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「学生と教職員が連携した大学づくり懇談会」を開催 

 

 

 平成２９年２月１日（水），附属図書館３階グループラーニングルームにおいて「学生と教職員

が連携した大学づくり懇談会」を開催しました。 

 この懇談会は，学生と教職員が一緒に学生生活や学修環境の充実について考えてみようと開催

したもので，学生と教職員１７名が参加しました。 

 懇談会では，山形大学の「山大闘論！」の事例報告に始まり，参加者を３つのグループに分け

“「より良い学生生活のため大学に提案したいこと」を，どうしたら大学に伝えることができるか”

をテーマに忌憚のないアイデア出しをグループ毎にディスカッションし，グループ発表を行いま

した。 

 グループ発表では，「大学から学生への情報発信が弱いので，学生が情報をキャッチしやすい環

境を整える必要がある（ＳＮＳの更なる活用）」，「弘前公園で学生・市民参加型，学長と鬼ごっこ！

で提案を聞いてもらう」，「大学の組織の中に学生が主体的に活動出来る組織を作る」といった，

新しい発想によるアイデアの紹介がありました。 

 参加した学生からは「このような懇談会を今後も続けて欲しい」と望む意見がありました。 

 

  
グループディスカッションの様子 
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平成 28 年度弘前大学学術特別賞授与式・受賞者講演会 

及び機関研究成果発表会を開催 

 

 

 弘前大学では，平成２９年２月８日（水）に平成２８年度弘前大学学術特別賞授与式を弘前大

学５０周年記念会館会議室にて執り行いました。 

今年度は，学術特別賞（遠藤賞）は，教育学部 佐藤松夫 准教授，若手優秀論文賞は，医学研究

科 三木康生 助教が授賞。佐藤学長から表彰状とトロフィー・盾などを贈呈後，本学並びに各分

野をリードする優れた研究成果への謝辞とともに，さらなる研鑽を期待する旨挨拶がありました。 

続いて，来賓の遠藤前学長からの挨拶後，受賞者よりスピーチがあり，学術特別賞を受賞した

佐藤准教授からは，研究を支援いただいた方々に対する謝辞とともに，現在，受賞対象の研究を

上回る研究ができつつあるとして，これからも一層研究に邁進する旨挨拶がありました。授与式

には役員等多数の出席者があり，盛大な式典となりました。 

 授与式終了後には，弘前大学５０周年記念会館「岩木ホール」に会場を移して，受賞者の記念

講演会が開催され，学術特別賞（遠藤賞）を受賞した佐藤准教授，若手優秀論文賞を受賞した三

木助教から，それぞれ受賞論文に関する研究内容についての講演が行われました。講演後，受賞

者へ花束が贈呈され，会場からは大きな拍手が送られました。 

 また当日は，学内研究助成事業である「弘前大学機関研究」について，採択課題の研究成果発

表会が併催されました。被ばく医療総合研究所 床次眞司 教授，農学生命科学部 柏木明子 准教

授から，研究方法・研究成果，今後の展望について講演されました。 

 今回の講演会には，多くの学生・教職員の参加があり，本学において高い評価を得られた論文

や本学の看板となる優秀な研究成果に触れる貴重な機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術特別賞授与式後の記念撮影 

前列右から４人目：学術特別賞（遠藤賞）を受賞した教育学部 佐藤松夫 准教授 

前列左から３人目：若手優秀論文賞を受賞した医学研究科 三木康生 助教 
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平成 28 年度外国人留学生卒業・修了懇談会を開催 

 

 

 平成 29 年 2 月 13 日（月），この春卒業・修了する外国人留学生を対象にした「平成 28 年度外

国人留学生卒業・修了懇談会」を開催しました。本学からは佐藤学長をはじめ，役員，部局長な

ど幹部職員と留学生，来賓として桔梗野町会長，ホストファミリーの方々など，学内外併せて約

80 名が参加しました。 

懇談会は，佐藤学長の挨拶から始まり，吉澤国際連携本部長の発声で乾杯した後，終始和やか

な雰囲気のなか進められました。帰国する留学生からは，教職員・地域の方々への感謝の言葉が

述べられるとともに，留学生の写真をまとめたスライドショーも上映され，懇談会は大いに盛り

上がりました。 
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「第 1 回ノートテイク講習会」を開催 

