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役員等陪席者
事務局等陪席者

その他陪席者

平成２７年２月１０日（火） １３：３０〜１５：１５
事務局大会議室
佐藤(学長・議長)，吉澤，加藤，伊藤，柏倉，大河原，今井，保田，戸塚，
大坪，中路，中根，木田，西沢，宮永，糠塚，佐々木，張，北原，村岡，檜垣，
山田，嵯峨，木村，郡，和氣，藤，福田，高梨，伊東，足達，日景の各評議員
神本学長特別補佐，北川監事
石山総務部長，津久井財務部長，伊藤学務部長，天野施設環境部長，寺坂附属
病院事務部長，齊藤学長室企画調整役，堀内総務課長，玉田企画課長，浅利広
報・国際課長，藤本人事課長，林田入試課長，工藤総務課課長補佐，秋元企画
課課長補佐，三上法人監査室室長補佐，今総務課総務・秘書G係長，遠藤総務
課総務・秘書G係長
無し

【配付資料】
資料 1-1（事前配付）ハラスメント防止等に関する規程フロー
資料 1-2（事前配付）国立大学法人弘前大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止等に関する規程新旧対照表(案)
参考資料（当日配付）国立大学法人弘前大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止等に関する規程の改正について
資料 2 （事前配付）弘前大学教授会通則(案)
資料 3-1（事前配付）弘前大学人文学部規程新旧対照表(案)
資料 3-2（事前配付）弘前大学大学院人文社会科学研究科規程新旧対照表(案)
資料 3-3（事前配付）弘前大学教育学部規程新旧対照表(案)
資料 3-4（事前配付）弘前大学大学院教育学研究科規程新旧対照表(案)
資料 3-5（事前配付）弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表(案)
資料 3-6（事前配付）弘前大学大学院理工学研究科規程新旧対照表(案)
資料 4 （事前配付）教員の資格審査(様式 1)
資料 5 （事前配付）平成 26 年度組織評価の評価結果
資料 6-1（当日配付）平成 26 年度内部監査結果報告書
資料 6-2（当日配付）説明用資料【要回収】
資料 7 （事前配付）平成 26 年度弘前大学ＣＯＣシンポジウム チラシ
資料 8 （事前配付）新しい教養教育に関するＦＤ開催のパンフレット
資料 9 （当日配付）平成 27 年度大学入試センター試験教科別受験状況
資料 10-1（当日配付）平成 27 年度弘前大学一般入試(前期日程/後期日程)志願者数一覧
資料 10-2（当日配付）平成 27 年度弘前大学私費外国人留学生入試 志願者数一覧
資料 11 （事前配付）平成 27 年度弘前大学特別研究員採択(継続)一覧表
資料 12 （事前配付）平成 26 年度弘前大学学術特別賞授与式・記念講演及び
平成 26 年度弘前大学機関研究成果発表会の開催について
資料 13 （事前配付）平成 26 年度若手・新任研究者支援事業研究成果発表会の開催について
資料 14 （事前配付）学都ひろさき未来基金弘前大学ｸﾞﾛｰｶﾙ人材育成事業成果発表会の開催要項
資料 15 （事前配付）寄附講義計画書
資料 16-1（事前配付）弘前大学大学院保健学研究科，鹿児島大学大学院保健学研究科との
間の授業交流(単位互換)に関する協定書(案)
資料 16-2（事前配付）弘前大学大学院保健学研究科，鹿児島大学大学院保健学研究科との
間の授業交流(単位互換)に関する覚書(案)
資料 16-3（事前配付）鹿児島大学との単位互換科目
資料 17 （事前配付）食料科学研究所とむつ市との間で連携・協力に関する協定を締結，
及び下北プラッター試食会の開催
資料 18 （事前配付）「太宰治修身ノート」デジタル版公開について
資料 19 （事前配付）弘前大学出版会
資料 20 （事前配付）教育委員会(第 35 回)議事要録(案)
資料 21 （事前配付）教育推進機構会議(第 16 回)議事要録(案)及び機構会議配付資料一式
資料 22 （事前配付）研究委員会議事要旨(26.12.19)
資料 23 （事前配付）２１世紀教育センター運営委員会(第 163 回)議事要録(案)
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審議事項
◎

