








平成 23 年 度  

事業実施計画の達成状況報告 
	 

e-Knowledge コンソーシアム四国は平成 23 年度事業として以下の 9 項目を挙げた。本報告では、各々の項目

の達成度について説明する。	 

	 

1. 教養教育（四国学）および専門教育コンテンツの活用	 

2. 『四国の知』を活用した教育プログラムの実施	 

3. オープンコンテンツ化の検討	 

4. e-Learning コンテンツの開発	 

5. 地域サポーター会議の実現	 

6. 事業報告シンポジウムの開催	 

7. 共同研究シンポジウムの開催	 

8. 四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信	 

9. 外部評価委員会の開催	 

	 

	 

	 

1. 教養教育（四国学）および専門教育コンテンツの活用	 

	 平成 23 年度に四国学の e-Learning コンテンツを連携大学の教養教育科目として開講した。また、学際

的専門科目の e-Learning コンテンツも教養教育科目または専門教育科目として開講した。平成 23 年度前

期に四国学科目 2科目、学際的専門科目 2科目、さらに後期には四国学科目 2科目（連携大学で共同コン

テンツ開発の 2 科目）、学際的専門科目 1 科目が開講され、591 名の学生が履修した。これらのコンテン

ツ配信には各連携大学で運用が開始された LMS を利用した。ただし、注については、自校学生に対しては

通常の対面講義で行われた。	 

	 

■「四国学」オムニバス科目(連携大学から提供された各回のコンテンツを香川大学でまとめ、編集したもの)	 

開講大学	 コンテンツ提供大学	 科目名	 
履修者数	 

（自校）	 

履修者数	 

（連携大学）	 
合計	 

香川	 
徳島(1)	 鳴門教育(1)	 

香川(9)愛媛(2)四国(1)	 
四国の歴史と文化	 138	 

14	 

高知(10)四国(1)	 

高知工科(3)	 

152	 

香川	 
香川(7)愛媛(1)	 

高知(3)徳島文理(3)	 
四国の自然と社会	 103	 0	 103	 

	 合計	 241	 14	 255	 
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■「四国学」および「学際的専門科目」 

開講大学	 科目種別	 科目名	 
履修者数	 

（自校）	 

履修者数	 

（連携大学）	 
合計	 

鳴門教育	 
四国学	 

地域社会研究	 0	 0	 0	 

徳島文理	 地方政府論	 （注)	 65	 0	 65	 

香川	 

学際的	 

専門教育科目	 

コンピュータと教育	 96	 （徳島）1	 97	 

高知	 流れと波の災害（注）	 91	 
3	 

（香川、愛媛、四国）	 
94	 

徳島文理	 情報社会論	 (注)	 80	 0	 80	 

合計	 332	 4	 336	 

	 

2. 『四国の知』を活用した教育プログラムの実施	 

	 上述の 1．の科目を取り込んだ『四国の知』を活用した教育プログラムの検討を行った。基本的には個々

の連携大学内の本事業を推進する部局で検討を行った。現時点では、連携大学での教育プログラムの試行

等は実現されていない。	 

	 

3. オープンコンテンツ化の検討	 

	 四国学科目の一般への公開（地域への PR などの観点から）、オープンコンテンツ化を検討する予定であ

ったが、検討が進んでいない状況である。	 

	 

4. e-Learning コンテンツの開発	 

	 e-Knowledge コンソーシアム四国に提供する四国学や学際的専門科目の e-Learning コンテンツを開発

した。平成 23 年度は、『四国学』オムニバス科目のコンテンツが、歴史・文化部門 6、社会部門 13、自然

部門 26、合計 45 コマ分作成された。オムニバス科目以外の『四国学』のコンテンツの作成はなかった。

学際的専門科目では 2コマ分のコンテンツが作成された。	 

	 なお地域サポーターとe-Knowledgeコンソーシアム四国によるe-Learningコンテンツの共同開発は実施

にいたっていない。	 

	 また平成 23 年度に開講された『四国学』オムニバス 2科目では、連携大学から提供されたコンテンツの

うち、28 コマ分のコンテンツを利用した。	 

	 	 

