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平成２７年４月１４日（火） １３：３０～１４：３３
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，
嵯峨，木村，郡，和氣，作花，藤，福田，高梨，伊東，足達，日景，須藤
の各評議員
神本学長特別補佐，堀内学長特別補佐，北川監事
石山総務部長，津久井財務部長，伊藤学務部長，高橋施設環境部長，山﨑研究
推進部長，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，浅
利広報・国際課長，藤本人事課長，石川教務課長，土門入試課長，古舘研究推
進課長，工藤総務課課長補佐，秋元企画課課長補佐，今総務課総務・秘書G係
長，遠藤総務課総務・秘書G係長
長南教員免許状更新講習支援室長，葛西総合情報処理センター長
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役員等一覧
新任部長及び課長等名簿
略歴書【要回収】
平成 28 年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について(案)【要回収】
診療科（リハビリテーション科）の新設についての概要
弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表（案）
教員の資格審査（様式１）
第３期中期目標・中期計画（３次案）
大学ポートレートについて
平成 27 年度弘前大学入学者選抜試験結果（総括）等
平成 27 年度科学研究費助成事業の交付内定状況一覧
2014 HIROSAKI UNIVERSITY RESEARCH HIGHLIGHTS
新年度における情報セキュリティの確保について（通知）
タイ王国カセサート大学農学部との部局間協定を締結
附属図書館ラウンジトーク 2015 年第 1 期チラシ
附属図書館ラウンジトーク第 1 回チラシ
平成 27 年度子育て・介護中の研究者支援制度要領
平成 27 年度研究支援員募集ポスター
平成 27 年度学会参加時の託児支援制度要項
教育委員会（第 36 回）議事要録（案）
第５次臨時入学試験改善委員会（第１回）議事要旨（案）
入学試験委員会議事要旨（臨時）（案）
21 世紀教育ｾﾝﾀｰ運営委員会（第 165 回）議事要録（案）
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（第 36 回）議事要録（案）
佐藤学長から，新評議員について説明があり，「教育研究評議会が定める者」として4月1
日付けで了承された。引き続き加藤事務局長から新任部課長等の紹介があった。

審議事項
◎ 佐藤学長から，3 月 10 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。
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審議１

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の欠員に伴う後任の人事について，資料1に基づ
き説明があり，評議員からは特に意見がなく，提案どおり了承された。

審議２

学長選考会議委員の選出について
教育研究評議会評議員の任期満了と伴う，学長選考会議委員の欠員について，審
議の結果，他薦により，今井委員及び佐々木委員が選出された。

審議３

平成 28 年度入学者選抜方法及び実施教科科目・科目等について
伊藤理事から，資料2に基づき，平成28年4月に予定している学部・学科(課程)改
組を踏まえた，平成28年度入学者選抜方法及び実施教科・科目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た。
また，本件は文部科学省に申請中につき，内容が確定するまでは本資料は取扱注
意とされた。

審議４

診療科（リハビリテーション科）の新設について
藤附属病院長から，資料3-1～3-2に基づき，医学研究科にリハビリテーション医学
講座が設置されたことに伴い，附属病院にリハビリテーション科を設置するため，弘
前大学医学部附属病院規程について所要の改正を行う旨の説明があり，審議の結果，
原案どおり承認された。

【報告事項】
報告１ 教員の採用等について
今井人文学部長，戸塚教育学部長，中路医学研究科長，藤附属病院長から，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。
人文学部
大橋 忠宏 (人文学部准教授)
教 授昇任（27. 4. 1付け）
横地 徳廣 (人文学部講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
日比野愛子 (人文学部講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
堀
智弘 (人文学部講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
教育学部
荒井 一成 (教育学部准教授)
教 授昇任（27. 4. 1付け）
塚本 悦雄 (教育学部准教授)
教 授昇任（27. 4. 1付け）
出 佳奈子 (教育学部講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
武内 裕明 (教育学部講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
医学研究科
高橋 識志 (埼玉医科大学講師)
教 授採用（27. 5. 1付け）
富田 泰史 (医学研究科講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
二川原 健 (医学研究科講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
佐々木 亮 (附属病院講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
木村 正臣 (附属病院講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
山田 雅大 (医学研究科助教)
講 師昇任（27. 4. 1付け）
照井
健 (附属病院助教)
講 師昇任（27. 4. 1付け）
稲葉
渉 (医学研究科在学)
助 教採用（27. 4. 1付け）
津川 浩二 (大館市立総合病院医師) 助 教採用（27. 4. 1付け）
鴨井 舞衣 (附属病院医員)
助 教採用（27. 4. 1付け）
古賀 浩平 (ｶﾅﾀﾞ ﾄﾛﾝﾄ大学博士研究員)
助 教採用（27. 6. 1付け）
北山 眞任 (附属病院講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
橋場 英二 (附属病院助教)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
松坂 方士 (医学研究科講師)
准教授昇任（27. 4. 1付け）
島田美智子 (附属病院助教)
講 師昇任（27. 4. 1付け）
山本 祐司 (青森県立中央病院整形外科部長) 講 師採用（27. 4. 1付け）
木村
太 (附属病院助教)
講 師昇任（27. 4. 1付け）
花田
勇 (附属病院助手)
助 教昇任（27. 4. 1付け）
矢越ちひろ (附属病院医員)
助 教採用（27. 4. 1付け）
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報告２

