教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨
日
時
場
所
出席評議員

役員等陪席者
事務局等陪席者

平成２７年９月８日（火） １３：３０～１５：４５
コラボレーションセンター８階 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，北原，村岡，檜垣，山田，嵯峨，木村，
郡，和氣，作花，藤，福田，伊東，足達，日景の各評議員
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，玉田企
画課長，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，葛西総合情報処理セン
ター長

【配付資料】
資料 1-1 第３期中期目標・中期計画（素案）の修正について
資料 1-2 第３期中期目標・中期計画（素案）【修正案】
資料 2-1 教育研究院設置に伴う諸規則等の改正等について
資料 2-2 「教育研究院」設置に伴う諸規程等新旧対照表（案）
資料 2-3 国立大学法人弘前大学教育研究院規程（案）
資料 2-4 国立大学法人弘前大学教育研究院学系長の選考及び任期等に関する規程(案)
資料 2-5 国立大学法人弘前大学全学教員人事委員会要項（案）
資料 2-6 国立大学法人弘前大学教育研究院学系会議規程（案）
資料 2-7 国立大学法人弘前大学教育研究院領域会議規程（案）
資料 2-8 国立大学法人弘前大学教育研究院教員選考規程（案）
資料 2-9 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程(案)
資料 2-10 国立大学法人弘前大学教育研究院規程第３条の規定に基づき学長が定める者につい
て（案）
資料 3-1 弘前大学教育推進機構規程の一部改正等について
資料 3-2 教育推進機構新旧対応図（案），新しい教育推進体制（案）
資料 3-3 弘前大学管理運営規則新旧対照表（案）
資料 3-4 弘前大学教育推進機構規程新旧対照表（案）
資料 3-5 弘前大学における英語力向上に向けたプロジェクト実施要項新旧対照表（案）
資料 3-6 教育推進機構教養教育開発実践センター要項（案）
資料 3-8 教育推進機構アドミッションセンター要項（案）
資料 3-9 教育推進機構学生就職支援センター要項（案）
資料 3-10 弘前大学教育推進機構教育戦略室内規(案）
資料 3-11 弘前大学学生就職支援センター規程を廃止する規程（案）
資料 3-12 教育推進機構の再編に伴い改正等を行う学内規則等一覧（案）
資料 4-1 弘前大学研究･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構規程の一部改正等について（案）
資料 4-2 弘前大学研究･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構 新体制図（案）
資料 4-3 弘前大学研究･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構 新旧対応図（案）
資料 4-4 国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表（案）
資料 4-5 弘前大学研究･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構規程新旧対照表（案）
資料 4-6 弘前大学研究･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構運営会議要項（案）
資料 4-7 「地域共同研究センター」，「研究高度化支援センター」の廃止，及び「知的財産
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本部」を研究・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構の「知的資産部門」に改組することに伴い改正等を
行う学内規則等一覧
資料 5
平成 28 年度科研費申請の基本方針（案）
資料 6-1 寄附研究部門等の概要
資料 6-2 寄附講座等の概要
資料 7-1 弘前大学医学部規程の一部改正について
資料 7-2 弘前大学医学部規程新旧対照表（案）
資 料 8-1 弘 前 大 学 ２ １ 世 紀 教 育 科 目 に お け る 「 大 学 以 外 の 教 育 施 設 等 に お け る 学 修 」
の単位認定に関する規程の改正の概要
資料 8-2 弘前大学２１世紀教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」
の単位認定に関する規程新旧対照表（案）
資料 9
教員の資格審査（様式１）
資料 10-1 所属学系・所属領域一覧
資料 10-2 教員養成部門（案）
資料 11-1 弘前大学国旗掲揚の取扱いについての改正の概要
資料 11-2 国立大学法人弘前大学国旗掲揚の取扱いについて新旧対照表（案）
資料 11-3 参考資料 下村文部科学大臣挨拶内容 他
資料 12
学位記授与式及び入学式の実施について
資料 13
弘前大学総合文化祭の実施について
資料 14
オープンキャンパス参加者数
資料 15
競争的資金獲得向上対策費の配分基準の制定及び配分額の決定について
資料 16
平成 27 年度弘前大学若手・新任研究者支援事業採択結果一覧
資料 17
平成 27 年度科研費獲得支援事業審査結果一覧
資料 18
弘前大学サイエンスマップ
資料 19
平成 27 年度北東北国立３大学連携推進研究プロジェクト採択課題一覧
資料 20
平成 27 年度「青森ブランド価値創造研究」採択課題一覧
資料 21
平成 27 年度弘前大学科研費説明会実施要項（案）
資料 22-1 「情報教育ワーキンググループ」の設置について
資料 22-2 情報教育ワーキンググループ委員名簿
資料 23
寄附講義計画書
資料 24
弘前大学保健学研究科・被ばく医療総合研究所 総合研究棟等竣工記念式典について
資料 25
附属図書館ラウンジトーク 2015 年第 3 期チラシ
資料 26
男女・シンポジウムチラシ
資料 27
日本学術会議提言（抜粋）
資料 28
２１世紀教育センター運営委員会(第 170 回)議事要録（案）
当日配付資料 1.意向調査書集計表及び学系・領域所属者数内訳（平成27年8月31日現在）
当日配付資料 さんかくつうしん（Vol.13）
【審議事項】
◎佐藤学長から，7 月 14 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 「第３期中期目標・中期計画（素案）の修正について
吉澤理事から，資料 1-1～1-2 に基づき，文部科学省からの指摘事項を踏まえた第
３期中期目標・中期計画（素案）の修正案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。
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。
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審議２ 「教育研究院」設置に伴う諸規則等の改正等について
(2-1) 「教育研究院」設置に伴う諸規程等の一部改正について
(2-2)
国立大学法人弘前大学教育研究院規程の制定について
(2-3)
国立大学法人弘前大学教育研究院学系長の選考及び任期等に関する規程の制定
について
(2-4)
国立大学法人弘前大学全学教員人事委員会要項の制定について
(2-5)
国立大学法人弘前大学教育研究院学系会議規程の制定について
(2-6)
国立大学法人弘前大学教育研究院領域会議規程の制定について
(2-7)
国立大学法人弘前大学教育研究院教員選考規程の制定について
(2-8)
弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程の制定
について
(2-9)
国立大学法人弘前大学教育研究院規程第３条の規定に基づき学長が定める者に
ついての制定について
吉澤理事から，資料 2-1～2-10 に基づき，平成 27 年 10 月 1 日に教育研究院を設置
することに伴い，関連規則等の改廃を行うとともに，必要な規定を新規制定すること
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。
審議３

