教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨

日 時
場 所
出席者

平成１６年 ９月１４日（火） １３：３０〜１８：１０
事務局大会議室
遠藤（学長・議長），大関，中澤，藁科，佐藤(三)，兼子，南條，豊川，山寺，丹野，
矢島，石堂，星野，佐藤（敬），宮田，佐々木（陸），加藤，工藤，相川の各評議員
役員陪席者
昆理事（審議事項等説明），永井監事
監査室陪席者
（新井室長）
事務局陪席者
渡邉総務部長，吉田総務課長，（千葉財務課長），（松井教務課長），（斎藤
入試課長）他
※（ ）内職員は，議題２から出席

配付資料
資料１
資料２
資料３
資料４
資料５
資料６

国立大学法人弘前大学人事苦情処理規程（案）
（当日配布） （様式１）・履歴書・教育研究業績目録
（当日配布） （様式１）
（当日配布） 施設緊急整備５か年計画と概算要求事業一覧
（当日配布） ９月教育研究評議会報告事項
（当日配布） 教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請につい
て
資料７−１ （当日配布） 各学部における改革構想案（人文学部）
資料７−２ （当日配布） 各学部における改革構想案（教育学部）
資料７−３ （当日配布） 各学部における改革構想案（医学部医学科）
資料７−４ （当日配布） 各学部における改革構想案（医学部保健学科）
資料７−５ （当日配布） 各学部における改革構想案（理工学部）
資料７−６ （当日配布） 各学部における改革構想案（農学生命科学部）
資料８ （当日配布） 第１次事務組織再編（案）
資料９ （当日配布） ２１世紀教育センター運営委員会報告要旨
資料10 （当日配布） 教育・学生委員会（第５回）議事要録（案）
資料11 （当日配布） 研究・施設マネジメント委員会報告
資料12 （当日配布） 第５回社会連携委員会議事要旨（案）
資料（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ） （当日配布） 国立大学法人弘前大学設置記念事業「見てみて，聞いてみ
て，触ってみて，弘前大学」

◎

議事に先立ち，７月１３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。

審議事項
議題１

教員の懲戒について
議長から，教員の懲戒については，国立大学法人弘前大学教員の懲戒等の審査に関す
る規程第１７条の規定により，会議は非公開となっていること，これに伴い議事要旨も
公開しない旨説明があり，確認された。
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議題２

国立大学法人弘前大学人事苦情処理規程（案）について
議長から，資料１に基づき，同規程（案）の規定内容等について説明があり，審議の
結果，原案どおり了承され，経営協議会の審議を経て役員会へ提案することとした。

議題３

弘前大学２１世紀教育センター高等教育研究開発室教員の選考について
丹野評議員（選考委員会委員長）から，資料２に基づき，同開発室教員選考委員会に
おける選考結果について報告があった。
続いて議長から，選考結果について諮られ，審議の結果，選考委員会が候補者として
選考した土持ゲーリー法一氏の１０月１日付け教授採用が承認された。

議題４

教育研究評議会の議事録について
議長から，資料に基づき，本評議会議事録のあり方等について説明があり，審議の結
果，現行の「議事要旨」を踏襲するほかに「会議の録音記録」を５年間程度保管してお
くことが了承された。

報告事項
報告１ 教員人事について
(1) 教員の採用・昇任
藁科人文学部長，佐藤教育学部長，兼子医学部長及び山寺医学部保健学科長から，資
料５に基づき，下記教員の採用及び昇任について報告があった。
人文学部
足立
孝 （名古屋大学助手） 講師採用（16.10.1 付け）
教育学部
太田 誠耕 （同学部助教授）
教授昇任（16.10.1 付け）
東
徹 （大阪府教育センター主任研究員）
教授採用（16.10.1 付け）
医学部医学科
中路 重之 （同学部助教授）
教授昇任（16.9.1 付け）
廣田 和義 （附属病院講師）
教授昇任（16.9.1 付け）
医学部保健学科
芝山江美子（岡病院医療相談室長）助教授採用（16.10.1 付け）
報告２

