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平成２２年６月８日（火） １３：３０～１６：２５
事務局大会議室
遠藤(学長・議長)，神田，加藤，大河原，石堂，四宮，昆，齊藤，佐藤（敬），
中路，對馬，木田，稲村，竹ヶ原，鈴木，鮫島，佐藤（三），木村，長谷川，
保嶋，牧野，高梨，中根，大高，澤口，膝舘の各評議員
藁科理事，渡辺理事，北川監事，南條学長特別補佐
本間法人内部監査室長
江羅総務部長，渋澤財務部長，奈良岡総務課長，齊藤企画課長，原田人事課長，
粟野教務課長，齋藤総務課課長補佐，鳥潟総務課総務・秘書Ｇ係長，高田総務課
広報・支援Ｇ係長，川村総務課総務・秘書Ｇ係員
石川学生就職支援センター長

配付資料
資料
（当日配付）法人内部監査室室員名簿
資料１-1（当日配付）平成２３年度入学者選抜要項（案）
資料１-2（当日配付）平成２３年度学生募集要項（ＡＯ入試）（案）
資料１-3（当日配付）平成２３年度学生募集要項（推薦入試）（案）
資料１-4（当日配付）平成２３年度学生募集要項（社会人入試）（案）
資料１-5（当日配付）平成２３年度学生募集要項（私費外国人留学生入試）（案）
資料２-1（当日配付）平成２１事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績
に関する報告書（案）
資料２-2（当日配付）平成２１事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績
に関する報告書（資料編）（案）
資料２-3（当日配付）【参考資料】中期目標期間評価のスケジュール等
資料３ （当日配付）平成２０，２１年度中期目標の達成状況報告書（案）
資料４-1（当日配付）現況分析における顕著な変化についての説明書（教育）（案）
資料４-2（当日配付）現況分析における顕著な変化についての説明書（研究）（案）
資料４-3（当日配付）学部・研究科等の研究業績（案）
資料４-4（当日配付）【参考資料】学部・研究科の現況分析に係る顕著な変化一覧表
資料５ （当日配付）青い森セントラルパーク低炭素型モデルタウン構想への参画に関する検
討について（答申）
資料６-1（当日配付）教員業績評価改正点
資料６-2（当日配付）教員業績評価判定結果（概要）
資料７ （当日配付）寄附講座の申請について（申請）
資料８ （当日配付）弘前大学学内共同教育研究施設等の”附置研究所”への移行について
資料９ （当日配付）教員の資格審査（様式１）
資料10 （当日配付）弘前大学学生の忌引きに関する申合せ
資料11 （当日配付）平成２２年度「弘前大学ドリーム講座」実施について
資料12 （当日配付）総合文化祭の実施について
資料13 （当日配付）進路状況調査表
資料14-1（当日配付）平成２２年度科学技術振興調整費審査結果について
資料14-2（当日配付）平成２２年度科学技術振興調整費の審査経緯及び結果概要について
資料15 （当日配付）平成２２年度弘前大学特別研究員（二次募集）の選考結果
資料16 （当日配付）平成２２年度弘前大学機関研究公募要項
資料17 （当日配付）北東北国立3大学連携推進研究プロジェクト募集要項＜平成22年度募集＞
資料18 （当日配付）緊急研究推進会議名簿
資料19 （当日配付）弘前大学創立５０周年記念会館の使用申請について
資料20 （当日配付）２１世紀教育センター運営委員会（第１０９回）議事要録（案）
資料21 （当日配付）教育・学生委員会（第７３回）議事要録（案）
平成２３年度(２０１１年度）授業日程
資料22 （当日配付）研究・産学連携委員会議事要旨(22.4.28，22.4.30，22.5.18)
資料23 （当日配付）弘前大学名誉博士称号授与規程 新旧対照表（案）

◎

学長から，陪席の本間法人内部監査室長の紹介と挨拶があった。

◎

学長から，５月１１日開催の教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ，承認された。

審議事項
審議１ 平成２３年度入試関係要項について
（１）平成２３年度入学者選抜要項（案）について
神田理事から，資料１－１に基づき前年度との主な変更点について説明があり，審議の
結果，原案のとおり承認された。
（２）平成２３年度学生募集要項（ＡＯ入試）（案）について
神田理事から，資料１－２に基づき入学者選抜要項の変更と同様の変更及び字句の修正
等を行った旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
（３）平成２３年度学生募集要項（推薦入試）（案）について
神田理事から，資料１－３に基づき入学者選抜要項の変更と同様の変更及び字句の修正
等を行った旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
（４）平成２３年度学生募集要項（社会人入試）(案)について
神田理事から，資料１－４に基づき入学者選抜要項の変更と同様の変更及び字句の修正
等を行った旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
（５）平成２３年度学生募集要項（私費外国人留学生入試）（案）について
神田理事から，資料１－５に基づき入学者選抜要項の変更と同様の変更及び字句の修正
等を行った旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
なお，以上の入試関連要項について学長から，公表までの取扱いに注意願いたいとの発
言があった。
さらに，中央教育審議会から入試等の情報の公開についての指示があり，私立大学の国
立大学に対する攻勢も厳しくなることが予想されるため，平成２３年度は，志願者獲得，
質の高い学生の獲得について一層の努力をお願いしたいとの発言があった。
審議２