佐藤学長から，1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１ 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程の一部改正について
吉澤理事から，資料1-1〜1-2及び参考資料に基づき，ハラスメントの定義やハラ
スメント防止等体制の見直し等のため所要の改正を行うことについて説明があり，
審議の結果，原案のとおり了承された。
審議２

弘前大学教授会通則の制定について
加藤理事から，資料2に基づき，弘前大学教授会通則等について，前回の教育研
究評議会における提案を踏まえ内容の一部修正を行った旨の説明があり，審議の
結果，原案のとおり了承された。

審議３

弘前大学諸規程の一部改正について
今井人文学部長，戸塚教育学部長，中路医学研究科長，宮永理工学研究科長から，
資料 3-1〜3-6 に基づき，各学部・研究科の規程について，カリキュラムの整備・充
実を図ること等の理由により各規程の一部を改正することについて説明があり，審議
の結果，原案のとおり了承された。

【報告事項】
報告１ 教員の採用等について
吉澤理事，中路医学研究科長，木田保健学研究科長から，資料 4 に基づき，下記
職員の採用等について報告があった。
ＣＯＣ推進室
野口 拓郎（島根県中山間地域研究ｾﾝﾀｰ嘱託研究員） 助 教採用（27. 3. 1付け）
西村 君平（広島大学非常勤研究員） 助 教採用（27. 3.16付け）
医学研究科
山村
仁（大阪市立大学准教授）
教 授採用（27. 3. 1以降）
坂本 義之（附属病院助教）
講 師昇任（27. 3. 1付け）
保健学研究科
牧野 美里（保健学研究科助手）
助 教昇任（27. 3. 1付け）
長内 智宏（医学研究科准教授）
教 授昇任（27. 4. 1付け）
報告２

平成２６年度組織評価の評価結果について
吉澤理事から，資料5に基づき，平成26年度組織評価の評価結果の概要について
報告があり，併せて，当該評価結果に基づき，平成27年度予算においてインセンテ
ィブ配分を行う旨の説明があった。

報告３

平成２６年度内部監査の結果について
吉澤法人内部監査室長から，資料 6-1〜6-2 に基づき，平成 26 年度定期監査につ
いて，内部監査結果の概要及び監査項目等について報告があった。

報告４

平成２６年度弘前大学ＣＯＣシンポジウムについて
吉澤理事から，資料7に基づき，平成27年3月3日に八甲田ホールにて「平成26年
度弘前大学ＣＯＣシンポジウム地域の視点から教育改革を考える」を開催すること
について報告があった。
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報告５

新しい教養教育に関するＦＤについて
伊藤理事から，資料 8 に基づき，本学教職員を対象に「新しい教養教育に関する
ＦＤについて」を平成 27 年 2 月 19 日に岩木ホールで開催することについて報告が
あった。

報告６

平成２７年度大学入試センター試験の実施結果について
伊藤理事から，資料 9 に基づき，1 月 17 日及び 18 日に実施された，大学入試セ
ンター試験の教科別受験状況等について報告があり，併せて，関係部局等への協力
に対する謝辞があった。

報告７

平成２７年度一般入試志願者数等について
伊藤理事から，資料 10-1〜10-2 に基づき，各学部別の平成 27 年度一般入試志願
者数（前期日程・後期日程）及び私費外国人留学生の入試志願者数等について報告
があった。

報告８

平成２７年度弘前大学特別研究員の採択（継続）について
柏倉理事から，資料 11 に基づき，平成 27 年度弘前大学特別研究員の採択状況と
して，継続分２名を採択したことについて報告があった。

