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配付資料
資料
（当日配付）教育研究評議会評議員名簿
資料１-1（事前配布）弘前大学教育研究施設の「附置研究所」への移行に伴う諸規則等
新旧対照表（案）
資料１-2（事前配布）弘前大学北日本新エネルギー研究所教授会規程（案）
資料１-3（事前配布）弘前大学白神自然環境研究所教授会規程（案）
資料２ （事前配布）国立大学法人弘前大学研究等休職者の給与細則（案）
資料３ （事前配布）弘前大学医学部規程 新旧対照表（案）
資料４-1（事前配付）弘前大学学則 新旧対照表(案)
資料４-2（事前配付）弘前大学大学院学則 新旧対照表(案)
資料４-3（事前配付）弘前大学寄附講義規程（案）
資料５ （事前配付）岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程（案）
資料６ （事前配付）平成２３年度学生募集要項（一般入試）（案）
資料７ （事前配付）平成２４年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等（案）
資料８ （当日配付）寄附講座の設置について（申請）
資料９-1（当日配付）教員の資格審査：特任助教（様式１）
履歴書・教育研究業績書〔審議後回収〕
資料９-2（当日配付）教員の資格審査：特任助手（様式１）
履歴書・教育研究業績書〔審議後回収〕
資料10 （当日配付）研究活動推進のための提言
資料11 （当日配付）教員の資格審査（様式１）
資料12 （当日配付）平成２１事業年度及び第１期中期目標期間に係る業務実績
資料13 （当日配付）平成２２年度弘前大学教育改革プロジェクト「弘前大学ＧＰ」採択一覧
資料14-1（当日配付）平成２１年度 各学部における出張講義の状況について
資料14-2（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15 （当日配付）緊急メール配信システム
資料16 （当日配付）平成２２年度弘前大学若手研究者支援事業の選考結果について
資料17 （当日配付）２１世紀教育センター運営委員会（第１１１回）議事要録（案）
資料18 （当日配付）教育・学生委員会（第７５回）議事要録（案）
資料19 （当日配付）研究・産学連携委員会議事要旨
資料20 （当日配付）国立大学法人弘前大学管理運営規則 新旧対照表（案）
資料21 （当日配付）国立大学法人弘前大学企画戦略会議規程 新旧対照表（案）
◎
◎

学長から，新評議員の杉山祐子男女共同参画推進室長の紹介があり，続いて杉山評議員から挨
拶があった。
学長から，６月８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。
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審議事項
審議１ 弘前大学教育研究施設の「附置研究所」への移行に伴う諸規則等の改正等について
（１）弘前大学教育研究施設の「附置研究所」への移行に伴う諸規則等 新旧対照表（案）
（２）弘前大学北日本新エネルギー研究所教授会規程（案）
（３）弘前大学白神自然環境研究所教授会規程（案）
総務部長から，資料１－１に基づき北日本新エネルギー研究センター，白神自然観察園
及び被ばく医療教育研究施設が附置研究所に移行することに伴う諸規則等の一部改正，資
料１－２及び資料１－３に基づき附置研究所の教授会規程の制定について説明があり，審
議の結果，一部字句を修正することで了承され，役員会に提案することとした。
審議２

国立大学法人弘前大学研究等休職者の給与細則の制定について
総務部長から，資料２に基づき細則について説明があり，審議の結果，原案のとおり了
承され，役員会へ提案することとした。

審議３

弘前大学医学部規程の一部改正について
對馬保健学研究科長から，資料３に基づき医学部保健学科のカリキュラム改正のための
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。

審議４

寄附講義に関連する規則等の一部改正及び制定について
神田理事から，資料４－１及び資料４－２に基づき寄附講義を学部又は学科以外でも開
設できることとするため等の学則等の一部改正について，資料４－３に基づき規程の制定
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５

岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程の制定について
神田理事から，資料５に基づき規程の制定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６

平成２３年度学生募集要項（一般入試）（案）について
神田理事から，資料６に基づき平成２２年度からの主な変更点について説明があり，審
議の結果，原案のとおり了承され，役員会に提案することとした。

審議７

平成２４年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等（案）について
神田理事から，資料７に基づき平成２３年度入試からの変更点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８に基づき寄附講座の設置について説明があり，審議の結果，申請
のとおり了承され，役員会に提案することとした。

