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平成２８年７月１２日（火） １４：３７～１５：３２
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，郡，大河原，柏倉，作花，今井，戸塚，
橋本，若林，木田，加藤，福田，北原，村岡，檜垣，山田，嵯峨，中根の各評議
員
神本学長特別補佐，堀内学長特別補佐，日景学長特別補佐，藤岡学長特別補佐，
山内監事，村下副理事
石山総務部長，久保田財務部長，金澤学務部長，高橋施設環境部長，小山社会連
携部長，川村附属病院事務部長，齊藤学長戦略室企画調整役，堀内総務課長，浅
利企画課長，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，
長谷川総務課課長補佐，今総務課総務・秘書Ｇ係長，遠藤総務課総務・秘書Ｇ係
長
杉原教員免許状更新講習支援室長

弘前大学における履修証明プログラムに関する規程の制定等について
弘前大学における履修証明プログラムに関する規程（案）
弘前大学学則及び大学院学則新旧対照表（案）
教員免許状更新講習支援室再編等に伴う学内規則等整備について
教員免許状更新講習支援室の教育学部移管に伴う学内規則等新旧対照表（案）
教員免許状更新講習支援室再編図（案）
弘前大学組換えDNA実験安全管理規程の一部改正について（案）
弘前大学組換えDNA実験に関する規程新旧対照表（案）
教員の資格審査（様式1）医学系（臨床医学領域）
教員の資格審査（様式1）医学系（保健科学領域）
教員の資格審査（様式1）自然科学系（安全システム工学領域）
教育研究院の英語表記について（確定）
オープンキャンパスリーフレット
平成28年度科研費獲得支援事業審査結果一覧（部局別）
平成28年度弘前大学国内研究員派遣候補者一覧
平成 28 年度弘前大学「科学者発見プロジェクト」テーマ賞
平成 28 年度弘前大学「科学者発見プロジェクト」テーマ賞表彰式及び第８回共同
研究体験発表会実施要項（案）
平川市と国立大学法人弘前大学との連携・協力に関する協定書
四川大学化学工学院との連携協定書
北日本新エネルギー研究所部局間協定一覧
A Memorandum of Cooperation between Japan Hirosaki University and National
Institute for Radiological Protection, China CDC
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INSTITUTE OF RADIATION EMERGENCY
MEDICINE,HIROSAKI UNIVERSITY, JAPAN AND FACULTY OF ASSOCIATED MEDICAL
SCIENCES, CHIANG MAI UNIVERSITY, THAILAND
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN DONGNAM INSTITUTE OF RADIOLOGICAL &
MEDICAL SCIENCES(DIRAMS), REPUBLIC OF KOREA AND INSTITUTE OF RADIATION
EMERGENCY MEDICINE, HIROSAKI UNIVERSITY, JAPAN
第７回弘前大学出版会賞
教育委員会（第52回）議事要録（案）
合同会議［教育推進機構会議(第29回)＆教育戦略室会議(第1回)］議事要録（案）
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資料 18

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 42 回）議事要録（案）

【審議事項】
◎佐藤学長から，6 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

履修証明制度について
伊藤理事から，資料1-1～1-3に基づき，学校教育法第105条に規定する特別の課程
として本学の学生以外の者を対象とした「履修証明プログラム」を編成し，これを
修了した者に対し証明書を交付するため，新たな規程の制定及び関連規則等の一部
改正を行うことについて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議２

教員免許状更新講習支援室の再編について
伊藤理事から，資料2-1～2-3に基づき，教員免許状取得から教員免許状更新までの
一元的な教員養成体制を構築し，教員養成に係る一層の機能強化を図るため，教育
学部に教員免許状更新講習支援室を新設することについて説明があり，審議の結果，
原案どおり承認された。

審議３

弘前大学組換えＤＮＡ実験安全管理規程の一部改正等について
郡理事から，資料3-1～3-2に基づき，組換えＤＮＡ実験の実施に当たり，部局の長
が講ずる健康管理に係る事項について明確化し，実験従事者の健康管理の徹底を図
るため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
若林医学系長及び加藤理工学研究科長から，資料4-1～4-3に基づき，下記職員の採
用について報告があった。
医学系(臨床医学領域) 境
雄大 (つがる総合病院第５科長) 助 教採用 (28. 7. 1付け)
医学系(保健科学領域) 細川 翔太 (国立がん研究センター診療放射線技師) 助 教採用 (28. 7. 1付け)
自然科学系(安全システム工学領域) 吉成
哲 (北海道立総合研究機構研究主幹) 教 授採用 (28. 8. 1付け)
報告２

