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平成２５年１０月 ８日（火） １３：３０〜１６：１０
事務局大会議室
佐藤(学長・議長)，神田，江羅，中根，加藤，大河原，今井，長谷川，伊藤，
大坪，中路，奥村，對馬，木田，吉澤，宮永，佐々木，張，檜槙，村岡，檜垣，
柏倉，鈴木，木村，高梨，伊東，郡，日景の各評議員
神本学長特別補佐，南條学長特別補佐，羽田学長特別補佐，北川監事，
中村総務部長，須藤財務部長，伊藤学務部長，天野施設環境部長，
山﨑研究推進部長，北﨑総務課長，齊藤企画課長，小田桐広報・国際課長，
池田人事課長，澤田教務課長，加藤総務課課長補佐，澤田総務課総務・秘書G係長
遠藤総務課総務・秘書G係長

配付資料
資料１（当日配付）国立大学法人弘前大学テニュアトラック制に関する規程新旧対照表（案）
資料２（当日配付）平成２６年度学生募集要項（一般入試）（案）【要回収】
資料２（当日配付：参考資料）平成２６年度学生募集要項（一般入試）の主な変更点【要回収】
資料３（当日配付）教員の資格審査（様式１）
資料４（当日配付）平成２５年度協定校研究者交流一覧
資料５（当日配付）平成２５年度弘前大学「ＨＩＲＯＳＡＫＩはやぶさカレッジ」入校生名簿
資料６（当日配付）平成２５年度弘前大学ＦＤワークショップ（第１６回）実施要項
資料７（当日配付）平成２５年度弘前大学講演会「課題解決型学習の実践と課題」ポスター
資料８（当日配付）第１３回弘前大学総合文化祭日程表（案）
資料９（当日配付）平成２６年度競争的資金申請の基本方針
資料10（当日配付）平成２５年度弘前大学競争的資金獲得支援事業公募要項
資料10（当日配付：参考資料）「研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォ
ース」中間取りまとめ（抜粋）
資料11（当日配付）２０１３年度弘前大学シニアサマーカレッジについて
資料12（当日配付）学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム平成２５年度「共通授業」参
加学生募集チラシ
資料13（当日配付）白神山地世界自然遺産登録２０周年シンポジウム「白神山地を学びなおす」
概要
資料14（当日配付）「大館・北秋田地域医療推進学講座」に関する協定書（写）
資料15（当日配付）教育推進機構会議（第10回）議事要録（案）
資料16（当日配付）教育委員会（第20回）議事要録（案）
資料17（当日配付）入学試験委員会議事要旨（案）
資料18（当日配付）２１世紀教育センター運営委員会（第147回） 議事要録（案）
資料19（当日配付）教員免許状更新講習支援室運営委員会・教員免許状更新講習実施委員会合同
会議議事要録（案）
資料20（当日配付）研究委員会議事要旨（25.9.19）
資料 （当日配付）朝日新聞広告タブロイド判
資料 （当日配付）弘前大学資料館 第２回企画展「白神標本保存百年プロジェクト 標本が語り
出す」チラシ
◎

審議に先立ち，佐藤学長から１０月１日付で採用された，和氣国際連携本部長の紹介があった。

審議事項
◎

学長から，９月１０日開催の教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ，審議事項５「教
育研究組織の再編について」の記載内容について意見があり，種々意見交換を行った結果，配付
資料欄に資料２５の資料名が記載されてないことないことから資料名を記載し，再度，議事要録
（案）を各評議員に配付し確認願うこととした。
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なお，１０月１１日に議事録を送付した結果，各評議員から特段意見は付されなかった。

審議１ 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テニュアトラック制に関する規程の一部改正について
加藤理事から，資料１に基づき，多様かつ有用な人材を確保する観点から，現行よりさ
らに幅広い職に応じたテニュアトラック教員の雇用を可能とするため，また，テニュアト
ラック教員の呼称を新たに設け，一般の教員と明確に区別するため所要の改正を行うこと
の説明があり，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２

平成２６年度学生募集要項（一般入試）について
中根理事から，資料２及び参考資料に基づき，平成２６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，役員会へ提案することとした。
また，本募集要項は，１１月下旬の公表予定であることから，取扱いについて注意願い
たいことの発言があった。

