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教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 

日   時

場   所

出 席 評 議 員      

役員等陪席者    

令和２年２月１８日（火） １４：０５～１４：５８ 

創立５０周年記念会館２階 岩木ホール 

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，床次，本田，杉原，安川の各評議

員 

山内監事，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，小椋学務部長，中西施設環境部長，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，大川総務広報課長，庄司人事

課長，山口教務課長，佐々木入試課長，佐々木研究推進課長，山形総務広報

課課長補佐，工藤学長戦略室専門員，佐藤総務広報課総務･秘書グループ係

長，齋藤総務広報課総務･秘書グループ係長，加藤法人内部監査室長，澤田

法人内部監査室室長補佐 

【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 2-1 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について 

資料 2-2 弘前大学教養教育履修規程新旧対照表（案） 

資料 3-1 弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関す 

る規程の一部改正について 

資料 3-2 弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関す 

る規程新旧対照表（案） 

資料 4-1 弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認 

定に関する規程の一部改正について 

資料 4-2 弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認 

定に関する規程新旧対照表（案）資料 4-2 弘前大学学位規則新旧対照表（案） 

資料 5-1 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規 

程の一部改正について） 

資料 5-2 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規 

程新旧対照表（案） 

資料 6 弘前大学人文社会科学部規程の一部改正について 

資料 7 弘前大学教育学部規程の一部改正について 

資料 8 弘前大学教職大学院における奨学金の交付等に関する規程の廃止について 

資料 9 弘前大学医学部規程の一部改正について 

資料10 弘前大学農学生命科学部規程の一部改正について 

資料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12 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13 弘前大学被ばく医療総合研究所規程の一部改正について 

審議14 弘前大学とアレクサンドル・ヨアン・クザ大学（ルーマニア）との大学間交流協 

定の締結について 

資料15-1 教員の資格審査(様式1) 人文社会・教育学系 

資料15-2 教員の資格審査(様式1) 医学系 
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資料16  令和元年度実施大学機関別認証評価評価結果（案） 

資料17  平成３０事業年度 組織評価の結果［確定］ 

資料18-1 令和2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18-2 令和2年度弘前大学私費外国人留学生入試志願者数一覧 

資料19  令和元年度学内助成事業合同研究成果発表会ポスター 

資料20  2020年度弘前大学グロウカルファンド（Grow×Local）ポスター 

資料21  令和元年度内部監査結果報告書 

資料22  教育委員会（第91回）議事要録（案） 

資料23  入学者選抜改革検討委員会議事要旨（案） 

資料24-1 地域共創科学研究科開設準備委員会（第1回）議事要旨 

資料24-2 地域共創科学研究科開設準備委員会（第2回）議事要旨 

資料24-3 地域共創科学研究科開設準備委員会（第3回）議事要旨（案） 

資料25  研究委員会議事要旨（令和２年１月２４日） 

 

【審議事項】 

◎佐藤学長から，1 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 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，医学部医学科の入学定員に係る暫定

措置の継続に伴い入学定員及び収容定員に係る所要の改正を行う旨の説明があ

り，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議２ 弘前大学教養教育履修規程の一部改正について 

       伊藤理事から，資料2-1～2-2に基づき，弘前大学教養教育履修規程の一部改正

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 弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関

する規程の一部改正について 

       伊藤理事から，資料 3-1～3-2 に基づき，弘前大学教養教育科目における

「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する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４ 弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位  

認定に関する規程の一部改正について 

       伊藤理事から，資料 4-1～4-2 に基づき，弘前大学教養教育科目における「

大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する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５ 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する

規程の一部改正について 

       若林副学長から，資料 5-1～5-2 に基づき，弘前大学教養教育科目における

「放送大学との単位互換」の単位認定に関する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。 
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  審議６ 弘前大学人文社会科学部規程の一部改正について 