 

 

 平成 29 年 2 月 14 日（火），聴覚障害学生のための情報保障の技術を学ぶことを目的に「第 1 回

ノートテイク講習会」を開催しました。この講習会は，講師にみやぎ DSC（Deaf Support Center）

より代表の松﨑丈先生（宮城教育大学准教授），養成担当の佐藤晴菜さん，前原明日香さんをお迎

えして行われ，学生と教職員あわせて約 20 名が参加しました。 

 講習会では受講者が聴覚障害者の疑似体験をとおしてノートテイクの重要性を体感することか

ら始まり，ノートテイクの基礎知識やルールを学んだ後に，模擬講義で実際にノートテイクを体

験しました。 

 また，聴覚障害者である松﨑代表からは，学生時代に苦労した実体験をとおして，聴覚障害学

生が健聴学生と対等に講義に参加するということについて，手話をとおしてお話しいただきまし

た。 

 3 時間という長い開催時間にもかかわらず，休憩時間の間にも参加者から次々と講師の方々へ

の質問が飛び交いました。その中で，宮城教育大学では現在，聴覚障害学生が 10 名在籍しており，

ノートテイカーとして 130 名ほどの学生が登録していることや，聴覚障害学生が積極的に教師に

働きかけることの重要性などお話しいただき，大変貴重な機会となりました。 

 

  
  手話でお話しする松﨑代表         ノートテイクを実践する参加者 
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「教学データの構築と活用に関する研究会」を開催 

 

 

弘前大学では，平成２９年２月１７日（金），弘前大学創立 50 周年記念会館岩木ホールにおい

て，「教学データの構築と活用に関する研究会」を開催しました。 

本研究会は，教育に関するデータベースの運用面に関して IR（Institutional Research：自大学

に関する調査研究）教学データの構築と運用を研究することを目的に，教育推進機構の各委員，

室員及び教員並びに COC 推進室，学長戦略室等の関係各所の教職員を対象として行ったもので

す。 

当日は，島根大学教育・学生支援機構教学企画 IR 室講師の原田健太郎先生をお招きし，「教学

データベースの内容，活用のノウハウ，メリットやデメリット」と題して講演をいただいた後に，

本学 COC 推進室の西村君平助教から「アクティブラーニングの調査結果」と題し，島根大学の実

績例を参考に弘前大学とのベンチマーキングやそれから導かれる弘前大学（教養教育）における

アクティブラーニングの状況等について報告がありました。 

本研究会の開催は，今後弘前大学において教学データを構築しその活用と具体化を実現するた

めの，貴重で有意義な機会となりました。 

 
挨拶する弘前大学伊藤成治理事（教育担当） 

 

 
教育・学生支援機構教学企画 IR 室     アクティブラーニングの調査結果を報告する 

原田健太郎 講師                 弘前大学 COC 推進室 西村君平 助教 
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「第 12 回学生相談を考える会」を開催 

 

 

 平成 29 年 2 月 17 日（金），学生相談に携わる学内外の教職員を対象にした「第 12 回学生相談

を考える会」を開催しました。同会は多様化・複雑化する学生相談に適切に対応し，学生への支

援体制を充実させようと平成 20 年度から開催しており，今回で 12 回目となります。県内からの

大学関係者を含め約 50 人が参加しました。 

今回は，本学の学生特別支援室 石川玲 室長（保健学研究科教授）から，『「障害者への不当な

差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」について－本学の事例と課題－』と題した情報提

供がありました。 

 その後の質疑応答で，障害等があることにより，社会的障壁に本人のモチベーションが下がり

過ぎないように，早く支援を受けて単位修得へと気持ちを向けさせることが大事であるとの話題

提供があり，関連して石川室長からは早く支援に結びつけるための方策が大きな課題となってい

る旨の説明がありました。その後，学外研修・実習における受け入れ施設の確保や合理的配慮等

についての調整に関する活発な意見交換があり，非常に有意義な機会となりました。 

 

