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日 時
平成１８年 ３月１４日（火） １３：３０～１５：０５
場 所
事務局大会議室
出席評議員
遠藤（学長・議長），須藤，加藤，久慈，石堂，佐藤（三），佐藤（敬），南條
，高橋，對馬，矢島，丹野，四宮，星野，花田，佐々木(甚)，宮田，荒川，佐々
木（陸），佐々木 (大），雨森，内山，吉田，市川の各評議員
役員等陪席者
藁科理事，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，三浦総務課長，斎籐入試課長他
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教育研究評議会評議員名簿
平成１８年度年度計画（案）
弘前大学学則新旧対照表（案）
弘前大学人文学部規程新旧対照表（案）
弘前大学教育学部規程新旧対照表（案）
弘前大学医学部規程新旧対照表（案）
弘前大学医学部教授会規程新旧対照表（案）
弘前大学大学院医学系研究科規程新旧対照表（案）
弘前大学理工学部規程新旧対照表（案）
弘前大学農学生命科学部規程新旧対照表（案）
弘前大学大学院地域社会研究科規程新旧対照表（案）
様式（１）・履歴書（回収）・教育研究業績目録（回収）
様式（１）
２１世紀教育センター運営委員会報告要旨
教育・学生委員会（第２２回）議事要録（案）
入学試験委員会議題等・平成１８年度弘前大学入学者選抜個別学力
検査実施結果（一般選抜）（前期日程・私費外国人留学生特別選抜
・後期日程）

議事に先立ち学長から，３月１日付けで就任した石堂 哲也人文学部長及び四宮 俊之
評議員の紹介があり，同学部長，同評議員からそれぞれ挨拶があった。
続いて，２月１４日開催の本評議会及び１月１７日開催の経営協議会との合同会議議事
要録（案）の確認が行われ，承認された。

審議事項
審議１

平成１８年度年度計画について
藁科理事から，資料１に基づき，２月２０日の役員会提示以降，３月末文部科学省へ
の提出までのスケジュール，本年度計画（案）の構成などについて説明があり，審議の
結果，原案のとおり了承され，３月２２日の経営協議会の審議を経て，３月２７日の役
員会で最終決定の上，文部科学省へ提出することとした。
なお，多少日程に余裕があることから，各学部等において再度計画内容を確認するこ
ととし，修正等が必要な場合は，藁科理事又は総務課へ申し出ることとした。
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審議２ 学内諸規則等の一部改正について
(1) 弘前大学学則の一部改正
渡邉総務部長から，資料２に基づき，理工学部と八戸工業高等専門学校との間におけ
る相互履修に関する協定の締結に伴う改正理由・改正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，役員会へ提案することとした。
(2) 弘前大学人文学部規程の一部改正
石堂人文学部長から，資料３に基づき，教育職員免許状の取得にかかる教職に関する
科目の見直しに伴う改正理由・改正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，役員会へ提案することとした。
(3) 弘前大学教育学部規程の一部改正
佐藤教育学部長から，資料４に基づき，卒業研究題目届を廃止することに伴う改正理
由・改正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，役員会へ提案
することとした。
(4) 弘前大学医学部規程の一部改正
對馬医学部保健学科長から，資料５に基づき，保健学科における教育職員免許状の取
得にかかる教職に関する科目の見直しに伴う改正理由・改正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，役員会へ提案することとした。
(5) 弘前大学医学部教授会規程の一部改正
佐藤医学部長から，資料６に基づき，附属病院長の専任化に伴う改正理由・改正内容
等について説明があり，審議の結果，原案どおり了承され，役員会へ提案することとし
た。
(6) 弘前大学大学院医学系研究科規程の一部改正
佐藤医学系研究科長から，資料７に基づき，個別に規定していた附属教育研究施設等
を包括的に規定することに伴う改正理由・改正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，役員会へ提案することとした。
(7) 弘前大学理工学部規程の一部改正
南條理工学部長から，資料８に基づき，理工学部と八戸工業高等専門学校との間にお
ける相互履修に関する協定の締結に伴う改正理由・改正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，役員会へ提案することとした。
(8) 弘前大学農学生命科学部規程の一部改正
高橋農学生命科学部長から，資料９に基づき，２１世紀教育のカリキュラムの見直し
及び専門教育科目を充実することに伴う改正理由・改正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，役員会へ提案することとした。
(9) 弘前大学大学院地域社会研究科規程の一部改正
丹野地域社会研究科長から，資料１０に基づき，カリキュラム充実に伴う改正理由・
改正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，役員会へ提案する
こととした。
審議３

保健管理センター教員の選考について
佐藤（敬）選考委員会委員長から，資料１１に基づき，候補者の略歴，業績など選考
委員会における選考経過，選考結果について説明があり，審議の結果，選考委員会が候
補者として推薦した高橋 恵子氏の平成１８年５月１日付け同センター教員への採用が
承認された。

審議４

遺伝子実験施設長候補者の推薦について
最初に学長から，平成１８年３月３１日をもって任期満了（定年）となる遺伝子実験
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施設長の後任者選考について，管理運営規則第２９条第２項の規定により，本評議会の
推薦に基づき，学長が任命することになっていること，また，あらかじめ施設運営委員
会から適任候補者を推薦していただいていることの説明があった。
続いて次期施設長候補者の推薦について審議が行われた結果，同施設運営委員会から
推薦のあった農学生命科学部の佐野 輝男教授を推薦することが承認された。
なお，任期は，平成１８年４月１日から２年間。