       今井人文社会科学部長から，資料6に基づき，教育効果の向上及びカリキュ

ラムの充実のための点検・見直しの結果等に基づき，所要の改正を行う旨の説

明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議７ 弘前大学教育学部規程の一部改正について 

       戸塚教育学部長から，資料7に基づき，教育効果の向上及びカリキュラムの

充実のための点検・見直しの結果等に基づき，所要の改正を行う旨の説明があ

り，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議８ 弘前大学教職大学院における奨学金の交付等に関する規程の廃止について 

       戸塚教育学部長から，資料8に基づき，弘前大学大学院振興基金を財源とし

て交付していた奨学金の財源を，教育学部予算に変更することに伴い，所要の

改正を行う旨の説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議９ 弘前大学医学部規程の一部改正について 

       齋藤保健学研究科長から，資料9に基づき，教育効果の向上及びカリキュラ

ムの充実のための点検・見直しの結果等に基づき，所要の改正を行う旨の説明

があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議 10 弘前大学農学生命科学部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10に基づき，教育効果の向上及びカリキ

ュラムの充実のための点検・見直しの結果等に基づき，所要の改正を行う旨の

説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議 11 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11に基づき，教育効果の向上及びカリキュラム

の充実等のため，所要の改正を行う旨の説明があり，審議の結果，原案どおり

承認された。 

 

  審議 12 弘前大学大学院保健学研究科規程の一部改正について 

       齋藤保健学研究科長から，資料12に基づき，教育効果の向上及びカリキュラ

ムの充実等のため，所要の改正を行う旨の説明があり，審議の結果，原案どお

り承認された。 

 

  審議 13 弘前大学被ばく医療総合研究所規程の一部改正について 

       床次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

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 14 アレクサンドル・ヨアン・クザ大学（ルーマニア）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14に基づき，アレクサンドル・ヨアン・クザ

大学(ルーマニア)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。 
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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，若林医学系長から，資料15-1～15-2に基づき，

教員の採用等について報告があった。 

 

  報告２ 令和元年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について 

       吉澤理事から，資料16に基づき，令和元年度実施大学機関別認証評価評価結果

（案）について報告があった。 

 

  報告３ 平成３０事業年度 組織評価の評価結果［確定］ 

       吉澤理事から，資料 17 に基づき，平成 30 事業年度組織評価の評価結果につ

いて， 各部局から意見申し立てがなかったことから，12 月 9 日の役員会で承

認された内容で評価結果が確定したことについて報告があった。 

 

  報告４ 令和２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18-1～18-2に基づき，令和２年度弘前大学一般入試志願者

数等について報告があった。 

 

  報告５ 令和元年度弘前大学機関研究・異分野連携型若手研究支援事業・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19に基づき，令和元年度弘前大学機関研究・異分野連携型若

手研究支援事業・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報告が

あった。 

 

  報告６ ２０２０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20に基づき，２０２０年度弘前大学グロウカルファンド公募

について報告があった。 

 

  報告７ 令和元年度内部監査の結果について 

       加藤法人内部監査室長から，資料21に基づき，令和元年度内部監査結果につい

て報告があった。 

 

  報告８ 委員会等報告 

        （1）教育委員会報告（１月２９日開催分） 

                 伊藤理事から，資料22に基づき，1月29日に開催された教育委員会について

報告があった。 

       （2）入学者選抜改革検討委員会報告（２月１２日開催分） 

                 伊藤理事から，資料23に基づき，2月12日に開催された入学者選抜改革検討

委員会報告ついて報告があった。 

       （3）地域共創科学研究科開設準備委員会報告（１１月１日，１２月１２日， 

１月２１日開催分） 

                 伊藤理事から，資料24-1～24-3に基づき，11月1日，12月12日，1月21日に

開催された地域共創科学研究科開設準備委員会について報告があった。 
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       （4）研究委員会報告（１月２４日開催分） 

                 郡理事から，資料25に基づき，1月24日に開催された研究委員会について報

告があった。 

 

  報告９ その他 

  （１）次回以降の開催予定日 

      令和２年 ３月１１日（水） 企画戦略会議終了後 

      令和２年 ４月 １日（水） 企画戦略会議終了後 

以    上 