平成１７年度概算要求について
議長から，資料４に基づき，医学系研究科保健学専攻の新設（組織整備）ほか１０項
目の平成１７年度概算要求新規事項を文部科学省へ要求した旨報告があり，文部科学省
から財務省へ提出した旨通知があったことの発言があった。

報告３
(1)
(2)
(3)
(4)
報告４

報告５

弘前大学学部説明会等について
大関理事から，次の学部説明会等を開催したことの報告があった。
平成１６年度弘前大学学部説明会（８月９日（月）・１０日（火）
北東北国立３大学合同入試説明会（８月７日（土） 於 札幌市）
弘前大学推薦入学説明会（８月１９日（木） 於 八戸市）
弘前大学入試説明会（８月２５日（水） 於 むつ市）

於

弘前大学）

平成１７年度施設整備費概算要求事業について
研究・施設マネジメント委員会報告の中で報告した。
「海外先進教育研究実践支援プログラム」への応募と取組について
中澤理事から，資料５に基づき，海外先進教育実践支援プログラムへの応募，募集の
対象及び本学の取組・対応等について報告があった。
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報告６

「弘前大学学長指定重点研究」の決定について
中澤理事から，資料５に基づき，応募のあった４５件について研究・施設マネジメン
ト委員会で審議の上，１９件についてヒアリングをし，１８件を平成１６年度学長指定
の重点研究として採択した旨報告があった。

報告７

教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請について
藁科人文学部長，山寺医学部保健学科長及び南條理工学部長から，資料６に基づき，
それぞれ次のとおり報告があった。
(1) 人文学部
人間文化課程 中学校一種（国語） 高等学校一種（国語）
中学校一種（英語） 高等学校一種（英語）
中学校一種（社会） 高等学校一種（地理歴史）
現代社会課程 中学校一種（社会） 高等学校一種（公民）
経済経営課程
高等学校一種（商業）
(2) 医学系研究科
保健学専攻
高等学校専修（看護）
(3) 理工学研究科
高等学校専修（情報）
電子情報システム
（博士前期課程）
工学専攻

報告８

各学部等の改革構想案について
兼子医学部長，藁科人文学部長及び佐藤教育学部長から，資料７−３，７−１及び７
−２に基づき，それぞれ下記事項等について説明があった。（説明順を変更）
なお，医学部保健学科，理工学部及び農学生命科学部については，次回開催（１０月
１２日）の本評議会で説明願うこととした。
(1) 医学部医学科
① メディカル・スクール構想の実現に向けた学部教育運営体制の整備（メディカル
・スクール研究センターの設置・講座制の見直しなど）
② 大学院医学系研究科充実のための研究指導体制の整備（研究プロジェクトの設置
など）
③ 教員の教育に関する能力を向上させるための具体的改善方策（医学科独自のＦＤ
研修の実施など）
④ 研究科の整備・学生定員の整備（保健学専攻（修士課程）の設置・入学試験地域
枠の導入など）
⑤ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための改革（科学
研究費補助金獲得の増加・産学官連携の強化など） ほか
(2) 人文学部
① 学部教育運営体制の改編（課程・コースカリキュラム委員会の設置など）
② 指導方法・成績評価方法の改善（教員の授業相互参観など）
③ 課程の再編（名称変更・新課程コースの設置など）
④ 課程のカリキュラムの改編（新課程へのコアカリキュラムの導入など）
⑤ 研究支援体制の構築・研究支援環境の整備（研究費の傾斜配分システムの構築な
ど） ほか
(3) 教育学部
① 学部教育運営体制の改編（附属ユニバーサルスクール会議の設置など）
② 指導方法・成績評価方法の改善（教員養成学研究開発センターの設置・専任教員
の配置など）
③ 課程の再編（生涯教育課程の学校教育教員養成課程への編入・専門職大学院設置
の検討など）
④ 臨床心理士指定大学院の申請（第Ⅰ種指定大学院認定申請など）
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⑤
報告９