平成２１事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書
（案）について
審議３ 平成２０，２１年度中期目標の達成状況報告書（案）について
審議４ 学部・研究科等の現況分析（案）について
藁科理事から，審議２から審議４まで一括して資料２－３に基づき中期目標期間評価の
スケジュール及び各報告書等に関する説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，
経営協議会の審議を経て役員会へ提案することとした。
また，６月末の提出まで報告書等のブラッシュアップを続けるため，気付いた点があれ
ば，随時，企画課へ意見を寄せてもらいたいこと及び最終調整は学長に一任することが確
認された。
審議５

青い森セントラルパーク低炭素型モデルタウン構想について
藁科理事から，５月１１日の教育研究評議会で本学が構想に参画することを検討するた
め検討会議が設置され，学長から諮問があった本件に関して，資料５に基づき答申（案）
の説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，経営協議会の審議を経て役員会へ提
案することとした。

審議６

教員業績評価の改正について
藁科理事から，資料６－１及び資料６－２に基づき，教員業績評価の改正について，教
員業績評価の基本方針において平成２２年度以降は３年に１度実施するとしているが，こ
れを毎年度実施するとしたいこと，及びポイント２に準ずる新たなポイントを設けること
について説明が行われた。これへの対応として，６月２１日までに意見を提出してほしい
こと，提出された意見を踏まえて７月開催教育研究評議会の議を経て実施したい旨の説明
があり，審議の結果，提案のとおり学部等への意見照会を行うこととした。

関連して，学長から，本学は第１期中期目標期間の評価において，教員業績評価の点で
マイナスの評価を受けたこと，第２期の中期目標・中期計画では教員業績評価を見直すこ
とを掲げていることから，これの達成のため英知を集めて解決してほしい旨の発言があっ
た。
審議７

経営協議会の学外委員について
学長から，経営協議会学外委員１名が３月末で辞任し，欠員を生じていること，また，
もう１名の学外委員から，辞任の意向が示されたことの報告があった。
引き続き学長から，管理運営規則第４５条第４号に基づき，経営協議会学外委員として
東奥日報弘前支社長 秋田幸男 氏及び弘前市副市長 小笠原靖介 氏の就任について意見を
求めたところ異論がなかったため，学長が任命することとした。

審議８

医学研究科における寄附講座の設置について
加藤理事から，資料７に基づき寄附講座の概略等について説明があり，審議の結果，原
案のとおり了承され，役員会に提案することとした。

審議９

弘前大学の附置研究所の設置について
学長から，資料８に基づき本学の学内共同教育研究施設等の一部を改組して附置研究所
を設置する構想について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，経営協議会の
審議を経て役員会へ提案することとした。
また学長から，設置が認められた場合，１０月１日開設に向け学内諸規程等の整備を行
うとの発言があった。

審議10

弘前大学名誉博士称号授与規程の一部改正について
総務課長から，資料２３に基づき管理運営組織の見直しに伴う規程の一部改正について
説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会に提案することとした。

報告事項
報告１ 教員の人事について
（１）教員の採用
昆教育学部長，佐藤医学研究科長，對馬保健学研究科長及び鈴木農学生命科学部長から
資料９に基づき下記職員の採用について報告があった。
講師採用 （22.10. 1付け）
教育学部
李
秀眞 （白鴎大学非常勤講師）
医学研究科
平賀 典子 （附属病院医員）
助教採用 （22. 6. 1付け）
田辺壽太郎 （附属病院医員）
助教採用 （22. 6. 1付け）
助教採用 （22. 6. 1付け）
金田 絢子 （附属病院技術補佐員）
鈴木 雅博 （附属病院医員）
助教採用 （22. 6. 1付け）
武田 仁志 （附属病院医員）
助教採用 （22. 6. 1付け）
保健学研究科
對馬
恵 （(財)鷹揚郷腎研究所研究員） 助教採用 （22. 6. 1付け）
農学生命科学部 姜
東鎮 （宮崎大学研究員） 准教授採用（22. 7. 1付け）
報告２
報告３

学生の忌引きについて
神田理事から，資料１０に基づき申合せを定めた旨の報告があった。
平成２２年度ドリーム講座の実施について
神田理事から，資料１１に基づき今年度のドリーム講座を９校で開催する旨の報告と講
師の派遣依頼があった。
関連して評議員から，学内事業のドリーム講座，出前講義及び公開講座への講師派遣依
頼の他，学外から学部への直接依頼も相当数になる上，その時期が集中し，特定の学部の
負担が大きくなっていることから，学内の講師派遣を何処かで調整願いたいとの要望があ
った。
神田理事から，ドリーム講座以外の講師派遣依頼の実態を調査し，来年度に向けた検討
を行う旨の発言があった。

