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教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 

 

日     時    平成２９年１０月１０日（火） １４：１２～１４：５２ 

場     所    創立５０周年記念会館２階 岩木ホール 

出 席 評 議 員          佐藤（学長・議長），吉澤，加藤(健)，伊藤，郡，大河原，柏倉，今井，

戸塚，佐々木，若林，木田，加藤(博)，北原，村岡，檜垣，山田，中井，

福田，杉原の各評議員 

役員等陪席者    山内監事，堀内学長特別補佐，日景学長特別補佐，村下副理事 

事務局等陪席者 三浦総務部長，久保田財務部長，金澤学務部長，沼本施設環境部長，亀谷

研究推進部長，小山社会連携部長，川村病院事務部長，石戸谷学長戦略室

企画調整役，齊藤国際連携本部調整役，佐藤総務広報課長，浅利企画課長，

庄司人事課長，石川教務課長，土門入試課長，長谷川総務広報課課長補佐，

今総務広報課総務･秘書グループ係長，齋藤総務広報課総務･秘書グループ

主任 

その他陪席者  なし 

 

 

【配付資料】 

資料 1-1  弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程の一部改正について 

資料 1-2  弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程新旧対照表（案） 

資料 1-3  人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（参考資料） 

資料 2-1  弘前大学学位規則等の一部改正について 

資料 2-2  弘前大学学位規則新旧対照表（案） 

資料 2-3  弘前大学大学院教育学研究科規程新旧対照表（案） 

資料 3-1  弘前大学入学試験運営細則の一部改正について 

資料 3-2  弘前大学入学試験運営細則新旧対照表（案） 

資料 4-1  平成 30 年度学生募集要項（一般入試）（案）【要回収】 

資料 4-2  平成 30 年度学生募集要項（一般入試）の主な変更点（参考資料）【要回収】 

資料 5-1  平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等の変更について（案） 
【要回収】 

資料 5-2  平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等（予告）変更版（案） 
【要回収】 

資料 6    弘前大学とハワイ大学コミュニティカレッジとの大学間交流協定の締結に 
ついて 

資料 7    弘前大学と馬偕醫學院との大学間交流協定の締結について 

資料 8    弘前大学とヒッペリオン大学との大学間交流協定の更新について 

資料 9    共同研究講座等の概要 

資料10-1  教員の資格審査（様式1）人文社会･教育学系（教育・芸術領域） 

資料10-2  教員の資格審査（様式1）医学系（臨床医学領域） 

資料10-3 教員の資格審査（様式1）自然科学系（機能創成学領域） 

資料10-4 教員の資格審査（様式1）自然科学系（農学・生命科学領域） 

資料11    利益相反自己申告書（第１次）部局別提出率 

資料12    平成29年度弘前大学基金「トヨペット未来の青森県応援事業」募集要項 

資料13   「弘前大学COIヘルシーエイジング・イノベーションフォーラム2017」チラシ 

資料14   「農場祭」ポスター 

資料15    白神自然観察園におけるツキノワグマ出没に対する対策 

資料16    教育委員会（第64回）議事要録（案） 

資料17    入学試験委員会議事要旨（案） 
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【審議事項】 

◎佐藤学長から，9月12日開催の教育研究評議会議事要旨（案）の確認が行われ承認された。 

 

  審議１ 弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程の一部改正について 

       郡理事から，資料1-1～1-3に基づき，他の組織と共同して実施する研究に係

る研究計画書について，一つの倫理審査委員会による一括した審査を行うこと

で，倫理審査手続き等の迅速化を図ることなどに伴う所要の改正について説明

があり，原案どおり承認された。 

 

  審議２ 弘前大学学位規則等の一部改正について 

       伊藤理事から，資料2-1～2-3に基づき，大学院生に対して研究者等に求めら

れる倫理規範等を修得させるための研究倫理教育の実施を必須にすることに伴

う所要の改正について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議３ 弘前大学入学試験運営細則の一部改正について 

       伊藤理事から，資料3-1～3-2に基づき，入学試験の実施体制に係る選任基準

を実態に合わせることに伴う所要の改正について説明があり，審議の結果，原

案どおり承認された。 

 

  審議４ 学生募集要項（一般入試）について 

       伊藤理事から，資料4-1～4-2に基づき，平成30年度学生募集要項における前

年度学生募集要項との主な変更点等について説明があり，審議の結果，原案ど

おり承認された。 

 

  審議５ 平成３１年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等の変更について 

       伊藤事から，資料5-1～5-2に基づき，7月27日付け公表済みの「平成31年度

入学者選抜方法及び実施教科・科目等（予告）」において，一部変更があるこ

とについて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議６ 弘前大学とハワイ大学コミュニティカレッジとの大学間交流協定の締結につい