教育研究評議会 ④

附属学校園における改革（ユニバーサルスクール構想の実現など） ほか

事務組織の改編について
初めに学長から，９月１６日（木）１３時３０分から主に事務系職員を対象に説明会
を開催することにしている旨説明があった。
続いて昆理事から，資料８に基づき，本学が目指す目標を達成するために，業務を効
率よく執行できるようにすること，医学部以外の学部の事務長による学部長補佐機能を
強化し，学部の企画力を高めること，第１次事務組織再編に係る考え方，事務局各部の
組織再編に係る要点，重複業務の効率化，今後の検討課題などについて説明があった。
また，医学部事務組織の再編など，第２次事務組織再編については，平成１７年度スタ
ートに向け，今年度中に再編案を策定すること，事務組織再編は１０月１日付けで実施
すること，今回の再編は，定員内職員を対象とし，契約職員等は対象としていないこと
などの説明があり，各学部においては，業務の一層の合理化・効率化を図ってほしい旨
発言があった。
なお，工藤学務部長からも，学生センターの組織，担当業務等について説明があった。
最後に学長から，学長保留定員は，一時的に各部へ貸与する形になっているが，今後
事務組織の体制整備を行うこと，また事務組織再編については，明日の役員会に諮り決
定することの発言があった。

報告10 委員会報告
(1) ２１世紀教育センター運営委員会
矢島センター長（同委員会委員長）から，資料９に基づき，７月２９日開催の同委員会
について，次の事項の概要について説明があった。
○ 平成１６年度後期授業時間割
○ 平成１６年度前期末・後期開始時の日程
○ 平成１７年度成績評価の方法と基準
○ 平成１７年度開講体制
○ 授業担当実施報告書の自由記述等に対する回答
○ 基礎教育科目・自然系基礎の履修に関する特例
○ 平成１６年度〜平成２１年度における年度計画
(2) 教育・学生委員会
大関理事（同委員会委員長）から，資料１０に基づき，７月２８日開催の同委員会につ
いて，次の事項の概要について説明があった。
○ 弘前大学学生の懲戒に関する規程（案）
○ 人文学部・医学部保健学科のカリキュラム改革
○ 各学部カリキュラム改革の進捗状況
○ 各学部クラス担任制度の取組状況
○ 保護者への成績通知に係る取扱い
○ 北東北国立３大学単位互換制度（セメスター方式）による学生派遣
○ 弘前大学１日体験入学（木造高校・青森中央高校） ほか
(3) 研究・施設マネジメント委員会
中澤理事（同委員会委員長）から，資料１１に基づき，９月８日開催の同委員会につ
いて，次の事項の概要について説明があった。
○ 大学会館施設点検調査報告
○ 総合教育棟施設点検調査報告
○ 本町地区有料化対象駐車場及び立体駐車場配置計画
○ ヒマラヤ初登頂記念碑建立
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○ 弘前大学重点研究の情報公開
○ 弘前大学出版会
○ 知的財産創出本部
○ 平成１７年度科学研究費補助金
○ 平成１７年度施設整備概算要求 ほか
(4) 社会連携委員会
加藤評議員（同委員会副委員長）から，資料１２に基づき，７月２６日開催の同委員会
について，次の事項の概要について説明があった。
○ 地域連携について
○ 八戸地域の官公庁並びに企業の訪問
報告11

その他
(1) 国立大学法人弘前大学設置記念事業「見てみて，聞いてみて，触ってみて，弘前大
学」について
加藤評議員（地域共同研究センター長）から，９月６日（月）に行われた同事業の
開催状況等について報告があった。
(2) 次回開催日を１０月１２日（火）１３：３０からとした。
以 上

