




教育専門委員名簿	 

 

 

 

大学名 氏名 役職 
徳島大学 金西	 計英 大学開放実践センター教授 
鳴門教育大学 宮下	 晃一 大学院学校教育研究科教授 

藤村	 裕一 大学院学校教育研究科准教授 
香川大学 武重	 雅文 教育学部教授 
愛媛大学 古賀	 理和 教育・学生支援機構共通教育センター講師 
高知大学 立川	 明 教育研究部総合科学系地域協働教育部門准教授	 	 	 

（総合教育センター） 
俣野	 秀典 総合科学系地域協働教育学部門講師	 	 	 	 	 	 	 	 

（総合教育センター） 
四国大学 村井	 礼 経営情報学部准教授 

鈴木	 直美 経営情報学部講師 
近藤	 明子 経営情報学部助教 

徳島文理大学 山城	 新吾 メディアデザイン学科講師 
川村	 恭平 メディアセンター長 
岩井	 博 教育・研究支援ユニット・准教授 

高知工科大学 坂本	 明雄 工学部長 
妻鳥	 貴彦 情報学群准教授 
吉田	 真一 情報学群講師 
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平成 23 年度 第１回 教育専門委員会 
 

平成 23 年 度 第１回 教育専門委員会 議事次第

 
 

平成 23年度 第１回 e-Knowledgeコンソーシアム四国 

教育専門委員会 議事次第 
 

 

 

 
１．日 時 平成２３年７月５日（火） １５：００～１６：００ 
 
２．場 所 Live Meetingを利用した遠隔会議 
 
３．議 題 
 
協議事項 
（１）四国学の利用許諾契約書・複数年度利用について

連携大学コンテンツ提供による「四国学」科目について、各連携大学の教員および

講義担当者に対する利用許諾契約締結の手続き簡略化の検討

 
（２）その他 
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平成 23 年 度 第１回 教育専門委員会 議事録

 

議事録 
 

日 時：平成 23年 7月 5日（火）15：00～16：00 

場 所：Live Meetingを利用した遠隔会議 

出席者： 【香 川 大 学】 武重雅文 司会 
【徳 島 大 学】 金西計英 
【鳴門教育大学】 宮下晃一 
【高 知 大 学】 立川明 
【徳島文理大学】 山城新吾 
【高知工科大学】 坂本明雄 吉田真一 

陪席者： 【香 川 大 学】 林敏浩 
菱田かおり 岩城暁大 植田めぐみ 

 

議題 1．四国学の利用許諾契約書・複数年度利用について 

連携大学コンテンツ提供による「四国学」科目について、各連携大学の教員および講義担当者に対

する利用許諾契約締結の手続き簡略化の検討 

 

議題 2．その他 

 
 

議題 1．四国学の利用許諾契約書・複数年度利用について  

 

利用許諾契約書について以下の審議が行われた  

●利用許諾契約書（案）の第１条について、鳴門教育大学から以下の発言があった。 

受け取り方によっては連携８大学以外にもコンテンツの利用が可能な利用許諾契約書になりかねない。被

災地にコンテンツを提供する等の案も出ているが８大学枠を超えているのではないか。「連携８大学」と

明記した方がいいのではないか。 

→「④なお、配信先は当該教材（e-Learningコンテンツ）を利用する科目の受講生に限る。」の部分が該
当すると考える。 

●著作物（講義の映像・音声・資料等）の文言について、徳島文理大学から以下の発言があった。 
この文書では、四国学（eK4関係）以外にも契約範囲が及んでしまうのでないか。 

→著作物の頭に「四国学についての」などの限定するような文言を入れ対応する。 

 

●契約書を複数年とすることについて、鳴門教育大学から以下の発言があった。 
数年に渡る契約の場合は、該当教員の所属が途中で変わる可能性があるが、その場合でもこの契約は有効

なのか。 

→著作物を四国学のコンテンツとして複数年間提供してもらうことをご理解頂いた上で、両者で結ばれる契

約であるので、教員の所属が変わっても有効であると考えられる。 
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●利用許諾契約書（案）の第１条について、愛媛大学から以下の発言があった。 
第 1条のなかの「非営利の学校教育」の文言が、他での使い回し可能とも受け取れるが、但し書きや限定
する文言を加えるのであればそれでいいのではないか。 