報告９

平成２６年度弘前大学学術特別賞授与式・記念講演及び平成２６年度弘前大学
機関研究成果発表会の開催について
柏倉理事から，資料 12 に基づき，学術特別賞授与式を平成 27 年 2 月 27 日に事
務局大会議室で行うこと，学術特別賞受賞者講演会及び機関研究成果発表会を平成
27 年 2 月 27 日に岩木ホールで開催することについて報告があった。

報告 10

平成２６年度若手・新任研究者支援事業研究成果発表会の開催について
柏倉理事から，資料 13 に基づき，若手・新任研究者支援事業研究成果発表会を
平成 27 年 3 月 5 日に八甲田ホールで開催することについて報告があった。

報告 11

学都ひろさき未来基金弘前大学ｸﾞﾛｰｶﾙ人材育成事業成果発表会の開催について
大河原理事から，資料 14 に基づき，学都ひろさき未来基金弘前大学グローカル
人材育成事業成果発表会を平成 27 年 2 月 23 日にヒロロスクエアで開催することに
ついて報告があった。

報告 12

人文学部における寄附講義の開設について
今井人文学部長から，資料 15 に基づき，平成 27 年度前期において寄附講義を開
設することについて報告があった。

報告 13

弘前大学大学院保健学研究科，鹿児島大学大学院保健学研究科との間の授業交流
(単位互換)に関する協定等について
木田保健学研究科長から，資料 16-1〜16-3 に基づき，鹿児島大学と教育の充実
及び相互交流を図ることを目的に協定書を取り交わすこと等について報告があっ
た。
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報告 14

食料科学研究所とむつ市との連携協定締結等について
嵯峨食料科学研究所長から，資料 17 に基づき，食料科学研究所とむつ市との間
で連携・協力に関する協定を平成 27 年 1 月 15 日に締結したこと等について報告が
あった。

報告 15

「太宰治 修身ノート」デジタル版公開について
郡附属図書館長から，資料 18 に基づき，附属図書館が所蔵する貴重資料「太
宰治 修身ノート」のデジタル版をホームページに公開したことについて報告が
あった。

報告 16

弘前大学出版会のこれまでの活動について
足達出版会編集長から，資料 19 に基づき，弘前大学出版会が設立以降の活動と
して，出版事業の状況等について報告があった。

報告 17 委員会等報告
（1）教育委員会（1 月 28 日開催分）
伊藤理事から，資料20に基づき，1月28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．授業の達成目標と成績評価基準について
２．支援が必要な学生の把握及び学生支援の調査実施について
３．平成 26 年度弘前大学学生表彰について
４．その他
（2）教育推進機構会議（1 月 30 日開催分）
伊藤理事から，資料21に基づき，1月30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．新しい教養教育における授業科目（全体構成・概要）について
２．基礎ゼミナールと地域学ゼミナールについて
３．初年次教養教育英語科目について
４．キャリア教育について
５．教養教育科目整理枠組みについて
６．新しい教養教育における多言語について
７．学部改組に係る設置審査等のスケジュールについて
（3）研究委員会（12 月 19 日開催分）
柏倉理事から，資料22に基づき，12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 27 年度弘前大学学術特別賞実施要領(案)及び平成 27 年度弘前大学学術特
別賞審査要領(案)について
（4）２１世紀教育センター運営委員会（1 月 15 日開催分）
木村 21世紀教育センター長から，資料23に基づき，1月15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26年度後期末試験について
２．平成 27 年度非常勤講師資格審査について
３．平成 27 年度非常勤講師による授業計画について
４．平成 27 年度ティーチング・アシスタントによる授業計画について
５．21 世紀教育科目の履修成績に対する異議申立てに関わる申合せについて
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報告 18 その他
（１）次回以降の開催予定日
平成２７年 ３月１０日（火）13:30〜
平成２７年 ３月１７日（火）15:30〜
平成２７年 ４月１４日（火）13:30〜

経営協議会・教育研究評議会合同会議

以
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上

