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教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 

 

日     時    平成３０年２月１３日（火） １４：００～１５：４７ 

場     所    創立５０周年記念会館２階 岩木ホール 

出 席 評 議 員         佐藤(学長・議長)，吉澤，加藤(健)，伊藤，郡，柏倉，今井，戸塚，若林，

木田，加藤(博)，佐々木，北原，村岡，檜垣，中井，福田，杉原の各評議

員 

役員等陪席者    山内監事，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 

事務局等陪席者 久保田財務部長，金澤学務部長，沼本施設環境部長，亀谷研究推進部長，

小山社会連携部長，川村病院事務部長，石戸谷学長戦略室企画調整役，

齊藤国際連携本部調整役，佐藤総務広報課長，浅利企画課長，庄司人事課

長，石川教務課長，土門入試課長，三上研究推進課長，長谷川総務広報課

課長補佐，今総務広報課総務･秘書グループ係長，齋藤総務広報課総務･秘

書グループ主任 

その他陪席者  なし 

 

【配付資料】 

資料 1-1  弘前大学学則の一部改正について 

資料 1-2  弘前大学学則新旧対照表（案） 

資料 2    弘前大学とオラン科学技術大学との大学間交流協定の締結について 
  資料 3    弘前大学とタマサート大学との学生交流に関する覚書の締結について 
  資料 4    共同研究講座等の概要 
  資料 5-1  弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について 

資料 5-2  弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表（案） 
  資料 6-1  弘前大学大学院保健学研究科規程の一部改正について 

資料 6-2  弘前大学大学院保健学研究科規程新旧対照表（案） 

資料 7-1  弘前大学大学院理工学研究科規程の一部改正について 

資料 7-2  弘前大学大学院理工学研究科規程新旧対照表（案） 

資料 8-1  弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について 

資料 8-2  弘前大学大学院農学生命科学研究科規程新旧対照表（案） 

資料 9-1  教員の資格審査（様式1）人文社会・教育学系（人文科学領域） 

資料 9-2  教員の資格審査（様式1）医学系（臨床医学領域） 

資料 9-3  教員の資格審査（様式1）医学系（保健科学領域） 

資料 9-4  教員の資格審査（様式1）自然科学系（機能創成科学領域） 

資料 9-5  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） 

資料10-1  国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の一部改正の概要について 

資料10-2  国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の新旧対照表について 

資料11-1  卒業生等に係る各種証明書の有料化について（案） 

資料11-2  国立大学法人弘前大学の卒業生等に係る証明書発行に関する規程の制定等につ

いて 

資料11-3  国立大学法人弘前大学の卒業生等に係る証明書発行に関する規程（案） 

資料12-1  弘前大学における障害学生支援に関する基本方針の策定について 

資料12-2  弘前大学における障害学生支援に関する基本方針 

資料13-1  平成30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13-2  平成30年度弘前大学私費外国人留学生入試志願者数一覧 

資料14    平成29年度アドミッションセンター入試広報活動実績報告【要回収】 
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資料15  「平成29年度若手・新任研究者支援事業採択者並びに青森ブランド価値創造研究

採択者による研究成果発表会」ポスター 

資料16   「適正な画像処理方法」～雑誌の投稿規定の解説～ 

資料17    寄附講義計画書 

資料18    平成29年度第2回新エネルギーフォーラム開催要項（案） 

資料19    チュラーロンコーン大学科学院との連携協定書 

資料20    教育委員会（第67回）議事要録（案） 

 

 

◎佐藤学長から，1月16日及び2月１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。 

 

【審議事項】 

  審議１ 弘前大学学則の一部改正について 

       吉澤理事から，資料1-1～1-2に基づき，平成29年度で終了する医学部医学科

入学定員の暫定措置を継続し，平成31年度まで15名増員することに伴い，入学

定員及び収容定員の改正等を行うこととする学則の一部改正について説明があ

り，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議２ 弘前大学とオラン科学技術大学との大学間交流協定の締結について 

       杉原国際連携本部長から，資料2に基づき，オラン科学技術大学（アルジェ

リア民主人民共和国）の概要及び教育･研究活動に関する大学間交流協定（案）

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 弘前大学とタマサート大学との学生交流に関する覚書の締結について 

       杉原国際連携本部長から，資料3に基づき，タマサート大学（タイ王国）の

概要及び学生交流に関する覚書（案）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４ 共同研究講座の設置について 

       若林医学研究科長から，資料4に基づき，医学研究科に共同研究講座「フロ

ーラ健康科学講座」を平成30年4月1日から2年間設置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５ 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について 

       若林医学研究科長から，資料5-1～5-2に基づき，専任担当教員以外の担当教

員の要件を緩和し特任教員等その他の者についても担当可能とすること，教育

効果の向上とカリキュラムの充実並びに新たな講座の設置及び未来がん医療プ

ロフェッショナル養成プランの開始のため，授業科目を見直しすることに伴う，

関連規程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６ 弘前大学大学院保健学研究科規程の一部改正について 

       木田保健学研究科長から，資料6-1～6-2に基づき，教育内容の充実及び教育

効果の向上を図るため，授業科目を新設することに伴う，関連規程の一部改正

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。 



 