 

利用許諾書については著作物の頭に契約範囲を限定するような文言を入れ、契約が四国学の範囲内だという

ことを明記した上で教育専門委員にメールで送信、審議することが了承された。 

 
 

学内教員に対する利用許諾契約の締結について以下の提案がなされた  

今まで香川大学においては連携 8大学内の教員の利用許諾の取り交わしは口頭のみであったため、複数年契
約への移行に向けて 8大学内教員に対しても利用許諾契約書を取り交わすことを検討する。 

 

●各大学の今までの対応と意見 

【鳴門教育大学】 今までは口頭での約束であった。書式については今後検討する。 

【徳 島 大 学】 同じような利用許諾契約書を作ろうとしたが、コンテンツの著作権が大学に帰属しているの

か、先生に帰属しているのかという問題が生じたため、結局口頭の約束で済ましていた。 

【徳島文理大学】 同じく口頭でのやりとりだけであった。コンテンツの著作権帰属の問題を考えると、利用許

諾契約書は必要であると考える。 

【愛 媛 大 学】 学内ではメールなどで確認していた。 

【高 知 大 学】 著作権のことは話題に出なかったので、特にこういう様式が必要だと思う。 

【高知工科大学】 口頭で約束を取り付けているかは把握していない。eK4でひな形を作ってほしい。内容につ
いては特に異論はない。 

→ひな形を検討材料に各大学の対応を回答して頂く。 

 

香川大学としてはこのひな形を用いて複数年（３年）契約を検討していく。 

 
 

議題 2．その他  

 

●「四国学」「学際的専門科目」について、以下の意見交換がなされた。 

【愛媛】受け入れ大学の科目として、どういう区分で扱えばよいか判断に困っている。出来れば、対応す

る表やデータを作成して欲しい。愛媛大学としては、学際的専門科目を共通科目として扱ってよいかどう

かの判断材料として、提供大学での対象学年や区分などの詳細データを開示してほしいと考えている。 

→今までは授業名、担当教員名、簡単なシラバスの情報しか送っていなかった。判断材料としてより詳細な

データを提供する。 

→学際的専門科目は各学部の専門科目に相当すると考えていたが、共通科目にも割り当ててもよいのか今後

審議する。 

→カテゴリー分けで混乱がみられるので、学際的専門科目の各大学での取り扱いについて決める必要がある。 
今後議論を重ねていく。 

→対象学生、科目区分等を受け入れ大学の科目区分と対応させ、eK4的なシラバスを作成し対応を検討する。 
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【愛媛】コンテンツ提供大学での、その科目の対象学生・科目区分と eK4科目担当教員が希望する連携
大学での対象学生・科目区分の２つのリストを作成すると議論するときの判断に役立つのではないか。 

→香川大学で検討し、次回の教育専門委員会で提案する。 

 
 

まとめ  

 

●協議事項１について 

 

利用許諾契約書複数年度利用について、提案文書の文言を若干修正したものをメールで教育専門委員に送

り、審議する。 

了承が得られたら、今年度からの新しい契約書の様式としたい。 

 

●協議事項２について 

 

利用許諾契約書のひな型を提出した。各大学でこれを基に検討して頂き、対応の仕方について回答を頂き

たい。 

 

●上記１，２について後日香川大学 eK4事務局から教育専門委員にメールを送信し、対応する。 
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平成 23 年度 第２回 教育専門委員会 
 

平成 23 年 度 第２回 教育専門委員会 議事次第

 
 

平成 23年度 第２回 e-Knowledgeコンソーシアム四国 

教育専門委員会 議事次第 
 

 

 

 
１．日 時 平成２３年８月２３日（火） １３：３０～１５：００ 
 
２．場 所 Live Meetingを利用した遠隔会議 
 
３．議 題 
 
協議事項 
（１）四国学関連授業の eラーニングコンテンツの利用許諾契約書について

第 1回委員会の審議を受け作成した修正案（別紙）についての検討。

本会議において、契約書様式を決定したい。

 
（２）その他 
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平成 23 年 度 第２回 教育専門委員会 議事録