第３期中期目標・中期計画（案）について
吉澤理事から，資料 5 に基づき，文部科学省との事前協議を踏まえた第３期中期
目標・中期計画（3 次案）について報告があった。なお，意見等があれば 4 月 24
日(金)までに企画課へ提出することとなった。

報告３

大学ポートレートについて
加藤理事から，資料6に基づき，大学ポートレートが本格稼働したことを受け，
当該事業の趣旨及び実施体制等について報告があった。

報告４

平成２７年度入試の結果について
伊藤理事から，資料 7 に基づき，入学者定員 1,382 名に対し，5,503 名の志
願者があり，入学者数は 1,395 名であったことについて報告があった。

報告５

平成２７年度科学研究費助成事業の交付内定状況について
柏倉理事から，資料8に基づき，平成27年度科学研究費助成事業に係る大学全体
の採択件数や採択率及び種目別・部局別の交付内定状況等について報告があった。

報告６

研究成果の海外への情報発信について
柏倉理事から，資料9に基づき，2014版の研究成果公開パンフレット(日本語版・
英語版)を作成したことについて報告があった。

報告７

新年度における情報セキュリティの確保について
大河原理事から，資料10に基づき，情報セキュリティの確保に係る概要につ
いて報告があった。引き続き，葛西総合情報処理センター長から，弘前大学セ
キュリティポリシー等に基づき情報セキュリティの確保に努める旨の注意喚起
を，関係職員に周知徹底するよう発言があった。

報告８

農学生命科学部とタイ王国カセサート大学農学部との部局間協定の締結について
佐々木農学生命科学部長から，資料 11 に基づき，タイ王国カセサート大学農学
部と部局間協定を締結したことについて報告があった。

報告９

附属図書館ラウンジトークについて
郡附属図書館長から，資料 12-1～12-2 に基づき，本学教職員，学生等を講師と
した附属図書館ラウンジトークの実施，及び第 1 回は佐藤学長を講師に迎え「佐藤
敬学長を知る」をテーマとして開催するとの報告があった。

報告 10

子育て・介護中の研究者支援制度について
日景男女共同参画推進室室長から，資料 13-1～13-2 に基づき，子育て・介護中
の研究者支援制度（趣旨，申請資格，支援期間等）並びにポスターによる学内周知
について報告があった。

報告 11

学会参加時の託児支援制度について
日景男女共同参画推進室長から，資料14に基づき，学会参加時の託児支援制度
（内容，支援対象者，受付期間，支援内容等）について報告があった。
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報告 12

委員会等報告
（1）教育委員会[3 月 25 日開催分]
伊藤理事から，資料15に基づき，3月25日に開催された同委員会の以下議事
概要について，報告があった。
1.平成 27 年度弘前大学教育委員会組織(役割分担)について
2.弘前大学高大連携公開講座の新規協定締結について
3.弘前大学体育施設使用細則の一部改正について
4.その他
（2）第 5 次臨時入学試験改善委員会[3 月 6 日開催分]
伊藤理事から，資料16に基づき，3月6日に開催された同委員会の以下議事概
要について，報告があった。
1.平成 28 年度入学者選抜方法について
2.平成 29 年度入学者選抜方法等の検討について
（3）入学試験委員会（臨時）[3 月 20 日開催分]
伊藤理事から，資料17に基づき，3月20日に開催された同委員会の以下議事
概要について，報告があった。
1.平成 28 年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について
2.アドミッション・ポリシーについて
3.平成 29 年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について
（4）２１世紀教育センター運営委員会[3 月 19 日開催分]
木村21世紀教育センター長から，資料18に基づき，3月19日に開催された同
委員会の以下議事概要について，報告があった。
1.平成 27 年度非常勤講師資格審査について
2.平成 27 年度非常勤講師による授業計画の変更について
3.平成 26 年度後期末追試験について
4.平成 27 年度前期開講時の対応について
（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[3月23日開催分]
長南教員免許状更新講習支援室長から，資料19に基づき，3月23日に開催さ
れた同委員会の以下議事概要について，報告があった。
１.平成27年度教員免許状更新講習担当講師マニュアルについて

報告 13 その他
（１）次回以降の開催予定日
平成２７年 ５月１２日（火）13:30～
平成２７年 ６月 ９日（火）13:30～
以
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上