報告４

総合文化祭の実施について
神田理事から，資料１２に基づき平成２２年度のテーマが「彩（カラー）」（呼び名は
自由）に決定したこと，日程が１０月２２日（金）から２４日（日）であること等及び今
年は１０周年を記念した企画を検討している旨の報告があった。
関連して学長から，総合文化祭が今年で１０回目を迎えるため，学生に記念イベントの
企画依頼をした旨の発言があった。

報告５

平成２１年度卒業・修了者進路状況について
学長から，４月１日付けで学生就職支援センター長に就任した教育学部 石川善朗 教授
の紹介後，石川センター長から，資料１３に基づき各学部の進路状況及び学部学生の就職
率が９４.6％であったことの報告があった。
また，評議員から，定着率について質問があり，センター長から就職後の追跡調査の必
要性を感じている旨の発言があった。

報告６

平成２２年度科学技術振興調整費審査結果等について
加藤理事から，資料１４－１に基づき３件の申請に対し２件が採択されたこと及び資料
１４－２に基づき審査結果の概要について説明があり，今後も提案公募型の事業に積極的
に応募し採択を目指す旨の発言があった。

報告７

平成２２年度弘前大学特別研究員（二次募集）の採択について
加藤理事から，当初３名の研究員を採択したが２名の辞退があり，二次募集の結果，資
料１５のとおり２名を採択した旨の報告があった。

報告８

平成２２年度弘前大学機関研究の公募について
加藤理事から，資料１６に基づき公募要項についての説明の後，積極的に応募するよう
周知願いたい旨の要請があった。

報告９

平成２２年度北東北国立３大学連携推進研究プロジェクトの募集について
加藤理事から，資料１７に基づき公募要項についての説明の後，積極的に応募するよう
周知願いたい旨の要請があった。
関連して学長から，３大学が連携しそれぞれの特徴を生かすことができれば，大きな力
を発揮できるので，益々推進して行きたいとの発言があった。

報告10

緊急研究推進会議について
加藤理事から，資料１８のとおり委員が選出され，６月３日に第１回目の会議が開催さ
れ，意見の交換が行われたこと及び会議資料，議事要旨を学内専用ＨＰで公開する旨の報
告があった。
関連して学長から，研究分野によって進展の仕方に差があると思われるが，個別的に研
究をどう展開するかを検討して行きたいとの発言があった。

報告11

弘前大学創立５０周年記念会館の使用申請について
渡辺理事から，資料１９に基づき１年前から使用申請を受け付ける行事等について説明
があった。

報告12 委員会報告
（１）２１世紀教育センター運営委員会
木村センター長から，資料２０に基づき，５月２０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。
ア 平成２２年度既修得単位等の認定に係る審査について
イ 平成２２年度非常勤講師による資格審査及び授業計画（追加・変更）について
（２）教育・学生委員会
神田理事から，資料２１に基づき，５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。
ア 平成２３年度学年歴について

イ

平成２２年度前期「学生による授業評価アンケート」の実施方法及び平成２１年
度「学生による授業評価アンケート調査報告書」の作成について
ウ 学生の飲酒について
（３）第３次臨時入学試験改善委員会
神田理事から，５月２６日開催の同委員会において，これまでの課題を確認し，検討し
ていくこととなった旨の説明があった。
（４）入学試験委員会
神田理事から，６月１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。
ア 入学者選抜要項について
イ 平成２３年度大学入試センター試験場の設定について
今年度は，医学研究科及び保健学研究科が担当。
ウ 入試改善のための講演会について
エ 学生アンバサダーの募集について
（５）研究・産学連携委員会
加藤理事から，資料２２に基づき，４月２８日，４月３０日及び５月１８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。
ア 弘前大学における大学発ベンチャーの認定について
報告13 その他
（１）平成２２年度弘前大学ハラスメント対策講習会の実施について
藁科理事から，既に通知しているが，６月３０日及び７月１日の２日間，計４回の講習
会を実施するのでいずれか１回は職員が受講するよう周知願いたいとの要請があった。
（２）単位の実質化について
神田理事から，東北地区の教育担当副学長会議の席上，東北地区の他大学が１６週化に
踏み切ることが判明したことを受け，資料「平成２３年度（２０１１年度）授業日程（１
６週化案）」を作成したこと及び原案を各学部で検討願い，６月の教育・学生委員会で審
議する旨の説明があった。
関連して学長から，学生の健康診断の日程について質問があり，高梨保健管理センター
所長から，健康診断の日程，実施体制等について提案を策定中である旨の発言があった。
（３）男女共同参画室について
藁科理事から，科学技術振興調整費が採択されたため事業の展開のための協力依頼及び
次回の教育研究評議会で女性教員の応募を促すポジティブアクションについて提案する予
定である旨の報告があった。
（４）次回以降の開催予定
７月１３日（火）１３：３０～
９月１４日（火）１３：３０～