報告事項
報告１

教員の採用等について
伊藤教育学部長，中路医学研究科長（福田副病院長代理），佐々木農学生命科学部長か
ら，資料３に基づき，下記職員の採用について報告があった。
教育学部
稲村 一隆 （日本学術振興会特別研究員（ＰＤ））
講師採用（25.11. 1付け）
医学部附属病院 平賀 典子 （弘前市立病院内科医長）
助教採用（25.10. 1付け）
医学部附属病院 赤坂 治枝 （弘前市立病院外科医師）
助教採用（25.10. 1付け）
医学部附属病院 熊谷玄太郎 （弘前記念病院整形外科医師）
助教採用（25.10. 1付け）
医学部附属病院 久保 寛仁 （弘前大学医学部附属病院医員）
助教採用（25.10. 1付け）
医学部附属病院 工藤
耕 （シンガポール国立大学研究員）
助教採用（25.10.16付け）
医学部附属病院 長谷部達也 （弘前大学医学部附属病院医員）
助教採用（25.11. 1付け）
農学生命科学部 加藤 千尋 （東京大学特任研究員）
助教採用（25.11. 1付け）

報告２

平成２５年度協定校研究者交流について
神田理事から，資料４に基づき，平成２５年度の協定校との研究者交流について報告が
あった。

報告３

弘前大学「ＨＩＲＯＳＡＫＩはやぶさカレッジ」について
中根理事から，資料５に基づき，合格者５名について１０月１日１８時から入校式を実
施したことの報告，及び本事業に対する各学部等の協力について謝辞があった。
なお，佐藤学長から多数の優秀な学生の応募があったことから，来年度の実施にあたっ
ては受入学生数について検討したいことの発言があった。

報告４

ＦＤワークショップについて
中根理事から，資料６に基づき，ＦＤワークショップの実施要項について報告があり，
併せて研修対象者について，各学部・研究科に対する協力依頼があった。

報告５

弘前大学講演会「課題解決型学習の実践と課題」について
中根理事から，資料７に基づき，文部科学省ＧＰ「産業界のニーズに対応した教育改善
・充実体制整備事業」の採択事業の一環として，講演会を開催することの報告があった。

報告６

総合文化祭の実施について
中根理事から，資料８に基づき，１０月２５日から開催予定の弘前大学総合文化祭の日
程，事業等について報告があった。併せて，総合文化祭の実施に際し，各学部等に対する
協力及び学生指導の依頼があった。

報告７

平成２６年度競争的資金申請の基本方針について
加藤理事から，資料９に基づき，平成２６年度競争的資金申請の基本方針として趣旨，
対象とする外部資金，獲得目標の設定，取組等について，併せて平成２４年度競争的資金
獲得状況について報告があった。

- 2 -

報告８

平成２５年度弘前大学競争的資金獲得支援事業について
加藤理事から，資料１０に基づき，平成２５年度競争的資金獲得支援事業の公募要項に
ついて報告があった。
また，研究上の不正行為を防止するため，今後すべての競争的資金等の採択後に研究倫
理教材（オンライン教材）を履修することが義務づけられることから，本学においても研
究倫理教材を活用した研究者の履修体制の整備を図っていくことの報告があった。

報告９

２０１３年度弘前大学シニアサマーカレッジについて
大河原理事から，資料１１に基づき，９月８日〜９月１３日の日程で計７１名の参加者
があり，無事終了したことの報告があった。

報告10

学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム平成２５年度「共通授業」の開催
について
大河原理事から，資料１２に基づき，テーマ「地域が抱える課題とは？」と題し，１０
月１０日〜１２月１２日の毎週木曜日に弘前市長及び弘前市職員を講師として開催予定で
あることの報告があった。

報告11

白神山地世界自然遺産登録２０周年シンポジウムについて
大河原理事及び檜垣白神自然環境研究所長から，資料１３に基づき，本シンポジウムの
概要について報告があった。

報告12

寄附講座「大館・北秋田地域医療推進学講座」設置に係る協定の締結について
中路医学研究科長から，資料１４に基づき，１０月１日に設置された寄附講座「大館
・北秋田地域医療推進学講座」に関し，大館市との間で締結した協定書について報告があ
った。

