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教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 

 

日     時    平成３１年２月１２日（火） １４：２０～１５：１５ 

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)，福田，床次，本田，杉原の各評議員 

役員等陪席者    山内監事，井口学長特別補佐，神本学長特別補佐 

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 

 

【配付資料】 

資料 1  研究活動の不正行為に関する調査結果報告書【要回収】 

資料 2-1  弘前大学人文社会科学部規程の一部改正について 

資料 2-2  弘前大学人文社会科学部規程新旧対照表（案） 

資料 2-3  弘前大学教育学部規程の一部改正について 

資料 2-4  弘前大学教育学部規程新旧対照表（案） 

資料 2-5  弘前大学大学院医学部規程の一部改正について 

資料 2-6  弘前大学大学院医学部規程新旧対照表（案） 

資料 2-7  弘前大学大学院理工学部規程の一部改正について 

資料 2-8  弘前大学大学院理工学部規程新旧対照表（案） 

資料 2-9  弘前大学大学院農学生命科学部規程の一部改正について 

資料 2-10 弘前大学大学院農学生命科学部規程新旧対照表（案） 

資料 2-11 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 2-12 弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表（案） 

資料 2-13 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 2-14 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 3-1  研究・イノベーション推進機構の改組等に係る学内規則等の整備に 

ついて（案） 

資料 3-2  改組後の機構図（案） 

資料 3-3  研究・イノベーション推進機構改組等関連学内規則等新旧対照表（案） 

資料 3-4  研究・イノベーション推進機構共用機器基盤センター要項（案） 

資料 3-5  共用機器基盤センター運営委員会内規（案） 

資料 3-6  研究・イノベーション推進機構の改組等に伴い改正を行う学内規程等 

一覧（案） 

資料 4  弘前大学およびボルドー・モンテーニュ大学間の学術協力協定（案） 

資料 5  寄附講座等の概要 

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) 医学研究科(寄附講座) 

資料 6-4 教員の資格審査(様式1) 地域イノベーション学系(戦略的融合領域) 

資料 7-1 平成31年度弘前大学一般入試（前期日程・後期日程）志願者数一覧 
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資料 7-2 平成31年度弘前大学私費外国人留学生入試志願者数一覧 

資料 8  平成30年度学内助成事業合同研究成果発表会ポスター 

資料 9  ２０１９年度弘前大学グロウカルファンド（Grow×Local）ポスター 

資料10  弘前コーヒースクール社長による講演会「コーヒー文化を育むためには！  

大学×学生×地域住民×弘大カフェ（仮）」実施要項（案） 

資料11  教育委員会（第78回）議事要録（案） 

資料12  研究委員会議事要旨（平成31年1月9日） 

 

【審議事項】 

◎佐藤学長から，1月15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 研究活動の不正行為に関する調査結果について 

       佐藤学長から，資料1の調査委員会による調査結果について諮られ，審議の

結果，承認された。 

        

  審議２ 学部・大学院研究科規程の一部改正について 

       渡邊理事から，資料2-1～2-14に基づき，教育職員免許法等の改正による授

業科目等の変更，寄附講座設置・廃止による授業科目の新設等に伴う，各学部

及び各研究科の諸規程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 研究・イノベーション推進機構の改組等に係る学内規則等整備について 

       郡理事から，資料3-1～3-6に基づき，研究・イノベーション推進機構の改組

に伴う規則等の改正概要及び改組後の機構図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。 

 

  審議４ ボルドー・モンテーニュ大学との大学間交流協定の変更について 

       杉原国際連携本部長から，資料4に基づき，ボルドー・モンテーニュ大学と

の学術協力協定に関する変更点及び追加項目等について，説明があり，審議の

結果，原案どおり承認された。 

 

  審議５ 寄附研究部門の設置期間の更新について 

       本田 地域戦略研究所長から，資料5に基づき，地域戦略研究所の寄附講座

「海洋エネルギー利活用研究部門」を2019年4月から4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。 
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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・医学研究科長，吉澤理事から，

資料6-1～6-4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) 
大 学 院 医 学 研 究 科 
地域イノベーション学系(戦略的融合領域)  

【氏名】 
島田   透
冨山 誠彦
石澤 義也
工藤 大輔
若狭   幸

【現職】 
(人文社会・教育学系講師)
(青森県立中央病院脳神経センター長)
(医療法人聖誠会石沢内科胃腸科医師)
(医 学 系 講 師 )
(秋田大学特任助教)

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

【就任予定年月日】

(31. 4. 1付け) 
(31. 4. 1以降) 
(31. 2. 1付け) 
(31. 2. 1付け) 
(31. 2.15以降) 

 

  報告２ 平成31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7-1～7-2に基づき，平成31年度の一般入試（前期日程・

後期日程）志願者数及び私費外国人留学生入試志願者数について報告があった。 

 

  報告３ 平成３０年度弘前大学機関研究・弘前大学異分野連携型若手研究支援事業 

青森ブランド価値創造研究・弘前大学グロウカルファンド合同研究成果発表会

の開催について 

郡理事から，資料8に基づき，平成31年3月8日に，学内助成事業合同研究成

果発表会を開催することについて報告があった。 

   

報告４ ２０１９年度弘前大学グロウカルファンド公募について 

       郡理事から，資料9に基づき，２０１９年度弘前大学グロウカルファンドの

公募について報告があった。 

 

報告５ 弘前コーヒースクール社長による講演会について 

       「コーヒー文化を育むためには！ 大学×学生×地域住民×弘大カフェ仮）」  

の開催について（平成31年3月7日（木）開催） 

       石川理事から，資料10に基づき，平成31年3月7日に，弘前コーヒースクール

社長 成田専蔵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６ 委員会等報告 

        (1) 教育委員会報告（１月３０日開催分） 

                 伊藤理事から，資料11に基づき，1月30日に開催された同委員会の弘前大

学における災害等発生時の一斉休講に関する申合せ及び災害等発生時の学

生の安否確認に関する申合せを制定した旨報告があった。 

 

       (2) 研究委員会報告（１月９日開催分） 

                 郡理事から，資料12に基づき，1月9日に開催された同委員会の弘前大学

学術研究奨励基金の取扱い及び共同研究契約等における誓約書ガイドライ

ンの制定等について報告があった。 
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  報告７ その他 

（１）平成３０年度 第２回弘前大学広報支援員研修の開催について

吉澤理事から，平成31年3月15日に開催する第２回弘前大学広報支援員研修に

おいて，大阪大学クリエイティブユニット准教授 伊藤雄一氏による講演会を行

う旨報告があった。 

（２）次回以降の開催予定日

平成３１年 ３月 ５日（火） 企画戦略会議終了から１０分後

平成３１年 ４月 ９日（火） 企画戦略会議終了から１０分後

以    上 