 

議事録 
 

日 時：平成 23年 8月 30日（火）13：30～14：30 

場 所：Live Meetingを利用した遠隔会議 

出席者： 【香 川 大 学】 武重雅文 司会 
【徳 島 大 学】 金西計英 
【鳴門教育大学】 宮下晃一 藤村裕一 
【愛 媛 大 学】 古賀理和 
【高 知 大 学】 立川明 俣野秀典 
【徳島文理大学】 山城新吾 
【高知工科大学】 妻鳥貴彦 吉田真一 

陪席者： 【高知工科大学】 大野倫睦 

【香 川 大 学】 林敏浩  
菱田かおり 岩城暁大 植田めぐみ 

 
 

議題 1．四国学関連事業の eラーニングコンテンツの利用許諾契約書について 

第 1回教育専門委員会の審議を受け作成した修正案(別紙)についての検討。 

本会議において、契約書様式を決定したい。 

 

議題 2．その他 

 
 

議題 1．四国学の利用許諾契約書・複数年度利用について  

 

利用許諾契約書について以下の審議が行われた  
 
[前委員会の協議を受けた修正事項に関して ] 

●利用許諾契約書（案）の第１条について、愛媛大学から以下の発言があった。 

前回の委員会で「四国学」の文言を入れて契約範囲を明確にすることになったが、この契約書は四国学だ

けではなく eK4で配信する単位互換科目全てに該当するのか。 

→今回提案した契約書は、香川大学開講の四国学 2科目を念頭に置いたものである。 

当科目はオムニバス形式で各大学と共同で制作しているので、このような利用許諾契約書が必要であると

考え、提案した。 

 

●利用許諾契約書（案）の第１条について、鳴門教育大学から以下の発言があった。 

鳴門教育大学としては、著作物を「四国学」のために提供したのであり、第１条にある「非営利の社会人

教育・教職員教育を目的」での利用許諾（例えば、公開講座にコンテンツを使用すること）は現在考えて
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いない。第 1条の文言は将来、こういうことが起こることを想定して書かれているのだと思うが、現在我々
は「四国学」の単位互換科目だけがオーサライズされているという認識である。 

→将来の可能性を見据えての文言である。 

また、単位互換以外の授業に契約範囲が発展する場合は、新たに審議の場を設け、対応を検討する。 

 

●利用許諾契約書（案）の第１条②について、高知大学、鳴門教育大学から以下の発言があった。 

【高知大学】 

修正版で「②教材を必要な範囲内で複製すること。」となっているが「必要な範囲内」が分かりにくいの

ではないか。「②教材をコンテンツ化に必要な範囲内で複製すること。」など範囲を限定してはどうか。 

→限定してしまうと、様々な事例に対応できなくなる可能性があるで、明確にするのは難しいと考える。 

 

【鳴門教育大学】 

②の「複製」は①の「撮影及び編集」部分の編集に含まれるので、②は①と統合し、文案を「編集を行う」

から「編集し複製を行う」とすればよいのではないか。 

→「①教材（著作物を含む eラーニングコンテンツ。以下同じ）開発のために撮影及び編集を行うこと」を
「①教材（著作物を含む eラーニングコンテンツ。以下同じ）開発のために撮影及び編集・複製を行うこ
と」に変更し、②の内容を削除する。 

 

●利用許諾契約書（案）の第１条④について、鳴門教育大学から以下の発言があった。 

「④ただし、配信先は当該教材を利用する科目の受講学生に限る」の部分で、今後、社会人教育のコンテ

ンツとして利用することも考慮するならば、「受講学生に限る」を「受講生に限る」としてはどうか。 

→「受講生」と修正する。 

 

ここまでの協議内容について、以下の事が了承された。  

・第 1 条 1 項は、①、②、③となる。  

・１項①に「……撮影および編集・複製……」の文言を入れる。  

・１項③中の「受講学生」の文言を「受講生」とする。  

 
 

[第１条２項の追加に関して] 

