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平成２７年６月９日（火） １３：３０～１４：５５
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，作花，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，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，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，今総務課総務・秘書G係長，遠藤総務課総務・秘書G係長，
石川学生就職支援センター長，長谷川就職支援室長

平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（概要）
平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
第３期中期目標・中期計画（素案）の策定について
第３期中期目標・中期計画（素案）
国立大学法人の第２期中期目標期間終了時における組織及び業務全般の見直しについて
国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程の改正の概要
国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程新旧対照表（案）
平成 28 年度入学者選抜要項（案）【要回収】
教員の資格審査（様式１）
平成 27 年度 教員業績評価の実施について
学位記授与式及び入学式の実施について（案）
新しい教養教育の授業運営方法（案）
弘前大学ｸﾞﾘｰﾝｶﾚｯｼﾞ実施要項，ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ，募集案内抜粋
ひろだいナビゲ→ト･レクチャ→ パンフレット
ひろだいナビゲ→ト･キャラバン パンフレット
平成 27 年度「弘前大学ドリーム講座」実施について
平成 27 年度研究サポートスタッフ派遣制度決定者一覧
論文の名寄せのための確認作業の協力依頼について
CITI Japan e-Learning プログラム受講について
国立大学法人弘前大学と深浦町との連携に関する協定書
附属図書館ラウンジトーク 2015 年第 2 期チラシ
平成 26 年度卒業・修了者の進路状況について（概要）
進路状況調査表
業種別就職先一覧
教育委員会（第 38 回）議事要録（案）
教育推進機構会議（第 19 回）議事要旨（案）
入学試験委員会議事要旨（案）
第５次臨時入学試験改善委員会議事要旨
２１世紀教育センター運営委員会(第 168 回)議事要録(案)
平成 27 年度第１回弘前大学資料館企画運営員会議 議事次第

【審議事項】
◎

佐藤学長から，5月12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

平成２６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
吉澤理事から，資料1-1～1-2に基づき，国立大学法人評価委員会へ提出する平成
26事業年度に係る実績報告書（案）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。なお，文部科学省への提出までに修正等の必要が生じた場合への対
応については，学長に一任とすることとされた。

審議２

第３期中期目標・中期計画（素案）について
吉澤理事から，資料2-1～2-3に基づき，第３期中期目標・中期計画（素案）の内
容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。
なお，文部科学省への提出までに修正等の必要が生じた場合への対応について
は，学長に一任することとされた。

審議３

国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程の一部改正について
加藤理事から，資料3-1～3-2に基づき，本規程の適用を受け任期を定めて雇用す
る職員の職等に２１世紀教育センター教員を規定するため，所要の改正を行うこと
について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

審議４

平成２８年度入学者選抜要項について
伊藤理事から，資料4に基づき，平成28年度入学者選抜要項（案）について，前
年度要項との主な変更点等の説明があり，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
中根評議員，藤附属病院長，佐々木農学生命科学部長から，資料 5 に基づき，下
記職員の採用等について報告があった。
医学研究科
照井 君典 (附属病院講師)
准教授昇任（27. 6. 1付け）
附属病院
佐々木伸也 (附属病院助教)
講 師昇任（27. 6. 1付け）
高田 典和 (附属病院助手)
助 教昇任（27. 6. 1付け）
和田 盛人 (附属病院助手)
助 教昇任（27. 6. 1付け）
助 教採用（27. 7. 1付け）
農学生命科学部 曽我部 篤 (東北大学助教)
報告２

平成２７年度教員業績評価の実施について
吉澤理事から，資料6に基づき，平成27年度教員業績評価の実施に係る概要（対
象教員，教員業績評価報告書未提出者に係る教員研究経費の取扱い，スケジュール
等）について報告があり，適切な評価の実施についての協力要請があった。

報告３

学位記授与式及び入学式の実施について
加藤理事から，資料7に基づき，平成27年度秋季学位授与式及び入学式の日程等
並びに今後の学位授与式及び入学式の日程等について報告があった。

報告４

新しい教養教育の運営方法（案）について
伊藤理事から，資料8に基づき，教育推進機構所管の各会議で検討された「新し
い教養教育の運営方法（案）」の内容について，報告があった。

報告５

弘前大学グリーンカレッジの開校について
伊藤理事から，資料9に基づき，地域の人々の「学び直し」への意欲にこたえ，
高度で専門的な学修と自由闊達な学生生活の機会を提供することを目的に，弘前大
学グリーンカレッジを平成27年10月より開校することについて報告があった。
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報告６