教育研究院の英語表記について（確定）
吉澤理事から，資料5に基づき，教育研究院の英語表記の確定版について報告があ
った。

報告３

オープンキャンパスの実施協力について
伊藤理事から，資料6に基づき，8月8日（月）にオープンキャンパスを実施するこ
とについて報告があった。また，関係各所に対して協力を依頼する旨の発言があっ
た。

報告４

平成２８年度弘前大学科研費獲得支援事業の決定について
郡理事から，資料7に基づき，平成28年度科研費獲得支援事業の審査結果について
報告があった。
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報告５

平成２８年度弘前大学国内研究員派遣候補者について
郡理事から，資料8に基づき，平成28年度弘前大学国内研究員の派遣候補者につい
て報告があった。

報告６

平成２８年度弘前大学「科学者発見プロジェクト」テーマ賞について
郡理事から，資料9-1～9-2に基づき，各テーマ賞（小学校2件，中学校5件，高等学
校2件）が決定したことについて報告があった。
また，7月29日（金）に弘前駅前公共施設「ヒロロスクエア」にて，平成 28年
度「科学者発見プロジェクト」テーマ賞表彰式及び第8回共同研究体験発表会を
開催することについて報告があった。

報告７

平成２８年度科研費不採択結果の情報提供の依頼について
郡理事から，より効果的な科研費の獲得支援を行うため，平成28年度科研費不採択
結果の情報提供を依頼することについて報告があった。なお，意見交換の後，具
体的な支援策を提示した上で依頼を行うよう検討する旨の発言があった。

報告８

弘前大学と平川市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 10 に基づき，弘前大学及び平川市の相互の発展に資するた
め，6 月 17 日に連携・協力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９

四川大学化学工学院との連携協定の締結及び連携協定の更新について
村岡北日本新エネルギー研究所長から，資料11-1～11-2に基づき，北日本新エネル
ギー研究所と四川大学化学工学院が相互の学術交流の発展に資するため，6月8日に
連携協定を締結したことについて報告があった。

報告10

輻射防護研究所（中華人民共和国）との協定締結について（2016年5月2日）
山田被ばく医療総合研究所長から，資料12に基づき，被ばく医療総合研究所と輻射
防護研究所が相互の学術交流・共同研究の発展に資するため，5月2日に協定を締結
したことについて報告があった。
なお，協定名の表記が正確でなかったため，修正する旨の発言があった。

報告11

チェンマイ大学保健医療学部（タイ王国）との協定締結について（2016年5月24日）
山田被ばく医療総合研究所長から，資料13に基づき，被ばく医療総合研究所とチェ
ンマイ大学保健医療学部が相互の学術交流・共同研究の発展に資するため，5月24日
に協定を締結したことについて報告があった。

報告12

東南圏原子力医学院（大韓民国）との協定締結について（2016年6月14日）
山田被ばく医療総合研究所長から，資料14に基づき，被ばく医療総合研究所と東南
圏原子力医学院が相互の緊急被ばく医療分野における体制整備への支援，被ばく医
療並びに低線量放射線影響研究に関する情報交換及び人事交流を推進するために6月
14日に協定を締結したことについて報告があった。

報告13

第７回弘前大学出版会賞について
中根附属図書館長から，資料15に基づき，第7回弘前大学出版会賞の受賞作品につ
いて報告があった。
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報告14

委員会等報告
(1) 教育委員会報告（６月２９日開催分）
伊藤理事から，資料16に基づき，6月29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. 弘前大学における履修証明プログラムについて
2. 学生の協力による学修相談・支援サービスについて
3. 弘前大学におけるGPAの現状について
4. 弘前大学における再入学について
5. 教育推進機構の再編に伴い関連するガイドラインの改正について
6. 平成２８年度前期授業料免除について
(2) 教育推進機構会議報告（６月１０日開催分）
伊藤理事から，資料17に基づき，6月10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. 「入学者受入方針(AP)」，「教育課程編成・実施の方針(CO)」及び「学位授与
方針(DP)」の策定について
2. 教育推進機構アドミッションセンター内規の改正について
(3) 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（６月１日開催分）
杉原教員免許状更新講習支援室長から，資料18に基づき，6月1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年度教員免許状更新講習受講者（夏季講習）について
2. 平成28年度教員免許状更新講習経費要求について
3. 平成28年度教員免許状更新講習補助者・ゲストスピーカー配置計画について
4. 平成28年度教員免許状更新講習外部講師採用計画の変更について
5. 平成27年度収支内訳について

報告15 その他
（１）研究活動の推進に関する特別講演会について
郡理事から，本日16時30分からコラボ弘大８階八甲田ホールＣにおいて，文部科学省
研究振興局学術研究助成課長 鈴木敏之氏による特別講演会を開催することについて
報告があった。
（２）次回以降の開催予定日
平成２８年 ９月１３日（火） 企画戦略会議終了から１０分後

以
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上