て 

       杉原国際連携本部長から，資料6に基づき，ハワイ大学コミュニティカレッ

ジ（アメリカ合衆国）の概要及び教育・研究活動に関する大学間交流協定（案）

について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議７ 弘前大学と馬偕醫學院との大学間交流協定の締結について 

       杉原国際連携本部長から，資料7に基づき，馬偕醫學院（中華民国）の概要

及び教育・研究活動に関する大学間交流協定（案）について説明があり，審議

の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議８ 弘前大学とヒッペリオン大学との大学間交流協定の更新について 

       杉原国際連携本部長から，資料8に基づき，ヒッペリオン大学（ルーマニア）

の概要及び教育・研究活動に関する大学間交流協定の更新（案）について説明

があり，審議の結果，原案どおり承認された。 
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  審議９ 共同研究講座の設置について 

       若林医学研究科長から，資料9に基づき，医学研究科に共同研究講座「ウォ

ーターヘルスサイエンス講座」を平成29年11月1日から3年間設置することにつ

いて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

 

【報告事項】 

  報告１ 教員の採用等について 

       今井人文社会・教育学系長，若林医学系長，加藤自然科学系長から，資料 

10-1～10-4に基づき，下記職員の採用等について報告があった。 

【採用部局等】 
人文社会・教育学系(教育・芸術領域) 
医学系(臨床医学領域) 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

自然科学系(機能創成学領域) 
自然科学系(農学・生命科学領域) 

【氏名】 
上之園哲也
新岡 丈典
徳居 範子
原田 義史
千葉 大輔
日下  歩
細越 正吾
小林 麻美
吉川  徹
竹内 大介
金子  雄

【現職】 
(人文社会・教育学系准教授)
(秋田大学医学部附属病院講師)
(大館市立総合病院医師)
(青森県立中央病院医師)
(青森労災病院医師)
(函館市立函館病院医師)
(鷹揚郷腎研究所青森病院医師)
(つがる総合病院医師)
(函館渡辺病院医師)
(東京工業大学准教授)
(自然科学系助教)

【職名】 
教 授昇任 
教 授採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
教 授採用 
准教授採用 

【就任予定年月日】

(30. 4. 1付け)
(29.11. 1付け)
(29.10. 1付け)
(29.10. 1付け)
(29.10. 1付け)
(29.10. 1付け)
(29.10. 1付け)
(29.10. 1付け)
(29.10. 1付け)
(30. 4. 1付け)
(30. 4. 1付け)

 

  報告２ 利益相反自己申告書（第１次）提出状況について 

       吉澤理事から，資料11に基づき，平成29年8月31日時点における平成29年

度分の利益相反自己申告書（第1次）の部局別提出率について報告があっ

た。 

 

  報告３ 弘前大学基金「トヨペット未来の青森県応援事業」の実施について 

       伊藤理事から，資料12に基づき，青森トヨペット株式会社からの寄附金

（弘前大学基金）を原資とする奨学金「トヨペット未来の青森県応援事業」

の募集案内について報告があった。 

 

  報告４ 弘前大学ＣＯＩヘルシーエイジング・イノベーションフォーラム２０１７につ
いて 

       柏倉副学長から，資料13に基づき，平成29年10月20日に一橋講堂大ホールに

おいて，弘前大学COIヘルシーエイジング・イノベーションフォーラム2017が

開催されることについて報告があった。 

 

  報告５ 「農場祭」について 

       佐々木農学生命科学部長から，資料14に基づき，平成29年11月11日に金木

農場において「農場祭」が開催されることについて報告があった。 

 

  報告６ 白神自然観察園クマ出没に伴う入園規制について 

       檜垣白神自然環境研究所長から，資料15に基づき，白神自然観察園におい

て出没したツキノワグマ出没に対する対策について報告があった。 
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  報告７ 委員会等報告 

        (1) 教育委員会報告（９月２７日開催分） 

                 伊藤理事から，資料16に基づき，9月27日に開催された同委員会の次の事

項について報告があった。 

         1. 弘前大学学位規則等の一部改正について 

         2.  授業科目の履修成績に対する異議申立てに関わるガイドライン 

         3. 弘前大学学生表彰作業委員会委員について 

         4.  平成29年度後期授業料延納・月割分納について 

         5. 学生生活実態調査について 

 

        (2) 入学試験委員会報告（９月２７日開催分） 

                 伊藤理事から，資料17に基づき，9月27日に開催された同委員会の次の事

項について報告があった。 

         1. 平成30年度一般入試学生募集要項について 

         2.  平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等の変更について 

         3. 弘前大学入学試験運営細則の改正について 

         4.  平成30年度大学入試センター試験の実施体制について 

 

 

  報告８ その他 

  （１）次回以降の開催予定日 

      平成２９年１１月１４日（火） 企画戦略会議終了から１０分後 

      平成２９年１２月１２日（火） 企画戦略会議終了から１０分後 

 

 

 

以    上 


