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教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 

 

日     時    平成２９年６月１３日（火） １４：４０～１５：４９ 

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，伊藤，郡，大河原，柏倉，今井，戸塚，

佐々木，若林，木田，加藤，北原，村岡，檜垣，山田，嵯峨，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，村

下副理事 

事務局等陪席者 三浦総務部長，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，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  石川キャリアセンター長 

 

 

【配付資料】 

 参考資料 教育研究評議会名簿 

資料 1-1 平成28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） 

資料 1-2 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案） 

資料 2    平成30年度入学者選抜要項（案）【要回収】 

資料 3    平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について（予告）(案) 

【要回収】 

資料 4-1  教員の資格審査（様式1）医学系（基礎医学領域） 

資料 4-2 教員の資格審査（様式1）医学系（臨床医学領域） 

資料 4-3 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 5-1 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について（概要） 

資料 5-2 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果報告書 

資料 6    特定プロジェクト教育研究センター一覧 

 資料 7-1 国立大学法人弘前大学における新たな教員業績評価(試行)実施要項の一部改正

及び制定について 

資料 7-2 国立大学法人弘前大学における新たな教員業績評価(試行)実施要項新旧対照表 

資料 7-3 国立大学法人弘前大学における新たな教員業績評価(試行)実施要項（平成29年

度業績） 

 資料 8    新たな教員業績評価（試行）の検討状況について 

 資料 9  平成28年度情報セキュリティ監査報告書 

 資料10  学位記授与式及び入学式の実施について 

 資料11  平成30年度（2018年度）授業日程 

 資料12  弘前大学入学式及び学位記授与式の日程に関する申合せ新旧対照表 

 資料13-1 平成29年度弘前大学機関研究公募要項 

資料13-2 学内研究助成事業一覧 

 資料14  平成29年度研究サポートスタッフ派遣制度決定者一覧 

 資料15-1 研究倫理教育の実施体制 

資料15-2 平成29年度研究倫理教育の実施概要 

資料15-3 平成29年度研究倫理教育年間スケジュール 
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資料16-1 研究機関等における遺伝資源の取扱いについて（通知） 

資料16-2 「ABS学術対策チーム」チラシ 

資料17  国立大学法人弘前大学と板柳町との連携・協定に関する協定書 

 資料18  弘前大学とコンケン大学との教育・研究に関する交流協定の更新について 

 資料19  一般社団法人GAP普及推進機構と国立大学法人弘前大学人文社会科学部との連

携に関する協定書 

 資料20  青森県社会保険労務士会と国立大学法人弘前大学人文社会科学部との連携に関

する協定書 

 資料21-1 平成28年度卒業・修了者の進路状況（概要） 

資料21-2 進路状況調査表 

資料21-3 業種別就職先一覧 

資料21-4 業種別・都道府県別就職先一覧 

資料22  「手製本の楽しみ 関 典子製本作品展」ポスター 

 資料23  教育委員会（第61回）議事要録（案） 

 資料24  入学試験委員会議事要旨（案） 

 資料25  入学者選抜改革検討委員会議事要旨（案） 

 

◎佐藤学長から，新評議員について説明があり，「教育研究評議会が定める者」として6月1
日付けで了承された。 

 

【審議事項】 

◎佐藤学長から，5月9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 平成２８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，平成28事業年度に係る業務の実績に

関する報告書（案）の概要について説明があり，審議の結果，原案どおり承認

された。 

       なお，文部科学省への提出までに字句等の修正が生じた場合は，学長に一任

することとされた。 

 

  審議２ 平成３０年度入学者選抜要項について 

       伊藤理事から，資料2に基づき，平成30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，原案どおり承認

された。 

 

  審議３ 平成３１年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について 

       伊藤理事から，資料3に基づき，平成31年度入学者選抜方法及び実施教科・

科目等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 防衛省予算における研究助成費等への対応について 

       学長から，防衛省予算における研究助成費等については，既に郡理事か

ら今年度は暫定的に応募しないことを提案いただき，全学的に了解いただ

いているが，現学長の任期中は当該関連研究予算には申請しないことを本

学の基本姿勢として決定したい旨の発言があった。 

 

 



 

- 3 -

  報告２ 教員の採用等について 

       若林医学系長，加藤自然科学系長から，資料4-1～4-3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】 
医学系(基礎医学領域) 
医学系(臨床医学領域) 
自然科学系(農学・生命科学領域) 

〃 

【氏名】 
高橋 一人
二神 真行
曽我部 篤
佐藤 之紀

【現職】 
(市 立 函 館 病 院 中 央 検 査 部 主 任)
(医 学 系 講 師)
(弘 前 大 学 助 教)
(北 見 工 業 大 学 教 授)

【職名】 
助 教採用 
准教授昇任 
准教授昇任 
教 授採用 

【就任予定年月日】

(29. 9. 1付け)
(29. 6. 1付け)
(29. 6. 1付け)
(29. 6. 1以降)

 

  報告３ 第２期中期目標期間に係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5-1～5-2に基づき，第２期中期目標期間に係る業務の実

績に関する評価結果について報告があった。 

 

