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教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 

 

日     時    平成３０年１２月１１日（火） １３：５５～１４：５３ 

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，渡邊，伊藤，郡，石川，柏倉，今井，戸塚，

若林，齋藤，佐藤(裕)，佐々木(長)，北原，福田，本田，杉原の各評議員 

役員等陪席者    山内監事，小山副理事 

事務局等陪席者 三浦総務部長，木村財務部長，金澤学務部長，沼本施設環境部長，齊藤研

究推進部長(兼)社会連携部長，川村病院事務部長，浅利学長戦略室企画調

整役兼企画課長，小田桐国際連携本部調整役，佐藤総務広報課長，庄司人

事課長，山口教務課長，佐々木入試課長，三上研究推進課長，山形総務広

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  略歴書【要回収】 

資料 2-1 弘前大学学則等の一部改正について 

資料 2-2 弘前大学学則新旧対照表（案） 

資料 2-3 弘前大学大学院学則新旧対照表（案） 

資料 2-4 弘前大学高大連携公開講座規程新旧対照表（案） 

資料 3  寄附講座等の概要 

資料 4  中国文化大学との大学間交流協定の締結について 

資料 5  大連理工大学との大学間交流協定の更新及び覚書の変更について 

資料 6-1 教員の資格審査(様式1) 人文社会・教育学系(教育・芸術領域) 

資料 6-2 教員の資格審査(様式1) 医学系(臨床医学領域) 

資料 6-3 教員の資格審査(様式1) 自然科学系(農学・生命科学領域) 

資料 7-1 国立大学法人弘前大学の平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果(概要) 

資料 7-2 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果 国立大学法人弘前大学 

資料 7-3 国立大学法人等の平成29年度評価結果について 

資料 7-4 平成29年度評価において課題があると指摘された事項等について(概要) 

【要回収】 

資料 7-5 平成29年度評価において課題があると指摘された事項等【要回収】 

資料 8  平成31年度（2019年度）授業日程（案） 

資料 9  平成31年度弘前大学入学者選抜試験 AO入試Ⅰ・Ⅱ，社会人入試実施状況一覧 

資料10  平成31年度大学入試センター試験 弘前大学担当試験場志願者割当数 

資料11-1  競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針について（概要） 

資料11-2 競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針（新）   

資料11-3 競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針（旧） 

資料12-1 科研費（補助金分・基金分）配分状況一覧（平成30年度新規採択分 

     ＿主な研究種目） 

資料12-2 科研費（補助金分・基金分）配分状況一覧（平成30年度新規採択＋継続分 

     ＿主な研究種目） 

資料12-3 研究者が所属する研究機関別 採択件数・配分一覧（平成30年度） 

資料12-4 弘前大学における科研費の採択実績について 
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資料12-5 平成30年度 科研費 国立大学別採択件数・配分額一覧【採択件数ランキング】 

資料12-6 平成30年度 科研費 国立大学別採択件数・配分額一覧【配分額ランキング】 

資料12-7 平成30年度 科研費 国立大学別採択件数・配分額一覧 

【１件当たり配分額ランキング】 

資料12-8 平成30年度 科研費 国立大学別採択件数・配分額一覧 

     【採択件数・配分額の対前年度増減率ランキング】 

資料12-9 平成30年度 科研費 国立大学別採択件数・配分額一覧 

【女性比率ランキング】 

資料12-10 平成30年度 科研費 国立大学別採択件数・配分額一覧 

     【若手比率ランキング】 

資料13  科学研究費助成事業（科研費）申請状況 

資料14  平成３０年度研究倫理教育e-learning受講状況・修了状況まとめ 

資料15  地域創生本部設置記念講演会チラシ 

資料16  教育推進機構会議（第33回）議事要旨（案） 

資料17  教育委員会（第76回）議事要録（案） 

資料18  入学者選抜改革検討委員会議事要旨（案） 

資料19  研究委員会議事要旨（平成30年11月7日） 

 

【審議事項】 

◎佐藤学長から，11月13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 経営協議会の学外委員について 

       学長から，経営協議会の学外委員について，管理運営規則第45条第1項第3号

の規定に基づき，資料1に記載の者を経営協議会学外委員とすることについて

意見を聴取したところ，特に意見が無く，原案どおり承認された。 

        

  審議２ 弘前大学学則等の一部改正について 

       伊藤理事から，資料2-1～2-4に基づき，学生に対する大学院科目の先行履修，

大学院学生に対する学部授業科目の履修及び高大連携公開講座に係る単位認定

の明確化等に伴う所要の改正を行うこととする学則等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３ 寄附講座の設置期間延長について 

