試験の試験監督に関する申合せ（案）について
（４） ⼤学院⽣（博⼠課程）の第⼀次学位審査について
（５） ⼤学院⽣（博⼠後期課程）の第⼀次学位審査について
（６） ⼤学院⽣（博⼠課程）の第⼆次学位審査について
（７） ⼤学院⽣（博⼠後期課程）の第⼆次学位審査について
（８） ⼤学院⽣（博⼠前期課程）の第⼆次学位審査について
（９） 令和２年度⾮常勤講師の任⽤（案）について
（１０）令和２年度客員教授の選考について
（１１）その他
３ 報告事項
  (１)   各委員会報告について
  (２)   授業評価アンケートについて
  (３)   その他

（薬科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇  令和 ２年 １⽉ ９⽇（⽊）
２ 議  題
（１） 令和３年度以降の博⼠前期課程の⼊学試験科⽬について
（２） 徳島⼤学⼤学院薬科学教育部の博⼠学位審査に関する申合せの改正について
（３） 令和元年度リサーチ・アシスタントの選考について
（４） 研究指導計画書・報告書様式の変更について
（５） 薬科学教育部⼊学試験の成績開⽰について

（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２年１⽉９⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）令和２(２０２０)年度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
   育成プログラム国費外国⼈留学⽣の合否判定について 
３ 諸報告
４ その他

●教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年１⽉２３⽇（⽊） 
２ 議   題
（１）令和２年度栄養⽣命科学教育部新⼊⽣オリエンテーション（案）について
（２）期間短縮修了者の優れた研究業績に係わる審査について
（３）学位審査（博⼠前期課程）        
（４）学位審査（博⼠後期課程）      
（５）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）



●教授会
１ 開 催 ⽇  令和２年１⽉１６⽇（⽊）
２ 議   題 
（１）徳島⼤学⼤学院保健科学教育部学位規則実施細則の⼀部改正について
（２）令和元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
（３）⻑期履修申請について
（４）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
（５）令和元年度学内補正予算について
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
（２）ＩＣカードリーダーを利⽤した客観的出退勤時刻の記録等について

■保健科学教育部博⼠後期課程教授会議
１ 開 催 ⽇  令和２年１⽉１６⽇（⽊）
2 議   題
（１）令和元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

（先端技術科学教育部）
●教授会
１ 開 催 ⽇ 令和２年１⽉２３⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 令和元年度修⼠論⽂審査委員会委員の選出について  
(2) 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 
(3) 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
(4) ⼊学試験における英語の取扱いについて  
(5) 学⽣の留学について
(6) その他
３ 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２年１⽉１６⽇（⽊）
２ 議  題 
(1)徳島⼤学名誉教授の推薦について
(2)その他
３ 諸報告
(1) 県との⼈事交流終了に伴う教員の再採⽤について
(2) その他

■理⼯学域教員会議
１ 開 催 ⽇ 令和２年１⽉９⽇（⽊）
２ 議  題 
(1) 徳島⼤学名誉教授の推薦について
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  令和２年１⽉１６⽇（⽊）



２ 議    題
（１）名誉教授の推薦について
（２）教授の選考について
（３）教員の選考について
（４）教授配置協議書（案）について
（５）教授選考委員会委員の選出について
（６）特任教授配置協議書（案）について
  (７）寄附講座（脊椎関節機能再建外科学分野）の設置内容変更について
  (８）寄附講座（実践地域診療・医科学分野）の設置内容変更について
（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）外国⼈研究者の受⼊について
（４）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２年１⽉２１⽇（⽊）
２ 議  題
（１）規則等の改正について
（２）所⻑選考について
（３）特任教員の配置協議について
（４）学⻑裁量経費で雇⽤されている教員の評価報告書について
（５）客員教授及び准教授の選定について
（６）専⾨研究員の受⼊について
（７）学内委員会委員について
（８）令和元年度概算要求事業等の経費執⾏について
（９）先端酵素学研究所セミナーについて
（10）その他
３ 報告事項
（１）各種委員会報告
（２）各領域・センター運営協議会
（３）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
（４）その他

  