弘前大学高大連携公開講座“ひろだいナビゲ→ト･レクチャ→”について
伊藤理事から，資料10に基づき，8月8日に附属図書館3階グループラーニングル
ームにおいて本学教員による公開講座「ひろだいナビゲ→ト･レクチャ→」を開催
することについて報告があった。

報告７

弘前大学高大連携事業“ひろだいナビゲ→ト･キャラバン”について
伊藤理事から，資料11に基づき，八戸地区の高校生を受講対象者として9月12日
に八戸商工会館において本学教員による公開講座「ひろだいナビゲ→ト･キャラバ
ン」を開催することについて報告があった。

報告８

平成２７年度ドリーム講座の実施について
伊藤理事から，資料 12 に基づき，青森県内の高校生を対象に 7 月から 11 月にか
けて県内高等学校５校において，本学教員を講師とする「弘前大学ドリーム講座」
を開催することについて報告があった。

報告９

平成２７年度弘前大学研究サポートスタッフの派遣決定について
柏倉理事から，資料13に基づき，7名の教員に対して研究サポートスタッフの派
遣を決定したことについて報告があった。

報告10

論文の名寄せのための確認作業依頼について
柏倉理事から，資料14-1に基づき，「2015年度版研究業績分析」の準備を進める
にあたり，論文の名寄せのための確認作業が必要となることから，該当教員に対す
る周知等，各部局に協力を依頼する通知を行っている旨の報告があった。

報告 11

弘前大学と深浦町との連携に関する協定の締結について
大河原理事から，資料15に基づき，弘前大学と深浦町は，相互の発展に資するた
め，5月15日に連携に関する協定を締結したことについて報告があった。

報告 12

附属図書館ラウンジトーク第２期について
郡附属図書館長から，資料 16 に基づき，附属図書館ラウンジトーク第２期(7
月～9 月)の開催概要について報告があった。

報告 13

平成２６年度卒業・修了者の進路状況について
石川学生就職支援センター長から，資料 17-1～17-3 に基づき，平成 26 年度卒業
・修了者の進路状況の概要について報告があった。

報告 14

委員会等報告
（1）教育委員会（5 月 27 日開催分）
伊藤理事から，資料18に基づき，5月27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 28 年度授業日程（案）について
2. 平成 27 年度前期「学生による授業評価アンケート」の実施について
3. 障害のある学生の修学支援に関する専門委員会について
4. ボランティア活動団体助成の選考について
5．体育・スポーツ施設運営担当教員連絡協議会委員について
6．その他
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（2）合同会議[教育推進機構会議(第19回)＆教育推進室会議(第18回)]（5月29日開催分）
伊藤理事から，資料19に基づき，5月29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. 新しい教養教育の運営体制について
2. 今後のスケジュールについて
3. その他
（3）入学試験委員会（5 月 25 日開催分）
伊藤理事から，資料20に基づき，5月25日に開催された同委員会の次の事項
について，報告があった。
1. 平成 28 年度入学者選抜要項について
2. 平成 28 年度学生募集要項（ＡＯ入試）について
3. 平成 28 年度学生募集要項（推薦入試）について
4. 平成 28 年度学生募集要項（社会人入試）について
5．平成 28 年度学生募集要項（私費外国人留学生入試）について
（4）第５次臨時入学試験改善委員会（5 月 25 日開催分）
伊藤理事から，資料21に基づき，5月25日に開催された同委員会の次の事項
について，報告があった。
1. 平成 29 年度入学者選抜における実施教科・科目等について
（5）２１世紀教育センター運営委員会報告（5 月 21 日開催分）
木村２１世紀教育センター長から，資料22に基づき，5月21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 年度非常勤講師による授業計画の変更について
2. 平成 27 年度授業計画の変更について
3. 平成 27 年度前期開講時の対応について
4. 平成 28 年度(2016 年度)授業日程(案)について
5．平成 27 年度既修得単位等の認定に係る審査について
（6）資料館企画運営員会議について（5 月 28 日開催分）
須藤資料館長から，資料23に基づき，5月28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. 平成 27 年度企画展および部局ごとの展示について
2. 資料館ポスターとリーフレットのリニューアルについて
3. その他
報告15

CITI Japan e-Learningプログラム受講について
柏倉理事から，資料14-2に基づき，本学では研究倫理教育に取り組むため，CITI
Japanの e-Learningプログラムを指定し，本学の研究者全員に受講を義務付ける旨
の報告があった。

報告 16 その他
（１）次回以降の開催予定日
平成２７年 ７月１４日（火）13:30～
平成２７年 ９月 ８日（火）13:30～

以
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上