弘前大学教育推進機構の再編について
伊藤理事から，資料 3-1～3-12 に基づき，教養教育を含む教育改革を全学的に効率
的かつ機動的に企画・推進する体制を整備する観点から教育推進機構を再編するた
め，関連する学内規則等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
案のとおり了承された。

審議４

弘前大学研究･イノベーション推進機構規程の一部改正等について
柏倉理事から，資料 4-1～4-7 に基づき，本学の理念に基づき，研究，イノベーシ
ョン及び産学連携を強力に推進するため，研究･イノベーション推進機構の体制を見
直し機能強化を図ることとし，関連する学内規則等について所要の改正を行う旨の説
明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

審議５

平成２８年度科研費申請の基本方針について
柏倉理事から，資料 5 に基づき，平成 28 度科研費申請の基本方針として，趣旨や
目標設定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。

審議６

寄附研究部門の設置および寄附講座の設置期間延長について
柏倉理事から，資料 6-1～6-2 に基づき，寄附研究部門「海洋エネルギー利活用研
究部門」を平成 28 年 4 月から 3 年間設置すること，及び寄附講座「先進移植再生医
学講座」を平成 27 年 10 月から 5 年間期間延長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。

審議７

弘前大学医学部規程の一部改正について
木田保健学研究科長から，資料 7-1～7-3 に基づき，診療放射線技師学校養成所指
定規則の一部改正等に伴い，カリキュラムの見直し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。
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審議８

弘前大学２１世紀教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の
単位認定に関する規程の一部改正について
木村２１世紀教育センター長から，資料 8-1～8-2 に基づき，大学設置基準第 29 条
に基づき，大学の定めるところにより単位を与えることができる「大学以外の教育施
設等における学修」に係る該当資格試験の資格区分の追加等に伴い規程の所要の改正
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。

【報告事項】
報告１ 教員の採用等について
伊藤理事，中根医学研究科教授，宮永理工学研究科長，佐々木農学生命科学部長，
村岡北日本新エネルギー研究所長から，資料 6 に基づき，下記職員の採用等について
報告があった。
教育推進機構 小暮 克哉 (東京理科大学主事) 助 教採用（27.10. 1付け）
医学研究科
田中 靖章 (済生会熊本病院医長) 助 教採用（27. 9. 1付け）
理工学研究科 竹囲 年延 (成蹊大学助教)
助 教採用（27.10.16付け）
農学生命科学部 鄒
青穎 (京都大学研究員)
助 教採用（27.10. 1付け）
北日本新ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所 伊髙 健治 (北日本新ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所准教授) 教 授昇任（28. 4. 1付け）
報告２

教育研究院設置に伴う教員の配置について
吉澤理事から，資料 10-1～10-2 に基づき，教育研究院設置に伴う教員の配置（所
属学系・所属領域）及び教員養成部門の役割や構成員の範囲等について報告があっ
た。

報告３

国立大学法人弘前大学国旗掲揚の取扱いについて
加藤理事から，資料 11-1～11-3 に基づき，本学が挙行する重要な式典等における
国旗掲揚の取扱いについて定めるため，規程の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。