  報告４ 特定プロジェクト教育研究センターの設置状況について 

       吉澤理事から，資料6に基づき，特定プロジェクト教育研究センターの設置

状況について報告があった。 

 

  報告５ 国立大学法人弘前大学における新たな教員業績評価（試行）実施要項の一部改

正及び制定について 

       吉澤理事から，資料7-1～7-3に基づき，国立大学法人弘前大学における新た

な教員業績評価（試行）実施要項の一部改正及び制定について報告があった。 

 

  報告６ 新たな教員業績評価（試行）の実施について 

       吉澤理事から，資料8に基づき，新たな教員業績評価（試行）の実施につい

て報告があった。 

 

  報告７ 平成２８年度情報セキュリティ監査報告書について 

       吉澤理事から，資料9に基づき，平成29年3月15日から3月29日までに行われ

た，平成28年度情報セキュリティ監査（内部・外部）の結果について報告があ

った。 

 

  報告８ 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10に基づき，平成29年度秋季学位記授与式及び入学式

の日程並びに今後の学位記授与式及び入学式の日程等について報告があっ

た。 

 

  報告９ 平成３０年度（２０１８年度）授業日程について 

       伊藤理事から，資料11に基づき，平成30年度（2018年度）の授業日程につい

て報告があった。 

 

  報告10 「弘前大学入学式及び学位記授与式の日程に関する申合せ」の一部改正につい

て 

       伊藤理事から，資料12に基づき，「弘前大学入学式及び学位記授与式の日程

に関する申合せ」の一部改正について報告があった。 

 

  報告11 平成２９年度弘前大学機関研究（新規分）の公募について 

       郡理事から，資料13-1～13-2に基づき，機関研究，若手機関研究及び次世代

機関研究の募集期間及び募集資格等について報告があった。 
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  報告12 平成２９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 

郡理事から，資料14に基づき，研究サポートスタッフの今年度の派遣教員

（6名）が決定したことについて報告があった。 

 

  報告13 平成２９年度研究倫理教育の実施について 

       郡理事から，資料15-1～15-3に基づき，研究倫理教育の実施体制，実施概要

及び年間スケジュールについて報告があった。 

 

  報告14 研究機関等における遺伝資源の取扱いについて 

       郡理事から，資料16-1～16-2に基づき，平成29年5月18日付けで文部科学省

から通知のあった，研究機関等における遺伝資源の取扱いについて報告があっ

た。 

 

  報告15 弘前大学と板柳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17に基づき，平成29年5月15日付けで板柳町と連携に

関する協定を締結したことについて報告があった。 

 

  報告16 弘前大学とコンケン大学との教育・研究に関する交流協定の更新について 

       杉原国際連携本部長から，資料18に基づき，コンケン大学との教育・研究に

関する交流協定を更新することについて報告があった。 

 

  報告17 一般社団法人ＧＡＰ普及推進機構と国立大学法人弘前大学人文社会科学部との

連携に関する協定書の締結について 

       今井人文社会科学部長から，資料19に基づき，平成29年5月22日付けで一般

社団法人GAP普及推進機構との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18 青森県社会保険労務士会と国立大学法人弘前大学人文社会科学部との連携に関

する協定書の締結について 

       今井人文社会科学部長から，資料20に基づき，平成29年5月30日付けで青森

県社会保険労務士会との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19 平成２８年度卒業・修了者の進路状況について 

       石川キャリアセンター長から，資料21-1～21-4に基づき，平成28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20 弘前大学資料館第１５回企画展について 

       郡附属図書館長から，平成29年6月15日から8月26日まで資料館において，第

15回企画展「手製本の楽しみ 関典子製本作品展」を開催することについて報

告があった。 
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  報告21 委員会等報告 

        (1) 教育委員会報告（５月２４日開催分） 

                 伊藤理事から，資料23に基づき，5月24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. 入学式及び学位記授与式の日程に関する申合せの一部改正について 

         2.  平成30年度授業日程について 

         3. 研究倫理教材 e-learning 移行に係る学生の取扱いについて 

         4. 平成29年度前期「学生による授業評価に関するアンケート」調査の

実施について 

         5. ボランティア活動団体助成の選考について 

 

        (2) 入学試験委員会報告（５月２３日開催分） 

                 伊藤理事から，資料24に基づき，5月23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30年度入学者選抜要項について 

         2.  平成30年度学生募集要項（AO入試）について 

         3. 平成30年度学生募集要項（社会人入試）について 

         4. 平成30年度学生募集要項（私費外国人留学生試）について 

         5. 平成31年度入学者選抜方法及び実施教科科目等について 

         6. 一般入試時間割の変更について 

         7. 理科の科目間得点調整の方法について 

 

        (3) 入学者選抜改革検討委員会報告（５月２３日開催分） 

                 伊藤理事から，資料25に基づき，5月23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. 本学における入学者選抜改革の検討について 

 

 

  報告22 その他 

  （１）次回以降の開催予定日 

      平成２９年 ７月１１日（火） 企画戦略会議終了から１０分後 

 

 

 

以    上 