  
会場の様子 
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 諸 会 議 
 

 

▼役員会 

２月６日（月） 

  審議事項 

1. 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会における調査・審査すべき事案について 

2. 職員の懲戒等について 

3. 教育学研究科教職実践専攻（教職大学院）設置等に伴う諸規則等の改正について 

4. 国立大学法人弘前大学組織評価実施要項の制定について 

5. 教職大学院における学生支援に係る関連規程の改正について 

6. 弘前大学理工学部規程の一部改正について 

7. 弘前大学大学院研究科規程の一部改正について 

8. 弘前大学教養教育履修規程等の一部改正等について 

9. 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改正

について 

10. 研究倫理教育について 

11. 寄附講座の設置について 

12. 調査委員会の設置について 

13. 弘前大学社会連携推進機構規程等の一部改正等について 

14. 「健康未来イノベーションセンター」規程等の制定について 

  報告事項 

1. 平成２８年度ＣＯＣ＋シンポジウムの開催について 

2. 本学における入学者選抜改革スケジュールについて 

3. 八戸サテライト「おもてなしに役立つ韓国語講座」の実施について 

4. 学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム「学生地域活動支援事業成果発表会」の開催

について 

5. 地域原子力災害時医療連携推進協議会（弘前大学担当地区）の開催について 

 

２月２０日（月） 

  審議事項 

なし 

  報告事項 

1. 大学情報データベース操作説明会の開催について 

2. 平成２８年度弘前大学情報セキュリティ研修会の開催について 

3. 弘前大学安全保障輸出管理説明会の開催について 

4. 「あおもり女性の活躍応援宣言企業」の登録について 

5. 文部科学省科学技術人材育成費補助事業ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）
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について 

6. 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第１３回追跡調査について 

7. 平成２８年度医学部附属病院の収支実績見込みについて 

 

▼教育研究評議会 

２月１４日（火） 

  審議事項 

1. 教育学研究科教職実践専攻（教職大学院）設置等に伴う諸規則等の改正について 

2. 国立大学法人弘前大学組織評価実施要項の制定について 

3. 教職大学院における学生支援に係る関連規程の改正について 

4. 弘前大学教養教育履修規程等の一部改正等について 

5. 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改正

について 

6. 研究倫理教育について 

7. 調査委員会の設置について 

8. 弘前大学社会連携推進機構規程等の一部改正等について 

9. 「健康未来イノベーションセンター」規程等の制定について 

10. 弘前大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について 

11. 弘前大学大学院保健学研究科規程の一部改正について 

12. 弘前大学理工学部規程の一部改正について 

13. 弘前大学大学院理工学研究科規程の一部改正について 

14. 弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について 

15. 寄附講座の設置について 

  報告事項 

1. 教員の採用等について 

2. 平成２８年度ＣＯＣ＋シンポジウムの開催について 

3. 平成２９年度一般入試志願者数等について 

4. 「平成２８年度弘前大学若手・新任研究者支援事業及び平成２８年度青森ブランド価値創造

研究」研究成果発表会の開催について 

5. 地域自治体との連携による「りんご収穫機械化」に向けたシンポジウムの開催について 

6. 学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム「学生地域活動支援事業成果発表会」の開催に

ついて 

7. 委員会等報告 

(1) 教育委員会報告（１月２５日開催分） 

 

▼教育委員会 

休会 
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〔採用〕

発令年月日 現職（所属） 漢字氏名 異動内容

H29年02月01日 野呂　大輔
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附属病院
専任担当）〔H34.1.31まで〕