報告事項
報告１ 教員人事について
(1) 教員の採用
石堂人文学部長，佐藤教育学部長，佐藤医学部長，對馬医学部保健学科長及び南條理
工学部長から，資料１０に基づき，下記教員の採用・昇任について報告があった。
人文学部
長谷川亜希子（現職なし） 講師採用（18.4.1 付け）
教育学部
北原 晴男（同学部助教授） 教授昇任（18.4.1 付け）
肥田野 豊（同学部助教授） 教授昇任（18.4.1 付け）
齋藤 和男（同学部講師） 助教授昇任（18.4.1 付け）
石川 善朗（青森県工業総合研究センター技術普及部長） 助教授採用
（18.4.1 付け）
医学部医学科
梅田 崇（同学科講師） 助教授昇任（18.4.1 付け）
医学部保健学科
北宮 千秋（同学科助手） 講師昇任（18.4.1 付け）
野戸 結花（同学科講師） 助教授昇任（18.4.1 付け）
伊藤 巧一（ステムセル研究所主席研究員） 助教授採用（18.4
.1 付け）
理工学部
渡辺 孝夫（日本電信電話（株）主任研究員）
教授採用（18.4.1 付
け）
報告２

弘前大学長顕彰について
学長から，トリノ五輪女子カーリング競技に日本代表「チーム青森」の一員として出
場，大健闘し，本学の名誉を高める功績のあった人文学部３年次目黒 萌絵さんを３月
１３日に顕彰したこと，及び日本酒「弘前大学」の製造，商品化，普及に貢献し，本学
のブランド化戦略に功績のあった農学生命科学部の工藤 啓一助教授を３月２４日に顕
彰することの報告があった。

報告３ 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１３に基づき，２月１７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。
○ 監査室の指摘
○ 平成１７年度後期末追試験
○ 平成１８年度非常勤講師による授業計画の変更
○ 平成１８年度開講計画
○ 平成１４年度～１７年度入学者に対する読替表
○ 平成１８年度における２１世紀教育科目から共通教育科目への読替表
○ 平成１８年度公開講座対象科目
○ ２１世紀教育実施要綱（改訂版）
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(2) 教育・学生委員会
須藤理事（同委員会委員長）から，資料１４に基づき，２月２２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。
○ 学生による授業評価に関するアンケート実施結果の検証
○ 理工学部学科再編に伴う学籍番号の割り振り
○ ＨＰシラバスの掲載項目
○ 五輪出場カーリング日本代表の壮行会
(3) 入学試験委員会
須藤理事から，資料１５に基づき，２月１５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１８年度オープンキャンパスの日程（８月８日（火））
○ 平成１８年度弘前大学入学者選抜個別学力検査実施結果（一般選抜・前期日程）
（私費外国人留学生特別選抜）（一般選抜・後期日程）
なお，実施結果の概要は，次のとおり。
前期日程
募集人員
870人
志願者数 2,368人（第１段階選抜後）
受験者数 2,236人 受験倍率
2.6倍
合格者数 935人
後期日程
募集人員
226人
志願者数 1,991人（第１段階選抜後）
受験者数 1,991人 受験倍率
4.6倍
私費外国人留学生合格者数 ５人
関連して学長から，今後入学試験改善委員会において，平成１９年度の入試方針を
本年６月までに示す予定であり，平成２０年度以降についても抜本的改善を視野に入
れ，種々検討していくこととしている旨説明があった。
報告７

その他
(1) 平成１８年度予算学内配分について
学長から，概ね次のような説明があった。
① 平成１８年度予算については，４月１日に執行できるように，現在作業を進めて
いること。
② 効率化係数１％により，８千万程度削減されることにより，予算要求に当たって
は，個別的な要求ではなく，学部全体として考えてもらいたいこと。
③ ＴＡ，ＲＡについては，精査の上，有効な活用を図ってもらいたいこと。
④ 非常勤講師については，カリキュラムの改善，教員負担の平均化など工夫し，削
減を図ってほしいこと。
⑤ 光熱水料を節約してほしいこと。これは各学部等への予算配分にも繋がること。
(2) 大学院学生の充足について
学長から，第１期中期目標・中期計画期間中に，認証評価が実施されることから，
大学院各研究科においては，定員の充足率を高めるよう最大限の努力をしてほしい旨
要請があり，各研究科の状況，充足率アップの方策等について意見交換が行われた。
(3) 理事・監事の退任について
学長から，久慈社会連携担当理事及び永井監事が３月３１日をもって任期満了に伴
い退任することの報告があり，謝辞が述べられた。
続いて，同理事，同監事から退任に当たっての挨拶があった。
(4) 評議員の退任について
学長から，星野，花田，佐々木（甚），佐々木（陸）の各評議員が３月３１日をも
って退任することの報告があり，各評議員へ謝辞が述べられた。
続いて各評議員から退任に当たっての挨拶があった。
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(5) 監査室長の退任について
学長から，新井監査室長が３月３１日をもって退任することの報告があり，謝辞が
述べられた。
続いて，同監査室長から退任に当たっての挨拶があった。
(6) 事務系幹部職員の異動について
三浦総務課長から，４月１日付けで片野 孝保学術情報部長が帯広畜産大学教育研
究協力部長へ，西田 均附属病院事務部長が鳥取大学医学部事務部長へ異動すること
の報告があった。
(7) 次回以降開催予定日について
次のとおり開催することとした。
４月１４日（火）１３時３０分
５月 ９日（火）１３時３０分
以 上