■平成 23 年度「四国学」オムニバス科目—各大学コンテンツ作成数	 

コンテンツ作成	 

大学	 

コンテンツ作成数	 
合計	 

歴史・文化部門	 社会部門	 自然部門	 

徳島	 1	 0	 0	 1	 

鳴門教育	 1	 0	 0	 1	 

香川	 1	 6	 26	 33	 

愛媛	 2	 1	 0	 3	 

高知	 0	 3	 0	 3	 

四国	 1	 0	 0	 1	 

徳島文理	 0	 3	 0	 3	 

高知工科	 0	 0	 0	 0	 

合計	 6	 13	 26	 45	 
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■平成 23 年度「四国学」および「学際的専門科目」—各大学コンテンツ作成数	 

コンテンツ作成	 

大学	 

コンテンツ作成数	 
合計	 

四国学	 学際的専門科目	 

徳島	 0	 0	 0	 

鳴門教育	 0	 0	 0	 

香川	 0	 1	 1	 

愛媛	 0	 0	 0	 

高知	 0	 1	 1	 

四国	 0	 0	 0	 

徳島文理	 0	 0	 0	 

高知工科	 0	 0	 0	 

合計	 0	 2	 2	 

	 

■平成 23 年度「四国学」オムニバス科目—コンテンツ利用状況	 

科目名	 
コンテンツ提供数	 

徳島	 鳴門教育	 香川	 愛媛	 高知	 四国	 徳島文理	 高知工科	 

四国の	 

歴史と文化	 
1	 1	 9	 2	 0	 1	 0	 0	 

四国の	 

自然と社会	 
0	 0	 7	 1	 3	 0	 3	 0	 

合計	 1	 1	 16	 3	 3	 1	 3	 0	 

（注）各科目	 全 16 回	 

	 	 	 	 第 1 回目ガイダンス（香川大学：対面、連携大学：ライブ配信）	 

	 	 	 	 第 16 回目：期末試験	 

	 

5. 地域サポーター会議の実現	 

	 地域サポーター会議を設立、運用を目指したが、現時点で地域サポーターは四国キャンパス SNS 協議会

１団体にとどまっており、地域サポーター会議は実現できていない。	 

	 

6. 事業報告シンポジウムの開催	 

	 平成 23 年度の事業内容を広く公開するために、事業報告シンポジウムを平成 24 年 3 月 15 日に開催し

た。また、平成 23 年 5 月 28 日に、情報知識学会年次大会内での eK4 記念シンポジウムを開催した。	 

	 

7. 共同研究シンポジウムの開催	 

	 平成 24 年 3 月 15 日の事業報告シンポジウム内で、共同研究シンポジウムに代わるパネルセッションを

開催した。	 

	 

8. 四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信	 

	 WWW、メールマガジン、ニュースレターにより四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信した。ニュース

レターは号外を含み４回、コンソーシアム HP で発行・公開している。メールマガジンは、毎月発行を継

続している。また、WWW では開講科目情報や各種イベント情報などの発信を継続している。	 
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9. 外部評価委員会の開催	 

	 外部有識者による外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専門分野の活動計画とそ

の達成度を評価した。具体的には、平成 24 年 3 月 15 日に外部評価委員会を開催した。	 

	 平成 23 年度は委員任期満了に伴い、全委員が交代した（一部、再任）。外部評価委員は連携大学（県域

単位）からの推薦により提案され、運営委員会で承認され、以下の委員で構成された。外部評価委員会規

則を整備し、平成 24 年 4 月 1 日から施行した。	 

神野	 明	 	 ......	 四国学院大学	 副学長	 

森	 孝明	 	 ......	 放送大学	 愛媛学習センター所長	 

三木	 義久	 ......	 四国経済連合専務理事	 

竹内	 守善	 ......	 地域振興アドバイザー	 

野嶋	 佐由美	 ....	 高知県立大学	 副学長	 高知県公立大学法人理事	 

	 

	 平成 23 年度より、外部評価委員会は、年間１回程度実施することになった。	 
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