〔任用更新〕

発令年月日 現職（所属） 氏名 異動内容

H29年02月01日
教授（医学系（臨床医学領域）／大学
院医学研究科専任担当）

澤村　大輔
教授（医学系（臨床医学領域）／大学院医学研究
科専任担当）〔H39.1.31まで〕

H29年02月01日
准教授（地域イノベーション学系（戦
略的融合領域）／白神自然環境研究所
専任担当）

中村　剛之
准教授（地域イノベーション学系（戦略的融合領
域）／白神自然環境研究所専任担当）〔H36.1.31
まで〕

H29年02月07日 事務職員（教育学部） 髙谷　仁美 事務職員（教育学部）〔H29.4.3まで〕

〔命］

発令年月日 現職（所属） 氏名 異動内容

H29年02月01日
教授（医学系（臨床医学領域）／大学
院医学研究科専任担当）

萱場　広之 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H29年02月01日
教授（医学系（臨床医学領域）／大学
院医学研究科専任担当）

廣田　和美 大学院医学研究科副研究科長〔H30.1.31まで〕

H29年02月01日
教授（医学系（臨床医学領域）／大学
院医学研究科専任担当）

廣田　和美 医学部副学部長〔H30.1.31まで〕

H29年02月01日
教授（医学系（基礎医学領域）／大学
院医学研究科専任担当）

中路　重之 教授（医・先制栄養医学講座）〔H29.3.31まで〕

H29年02月01日
准教授（医学系（基礎医学領域）／大
学院医学研究科専任担当）

髙橋　一平
准教授（医・先制栄養医学講座）〔H31.1.31ま
で〕

〔休業］

発令年月日 現職（所属） 氏名 異動内容

H29年02月01日 看護師（病院・看護） 加藤　早織 期間延長〔H30.3.31まで〕

H29年02月19日 看護師（病院・看護） 太田　聡子 育児休業開始〔H31.9.30まで〕

〔休職］

発令年月日 現職（所属） 氏名 異動内容

H29年02月01日 副看護師長（病院・看護） 小田桐　裕子 復職

H29年02月03日 看護師（病院・看護） 早川　美咲 休職開始〔H29.3.31まで〕

H29年02月16日 事務職員（病院・経調） 藤村　善貴 休職開始〔H29.3.2まで〕

人 事 異 動
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主要日誌 

 

２月 １日 学生と教職員が連携した大学づくり懇談会 

    ６日 第 474 回役員会 

    〃  平成 28 年度「戦略１」事業研究成果報告会 

８日 平成 28 年度弘前大学学術特別賞授与式・受賞者講演会及び機関研究成果発表会 

１３日 平成 28 年度外国人留学生卒業・修了懇談会 

１４日 第 1 回ノートテイク講習会 

〃  教育研究評議会 

１７日 教学データの構築と活用に関する研究会 

〃  第 12 回学生相談を考える会 

２０日 第 475 回役員会 

２２日 北東北国立 3 大学連携推進会議 

２５日 一般入試前期日程（～２６日） 
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学内規則 

 

（平成２９年２月２２日一部改正等） 

（一部改正） 

○弘前大学学則 

○弘前大学教養教育履修規程 

○国立大学法人弘前大学の学内規則等の区分及び制定改廃の手続等に関する規程 

○弘前大学短期留学プログラム規程 

○弘前大学学生の懲戒等に関する規程 

○弘前大学人文社会科学部規程 

○弘前大学教育学部規程 

○弘前大学医学部規程 

○弘前大学理工学部規程 

○弘前大学農学生命科学部規程 

（廃止） 

○弘前大学国際交流科目履修規程 

○弘前大学における外国人留学生の教養教育科目履修の特例に関する規程 

グローバル人材の育成のため，日本人学生と外国人学生とが一緒に授業を受ける機会を拡充し，学生の

国際性を涵養するとともに，英語による授業を拡充し，学生の英語力向上を図ることを目的に国際交流

科目を教養教育科目に統合するため，上記の規則等を一部改正等した。 

 