       若林医学研究科長から，資料3に基づき，医学研究科の寄附講座「不整脈先

進治療学講座」を平成31年1月1日から2年間設置期間を延長することについて

説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議４ 中国文化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4に基づき，中国文化大学との大学間交流協

定の締結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 大連理工大学との大学間交流協定の更新及び覚書の変更について 

       杉原国際連携本部長から，資料5に基づき，大連理工大学との大学間交流協

定の更新及び覚書の変更について説明があり，審議の結果，原案どおり承認さ

れた。 
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【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，佐々木自然科学系長から，資料

6-1～6-3に基づき，下記職員の採用等について報告があった。 

 

【採用部局等】 
人文社会・教育学系(教育・芸術領域)
医学系(臨床医学領域) 
医学系(臨床医学領域) 
自然科学系(農学・生命科学領域) 
自然科学系(農学・生命科学領域) 

【氏名】 
加賀 恵子
花田 裕之
野口  智子
伊藤 大雄
栗田 大輔

【現職】 
(大阪教育大学特任准教授)
(青 森 県 立 中 央 病 院 救 命 救 急 セ ン タ ー 長 )
(八戸市立市民病院医師)
(自然科学系准教授)
(自然科学系助教)

【職名】 
准教授採用 
教 授採用 
助 教採用 
教 授昇任 
准教授昇任 

【就任予定年月日】

(31. 4. 1付け) 
(31. 1. 1付け) 
(30.12. 1付け) 
(30.12. 1付け) 
(30.12. 1付け) 

 

  報告２ 平成29事業年度にかかる業務の実績に関する評価結果について 

       吉澤理事から，資料7-1～7-5に基づき，国立大学法人評価委員会による，本

学の平成29事業年度に係る業務の実績に関する評価結果，及び国立大学法人等

全体の評価結果の概要等について報告があった。 

 

  報告３ 平成３１年度（２０１９年度）授業日程（案）について 

       伊藤理事から，資料8に基づき，平成31年度（2019年度）授業日程について

報告があった。 

 

  報告４ 平成３１年度ＡＯ入試，社会人入試の実施状況について 

       伊藤理事から，資料9に基づき，平成31年度弘前大学入学者選抜試験 AO入

試Ⅰ・Ⅱ，社会人入試実施状況等について報告があった。 

 

  報告５ 平成３１年度大学入試センター試験における本学の志願者割当数について 

       伊藤理事から，資料10に基づき，平成31年度大学入試センター試験における

本学の志願者割当数について報告があった。 

 

  報告６ 競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針について 

       郡理事から，資料11-1～11-3に基づき，競争的資金獲得向上に向けた間接経

費の運用方針の見直し及び変更理由等について報告があった。 

 

  報告７ 平成３０年度 科学研究費助成事業（補助金分・基金分）配分状況等について 

       郡理事から，資料12-1～12-10に基づき，科学研究費助成事業（補助金分・

基金分）配分状況等について報告があった。 

 

  報告８ 平成３１年度科学研究費助成事業の申請状況について 

       郡理事から，資料13に基づき，平成31年度科学研究費助成事業の申請状況に

ついて報告があった。 

 

  報告９ 平成３０年度研究倫理教育の受講について 

       郡理事から，資料14に基づき，平成30年度研究倫理教育e-learning受講状況

について報告があった。 
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  報告10 地域創生本部設置記念講演会 

       石川理事から，資料15に基づき，地域創生本部設置記念として，平成31年1

月15日に創立50周年記念会館みちのくホールにおいて，青森県知事 三村申吾

氏による講演会を開催することについて報告があった。 

 

  報告11 委員会等報告 

        (1) 教育推進機構会議報告（１１月１４日開催分） 

                 伊藤理事から，資料16に基づき，11月14日に開催された同委員会のカリ

キュラムチェックの実施について報告があった。 

 

       (2) 教育委員会報告（１１月２８日開催分） 

                 伊藤理事から，資料17に基づき，11月28日に開催された同委員会の安否

確認手順の見直し，学生によるSNSへの投稿についての指導状況等について

報告があった。 

 

       (3) 入学者選抜改革検討委員会報告（１１月２８日開催分） 

                 伊藤理事から，資料18に基づき，11月28日に開催された同委員会のアド

ミッション・ポリシーの見直し状況等について報告があった。 

 

       (4) 研究委員会報告（１１月７日開催分） 

                 郡理事から，資料19に基づき，11月7日に開催された同委員会の遺伝資源

取得体制構築ワーキンググループにおける検討状況，知的財産教育研究共

同利用拠点について報告があった。 

 

  報告12 その他 

  （１）次回以降の開催予定日 

      平成３１年 １月１５日（火） 企画戦略会議終了から１０分後 

      平成３１年 ２月１２日（火） 企画戦略会議終了から１０分後 

 

 

以    上 