報告13 委員会等報告
（１）教育推進機構会議
中根理事から，資料１５に基づき，９月２７日に開催された同会議の次の事項について，
報告があった。
１．大学院共通教育「英語プレゼンテーション演習」について
２．教育者総覧の記載項目の追加及びシラバスの授業方法の記載について
（２）教育委員会
中根理事から，資料１６に基づき，９月２５日に開催された同委員会の次の事項につい
て，報告があり，引き続き，５．ＧＰＡについて，今井人文学部長から補足説明があった。
１．弘前大学学生の懲戒処分に関する規程の改正について
２．第８回学生相談を考える会について
３．学長表彰（Distinguished students賞）について
４．附属図書館，大学会館，総合教育棟の一部改修工事について
５．ＧＰＡについて
なお，委員会報告についての主な意見は次のとおりである。
・学習障害に対する全学的な支援体制について
・海外における学生及び教員に対するリスクマネジメントについて
（３）入学試験委員会
中根理事から，資料１７に基づき，９月２６日に開催された同委員会の次の事項につい
て，報告があった。
１．新学習指導要領実施に伴う旧教育課程履修者への経過措置について
２．平成２６年度オープンキャンパスの日程について
３．入学試験問題の厳格な取扱いについて
４．札幌地区試験場担当者の旅行日程について
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（４）２１世紀教育センター運営委員会
木村２１世紀教育センター長から，資料１８に基づき，９月１９日に開催された同委員
会の次の事項について報告があった。
１．平成２５年度前期追試験について
２．ＦＤ・広報専門委員会について
３．第６３回東北・北海道地区大学等高等・共通教育研究会について
（５）教員免許状更新講習支援室運営委員会・教員免許状更新講習実施委員会合同会議
報告
長南教員免許状更新講習支援室長から，資料１９に基づき，９月２４日に開催された同
委員会の次の事項について報告があった。
１．平成２５年度弘前大学教員免許状更新講習合否判定について
２．教員免許状更新講習予算で購入した機器の維持費等について
３．免許状更新講習受講者評価書について
４．平成２４年度教員免許状更新講習収支内訳について
５．今後の講習スケジュールについて
６．栄養教諭の更新講習について
（６）研究委員会
加藤理事から，資料２０に基づき，９月１９日に開催された同委員会の事項１について
報告があり，種々意見交換が行われた。引き続き，事項２について山﨑研究推進部長から
報告があった。
１．全学的な倫理委員会の設置について
２．研究者育成のための行動規範教育の標準化と教育システムの全国展開について
報告14 その他
（１）弘前大学資料館の復旧状況について
長谷川資料館長から，９月１６日の台風１８号による大雨により資料館が床上浸水とな
ったが，幸い展示品等については被害がなかったこと，１７日から館内ＯＡフロアの床下
への流入汚染水の除去と消毒及びタイルカーペットの消毒と洗浄作業を行ったこと，現在，
展示品の一部は附属図書館の貴重資料保管室へ移転していること，及び１０月９日から展
示に関する復旧作業を開始し，１０月２１日から資料館が再開できる見通しであることの
報告があった。
なお，展示品等は貴重な文化財であるため，予防防災について検討願いたいことの発言
があった。
（２）弘前大学資料館 第２回企画展「白神標本保存百年プロジェクト 標本が語り出
す」について
檜垣白神自然環境研究所長から，資料に基づき，１０月２１日〜１２月２０日の期間に
おいて，弘前大学資料館展示室にて，これまで白神山地において収集した動植物の標本を
展示する企画展を開催したいことの報告があった。
（３）新聞広告「東北の大学力 弘前大学」について
中根理事から，配付資料タブロイド判に基づき，９月１５日付け朝日新聞の全国版にお
いて弘前大学の広告が掲載されたこと，併せて，弘前大学ゆめ応援プロジェクトにＡＯ入
試及び推薦入試の志願者のうち，３２名が同プロジェクトに応募していることの報告があ
った。
また，昨年度に引き続き，今年度も本学のＴＶＣＭを北海道地区にて放送予定であるこ
と，後日，ＣＭ内容を本学ＨＰに掲載予定であることの報告があった。
（４）講演会の開催について
大河原理事から，「国土強靭化政策の動向と展望〜今後の地域の取組と弘前大学
〜」と題して１１月１２日の教育研究評議会終了後に創立５０周年記念会館で開催
することの報告があった。
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（５）男女共同参画推進室の活動状況について
日景男女共同参画推進室長から，以下の活動状況について報告があった。
１．第６回講演会「地域連携による男女共同参画の推進」の開催について（9/17開催
弘前大学）
２．2013年度北東北国立３大学連携推進会議連携協議会男女共同参画シンポジウムの開
催について（9/20 岩手大学）
３．女性研究者研究活動支援事業支援（女性研究者支援モデル育成）「つがルネッサン
ス！地域でつなぐ女性人才」事後評価ヒアリングについて（10/5 科学技術振興機
構）
（６）次回以降の開催予定日
平成２５年１１月１２日（火）13:30〜
平成２５年１２月１０日（火）13:30〜
以
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上