（平成２９年２月２２日一部改正） 

（一部改正） 

○弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程 

本学の教養教育科目における放送大学との単位互換に関し，放送大学の授業カリキュラム改正に伴い，

互換対象とする授業科目の見直し等を行うため，上記の規程を一部改正した。 

 

（平成２９年２月２２日一部改正） 

（一部改正） 

○弘前大学理工学部規程 

理工学部自然エネルギー学科について，教員免許状授与の所要資格を得させるための教職課程認定を受

けたことに伴い所要の改正を行うため，上記の規程を一部改正した。 

 

（平成２９年２月２２日一部改正） 

（一部改正） 

○弘前大学大学院人文社会科学研究科規程 

大学院人文社会科学研究科における教育効果の向上及びカリキュラムの充実を図ることを目的に授業科
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目の新設を行うため，上記の規程を一部改正した。 

 

（平成２９年２月２２日一部改正） 

（一部改正） 

○弘前大学大学院保健学研究科規程 

大学院保健学研究科博士前期課程放射線看護高度看護実践コースが，日本看護系大学協議会から専門看

護師を養成するための高度実践看護師教育課程の認定を受けたことに伴う授業科目の見直しを行うため，

上記の規程を一部改正した。 

 

（平成２９年２月２２日一部改正） 

（一部改正） 

○弘前大学大学院理工学研究科規程 

大学院理工学研究科における教育効果の向上及びカリキュラムの充実のための点検・見直しの結果に基

づき，授業科目について改正を行うため，上記の規程を一部改正した。 

 

（平成２９年２月２２日一部改正） 

（一部改正） 

○弘前大学農学生命科学研究科規程 

農学生命科学研究科における授業科目の新設，廃止，名称変更等を行うことにより，教育効果の向上とカ

リキュラムの充実を図るため，上記の規程を一部改正した。 

 

（平成２９年２月２２日制定等） 

（制定） 

○弘前大学健康未来イノベーションセンター規程 

○弘前大学健康未来イノベーションセンター運営会議要項 

（一部改正） 

○国立大学法人弘前大学コンプライアンス基本規則 

○国立大学法人弘前大学リスクマネジメント基本規則 

○国立大学法人弘前大学事務組織規程 

○国立大学法人弘前大学の学内規則等の区分及び制定改廃の手続等に関する規程 

○国立大学法人弘前大学顧問弁護士相談規程 

○国立大学法人弘前大学公益通報処理規程 

○国立大学法人弘前大学災害対策規程 

○国立大学法人弘前大学における障害を理由とする差別の解消に関する職員対応要領 

本学の戦略の一つである「こころ・からだの健康増進に向けた社会医学的観点からの総合的な健康づく

り教育研究拠点の形成」の実現に向けた取り組みとして，各学部・研究科との連携の下，全学的な組織と

して「弘前大学健康未来イノベーションセンター」を設置し，同戦略の体制整備を図るため，上記の規程
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等を制定等した。 

 

（平成２９年２月２２日一部改正等） 

（一部改正） 

○弘前大学社会連携推進機構規程 

○弘前大学社会連携戦略会議要項 

（制定） 

○弘前大学社会連携推進機構地域連携室要項 

○弘前大学社会連携推進機構連携推進員要項 

地域連携センター（仮称）基本構想に基づき，地方創生に対する自治体の取組に対応するため，地域連携

センター（仮称）の先行組織として，社会連携推進機構に新たに地域連携室を設置するなど，所要の整備

を行うため，上記の規程等を一部改正等した。 

 

（平成２９年２月２２日一部改正） 

（一部改正） 

○弘前大学教職大学院における奨学金の交付等に関する規程 

青森県教育委員会から派遣される現職教員学生等に対し，職員宿舎又は非常勤講師宿泊施設を貸与した

場合において，当該使用料については寄宿料として整理の上，奨学金として交付することにより学生支

援の充実を図るため，上記の規程を一部改正した。 
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