報告４

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12に基づき，秋季学位授与式及び入学式の実施場所の変更につ
いて報告があった。

報告５

平成２７年度総合文化祭の実施について
伊藤理事から，資料13に基づき，本年度は10月16日～10月18日に開催予定の弘前
大学総合文化祭の日程，事業等について報告があった。

報告６

オープンキャンパスの実施結果について
伊藤理事から，資料14に基づき，8月8日に実施したオープンキャンパスの参加者数
は6,250人(前年度比 -0.7%)であり，滞りなく実施したことの報告及び協力に対する
謝辞があった。

報告７

大学入試センター試験実施に関する協定締結について
伊藤理事から，大学入試センター試験実施について，４大学（弘前大学，東北女
子大学，弘前学院大学，弘前医療福祉大学）間で協定を締結したことの報告があっ
た。
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報告８

競争的資金獲得向上対策費について
柏倉理事から，資料15に基づき，「競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方
針(平成25年7月1日役員会決定)」により，平成27年度に各部局に経費配分する基準を
定めるため，「平成27年度競争的資金獲得向上対策費の配分基準」を制定したことに
ついて報告があった。

報告９

平成２７年度弘前大学若手・新任研究者支援事業の採択結果について
柏倉理事から，資料16に基づき，平成27年度弘前大学若手・新任研究者支援事業の
採択結果(64件)について報告があった。

報告 10

平成２７年度科研費獲得支援事業の決定について
柏倉理事から，資料17に基づき，平成27年度科研費獲得支援事業の審査結果(42件)
について報告があった。

報告 11

サイエンスマップについて
柏倉理事から，資料 18 に基づき，文部科学省科学技術・学術政策研究所が論文デ
ータベース分析により国際的に注目を集めている研究領域を抽出し可視化した「サイ
エンスマップ」を基に，研究推進部が作成した弘前大学のサイエンスマップについて
報告があった。

報告 12

平成２７年度北東北国立３大学連携推進研究プロジェクトの採択結果について
柏倉理事から，資料19に基づき，弘前大学からは研究代表者として，Ａ区分(プレ
リサーチ型)で 2 件採択されたことについて報告があった。

報告 13

平成２７年度「青森ブランド価値創造研究」の審査結果について
柏倉理事から，資料20に基づき，平成27年度「青森ブランド価値創造研究」に4件
が採択されたことについて報告があった。

報告 14

平成２７年度弘前大学科研費説明会の実施について
柏倉理事から，資料21に基づき，9月30日に医学部臨床講義棟1階臨床大講義室に
おいて，平成 27 年度弘前大学科研費説明会を開催することについて報告があった。

報告 15

「情報教育ワーキンググループ」の設置について
大河原理事から，資料 22-1～22-2 に基づき，今後の情報教育に係る事項を検討す
るため，情報教育ワーキンググループを設置したことについて報告があった。

報告 16

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 23 に基づき，人文学部において２件の寄附講義を開設
したことについて報告があった。

報告 17

弘前大学保健学研究科・被ばく医療総合研究所総合研究棟等竣工記念式典について
木田保健学研究科長から，資料24に基づき，9月29日に保健学研究科第33講義室に
おいて，弘前大学保健学研究科・被ばく医療総合研究所総合研究棟等竣工記念式典を
行うことについて報告があった。
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報告 18

附属図書館ラウンジトーク第 3 期について
郡附属図書館長から，資料25に基づき，附属図書館ラウンジトーク第3期を実施す
ることについて報告があった。

報告 19

北東北国立３大学連携推進会議連絡協議会男女共同参画シンポジウムの実施について
日景男女共同参画推進室長から，資料26に基づき，9月14日に弘前大学人文学部
校舎4階多目的ホールにおいて，北東北国立３大学連携推進会議連絡協議会男女共
同参画シンポジウムを開催することについて報告があった。
また，男女共同参画推進室で刊行した「さんかくつうしん(Vol.13)」について，
併せて報告があった。

報告 20

日本学術会議科学者委員会男女共同参画部会提言について
日景男女共同参画推進室長から，資料26に基づき，8月6日に日本学術会議 科学者
委員会 男女共同参画分科会に出された提言の内容について報告があった。

報告 21 委員会等報告
（1）２１世紀教育センター運営委員会報告(7月16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，7月16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 年度前期末試験について
2. 平成 27 年度前期末・後期開始時の日程について
3. 弘前大学 21 世紀教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位
認定に関する規程の一部改正について
4. 特設テーマ科目の新規開講について
5. 平成 27 年度非常勤講師資格審査について
6. 平成 27 年度非常勤講師による授業計画の変更について
7. 平成 27 年度授業計画の変更について

報告 22 その他
（１）次回以降の開催予定日
平成２７年１０月１３日（火）13:30～
平成２７年１１月１０日（火）13:30～
以
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上