- 3 -

 

  審議７ 弘前大学大学院理工学研究科規程の一部改正について 

       加藤理工学研究科長から，資料7-1～7-2に基づき，教育効果の向上とカリキ

ュラム充実等のため，授業科目の見直しを図ることに伴う，関連規程の一部改

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８ 弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について 

       佐々木農学生命科学部長から，資料8-1～8-2に基づき，教育効果の向上とカ

リキュラム充実等のため，授業科目の新設，廃止，細分化を行うことに伴う，

関連規程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。 

 

 

【報告事項】 

  報告１ 教員の採用等について 

       今井人文社会・教育学系長，若林医学系長，加藤自然科学系長から，資料9-

1～9-5に基づき，下記職員の昇任について報告があった。 

【採用部局等】 
人文社会・教育学系(人文科学領域) 
医学系(臨床医学領域) 

〃 
医学系(保健科学領域) 
自然科学系(機能創成科学領域) 
自然科学系(安全システム工学領域) 

【氏名】 
Alastair Butler
藤田  雄
熊谷玄太郎
小倉能理子
御領  潤
前田 拓人

【現職】 
(国立国語研究所研究員)
(医 学 系 助 教)
(医 学 系 助 教)
(医 学 系 准 教 授)
(自 然 科 学 系 准 教 授)
(東京大学地震研究所助教)

【職名】 
准教授採用 
講 師昇任 
講 師昇任 
教 授昇任 
教 授昇任 
准教授採用 

【就任予定年月日】

(30. 4. 1付け) 
(30. 2. 1付け) 
(30. 2. 1付け) 
(31. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 

 

  報告２ 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の一部改正について 

       吉澤理事から，資料10-1～10-2に基づき，国立大学法人弘前大学教員業績評

価に関する規程等の一部改正を行うことについて報告があった。 

 

  報告３ 国立大学法人弘前大学の卒業生等に係る証明書発行に関する規程の制定等につ

いて 

       伊藤理事から，資料11-1～11-3に基づき，業務コストと受益者負担の観点

から卒業生等に発行する各種証明書について発行手数料を徴収することに伴い，

関連規程を制定することについて報告があった。 

 

  報告４ 弘前大学における障害学生支援に関する基本方針の策定について 

       伊藤理事から，資料12-1～12-2に基づき，障害のある入学希望者や学内の障

害のある学生等に対し，全学的な受入体制や支援方針を明確に示すため，基本

方針を策定することについて報告があった。 

 

  報告５ 平成３０年度弘前大学一般入試志願者数等について 

       伊藤理事から，資料13-1～13-2に基づき，平成30年度弘前大学一般入試

及び私費外国人留学生入試に係る志願者数等について報告があった。 

 

  報告６ 平成２９年度アドミッションセンター入試広報活動実績報告について 

       伊藤理事から，資料14に基づき，平成29年度アドミッションセンター入

試広報活動における，進学相談会・学校説明会等の活動実績について報告

があった。併せて，派遣・対応教職員に対して謝辞があった。 
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  報告７ 平成２９年度若手・新任研究者支援事業採択者並びに青森ブランド価値創造研
究採択者による研究成果発表会について 

       郡理事から，資料15に基づき，平成30年3月1日に大学会館において，平

成29年度弘前大学若手・新任研究者支援事業採択者並びに青森ブランド価値創

造研究採択者による研究成果発表会を開催することについて報告があった。 

 

  報告８ 「適正な画像処理方法」～雑誌の投稿規定の解説～について 

       郡理事から，資料16に基づき，国立研究開発法人日本医療研究開発機構

が発行した「適正な画像処理方法」について報告があった。 

 

  報告９ 寄附講義の開設について 

       今井人文社会科学部長から，資料17に基づき，人文社会科学部において1

件の寄附講義を開設することについて報告があった。 

 

  報告10 平成２９年度第２回新エネルギーフォーラムの開催について 

       村岡北日本新エネルギー研究所長から，平成30年3月6日に創立50周年記念

会館岩木ホールにおいて，平成29年度第2回新エネルギーフォーラムを開催す

ることについて報告があった。 

 

  報告11 チュラーロンコーン大学科学院との連携協定の締結について 

       村岡北日本新エネルギー研究所長から，資料19に基づき，平成30年1月30

日にチュラーロンコーン大学科学院（タイ王国）との間において部局間交

流協定を締結したことについて報告があった。 

 

  報告12 委員会等報告 

        (1) 入学試験委員会報告（１月３１日開催分） 

                 伊藤理事から，資料20に基づき，1月31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. 除籍に係る授業料納付時期の見直し等について 

         2.  弘前大学における障害者支援に関する基本方針について 

         3. 入学時に提出する誓約書及び保証書の様式について 

         4. 学生表彰について 

         5. 寄宿料免除の選考について 

 

  報告13 その他 

  （１）次回以降の開催予定日 

      平成３０年 ３月１３日（火） 企画戦略会議終了から１０分後 

      平成３０年 ３月２０日（火） 15:30～ 経営協議会・教育研究評議会合同会議 

      平成３０年 ４月１０日（火） 企画戦略会議終了から１０分後 

 

 

 

以    上 