審議９ 男女共同参画推進室特任教員候補者の選考について
（１）特任助教の選考
藁科教員選考委員長から，資料９－１に基づき選考経過，履歴及び研究業績について説
明の後，学長から鶴井 香織 氏の特任助教の採用について諮られ，審議の結果，１０月
１日付の採用が承認された。
（２）特任助手の選考
藁科教員選考委員長から，資料９－２に基づき選考経過，履歴及び研究業績について説
明の後，学長から赤嶺 真由美 氏の特任助手の採用について諮られ，審議の結果，１０
月１日付の採用が承認された。
審議10 研究活動推進のための提言について
（１）弘前大学研究サポートスタッフ派遣制度の創設及び試行
（２）間接経費の配分割合の変更
（３）教員の研究活動に係る勤勉手当成績率への反映
加藤理事から，資料１０に基づき緊急研究推進会議で検討された概略について説明の後，
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（１），（２）及び（３）の提言がなされ，審議の結果，提言が了承され，役員会に提案
することとした。
審議11 学内諸規則等の一部改正について
（１）国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正
学長から，資料２０に基づき附置研究所の設置により，３研究所長を教育研究評議会評
員とするための規則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。
（２）国立大学法人弘前大学企画戦略会議規程の一部改正
学長から，資料２１に基づき附置研究所の設置により，３研究所長を企画戦略会議委員
とするための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
藁科人事委員長，佐藤医学研究科長，對馬保健学研究科長，保嶋副病院長及び稲村理工
学研究科長から資料１１に基づき下記職員の採用及び昇任について報告があった。
北日本新エネルギー研究センター 井岡聖一郎 （(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ）
准教授採用（22.10. 1付け）
官
国清 （東京大学特任助教）准教授採用（22.10. 1付け）
伊髙 健治 （東京大学特任助教）准教授採用（22.10. 1付け）
講師採用 （22. 8. 1付け）
医学研究科
成田雄一郎 （県立中央病院医学物理指導監）
助教採用 （22.10. 1付け）
浅野 ｸﾘｽﾅ （医学研究科技能補佐員）
保健学研究科
工藤 幸清 （保健学研究科助教）講師昇任 （22. 8. 1付け）
附属病院
米山 高弘 （附属病院助教）
講師昇任 （22. 8. 1付け）
渡辺 健一 （県立中央病院医師）助教採用 （22.10. 1付け）
理工学研究科
仙洞田雄一 （日本学術振興会海外特別研究員） 助教採用 （22.12. 1付け）
報告２

平成２１事業年度及び第１期中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリングについ
て
学長から，資料１２に基づき８月１８日に実施された国立大学法人評価委員会によるヒ
アリングについての報告があった。

報告３

平成２２年度弘前大学教育改革プロジェクト「弘前大学ＧＰ」採択課題の決定について
神田理事から，資料１３に基づき１０件の応募があり全て採択した旨の報告があった。

報告４

各学部における出張講義の状況について
神田理事から，資料１４－１及び資料１４－２に基づき出張講義等の状況及び調整方法
を検討中である旨の報告があった。

報告５

緊急メール配信システムについて
神田理事から，資料１５に基づき１０月１日から運用を開始する旨の報告があった。

報告６

平成２２年度の就職状況について
学長から，学生の就職は大変厳しい状況であるため，この危機感を共有してもらいたい
との発言の後，小磯 副センター長から，昨年度卒業生の就職率が現在９４.6％となってい
ること，全国的な傾向として厳しい状況であること，今年度卒業生の就職率は９０％を切
ることが予想されていること及び今後の就職支援の取組みについて報告があった。

報告７

平成２２年度弘前大学若手研究者支援事業の選考結果について
加藤理事から，資料１６に基づき学部別等の申請採択状況及び選考結果について報告が
あった。
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報告８ 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１７に基づき７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。
ア 平成２２年度前期末・後期開始時の日程について
イ 平成２３年度開講計画について
ウ 平成２２年度英語コミュニケーション実習単位未修得者への対応について
エ ＦＤ・広報委員会報告
（２）教育・学生委員会
神田理事から，資料１８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。
ア 平成２２年度ＦＤ活動について
ティーチング・ポートフォリオを本学の教育の特徴として全面に押しだし活動を
行うとの報告があった。
（３）第３次臨時入学試験改善委員会
神田理事から，７月２７日開催の同委員会について，課題となっているわかりやすい入
試を目指し，個別学力検査の時間割を各学部単位で統一を図ることについて検討している
旨の報告があった。
（４）入学試験委員会
学務部長から，９月７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。
オープンキャンパスについて
８月１０日に開催し，約５，８００名の来場で盛会裡に終了したことへの謝辞と平
成２３年度は，８月９日（火）に開催を予定している旨の報告があった。
（５）研究・産学連携委員会
加藤理事から，資料１９に基づき，７月１６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年度第３回弘前大学国際シンポジウム助成事業の審査について
イ 理科離れ対策における青森県との連携について
関連して，理科離れ対策について意見の交換があった。
報告９ その他
（１）加藤謙一記念事業について
長谷川図書館長から，９月７日に「加藤謙一文庫」開設に伴う開設式と記念碑の除幕式
等の一連の式典及び９月１２日まで開催された「加藤謙一資料展」は約２５０名の来場者
で盛会裡に終了した旨の報告があった。
（２）弘前大学学術情報リポジトリの現況について
長谷川図書館長から，リポジトリの登録数が８月下旬で３，０００件を超過した旨の報
告があった。
（３）加藤理事から，本年度の第２回科学研究費補助金説明会を１０月１日（金）に文京町地
区は１６時から１７時１５分まで，本町地区は１８時から１９時１５分までの時間帯で開
催するので，各学部長・研究科長から参加を促してもらいたいとの依頼があった。
（４）次回以降の開催予定
１０月１２日（火）１３：３０～
１１月 ９日（火）１３：３０～
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