●利用許諾契約書（案）の第１条 2項について、鳴門教育大学から以下の発言があった。 

第 1条 1項と 2項の違いがよく分からない。「承諾」と第 2項「許諾」の使い分けが分からない。 

→香川大学の文書法規係と知財センターからの指摘を踏まえ、最終的にこの形となった。契約文書上、甲を

明確にする必要があるので、第１条１項に甲と乙の契約と明記した。ただ、これでは連携大学に類が及ば

ない。乙に連携大学を含めたいのであれば、甲に連携大学での利用も再許諾してもらうという意味の文言

を入れる必要がある、という意見を頂き、2項を追加した。 

 

２項について、提案文書どおり追加する事が了承された。  
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[第３条に関して] 

●利用許諾契約書（案）の第 3条について、徳島文理大学から以下の発言があった。 

契約期間の自動延長はないのか。 

→自動延長は考えていない。 

 

契約期間は平成 26 年 3 月 31 日までとすることが了承された。  

 

利用許諾契約書は上記の内容を踏まえ作成することが了承された。  
 

議題 2．その他  

特に発言なし 

 
 

まとめ  

 

この協議の結果をふまえ、各連携大学も早急にこのような利用許諾契約書の様式を整えて頂きたい。 

今回香川大学で提案したひな型をご使用になる場合は、上部の青枠内に書いてあるように適宜修正して使っ

て頂きたい。 

ついては、上記の協議の結果を反映させた利用許諾契約書（最終案）を作成し、教育専門委員にメール送信

するので、各連携大学で検討し、各大学の書式を考えて頂きたい。 
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運営委員名簿	 

 

 

 

大学名 氏名 役職 
徳島大学 和田	 眞 理事（教育担当） 
鳴門教育大学 西園	 芳信 理事（教育・研究担当）・副学長（教育・研究担当） 
香川大学 細川	 滋 理事（教育担当）・副学長	 ※平成 23年９月まで 

有馬	 道久 理事（教育担当） 
愛媛大学 弓削	 俊洋 理事（教育担当）・副学長 
高知大学 深見	 公雄 理事（教育担当） 
四国大学 川本	 幸彦 副学長 
徳島文理大学 藤木	 博太 副学長 
高知工科大学 坂本	 明雄 工学部長兼情報学群長 
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平成 23 年度 第１回 運営委員会 
 

平成 23 年 度 第１回 運営委員会 議事次第

平成 23年度 第 1回 e-Knowledgeコンソーシアム四国 

運営委員会 議事次第 
 

平成 23年 9月 6日（火）13時～14時半 

Live meetingによる遠隔会議 

 

1. 開会 

会長挨拶 

2. 議題 

(1) 今後の eK4の体制について  (議題資料 1-1,1-2) 

(2) 外部評価委員会の運用について  (議題資料 2) 

(3) 平成 23年度後期の eK4の事業計画について(議題資料 3-1,3-2) 

(4) その他 

 

3. 報告 

 平成 23年度第 2回教育専門委員会報告 (報告資料) 

 

4. 閉会 

会長挨拶 

 

 

[配付資料] 

 

議題資料 1-1 規約・企画委員会規則  

議題資料 1-2 eK4組織構成(23年 9月 1日現在） 

議題資料 2  外部評価実施要領・名簿(23年 9月 1日現在) 

議題資料 3-1 eK4事業実施計画 

議題資料 3-2 23年度以降の体制 

報告資料  利用許諾契約書（最終案） 

99





平成 23 年 度 第１回 運営委員会 議事録
 

議事録 
 

日 時：平成 23年 9月 6日（火）13：00～14：00 

場 所：Live Meetingを利用した遠隔会議 

出席者： 【香 川 大 学】 細川滋 司会 
【徳 島 大 学】 和田眞 
【鳴門教育大学】 西園芳信 
【愛 媛 大 学】 弓削俊洋 
【高 知 大 学】 深見公雄 
【四 国 大 学】 川本幸彦 
【徳島文理大学】 藤木博太 
【高知工科大学】 坂本明雄 

陪席者： 【徳 島 大 学】 金西計英 近藤有紀子 
【鳴門教育大学】 宮下晃一 藤原伸彦 東博信  
【香 川 大 学】 武重雅文 林敏浩 菱田かおり 岩城暁大 植田めぐみ 
【愛 媛 大 学】 古賀理和 佐々木隆志 長野智 
【高 知 大 学】 吉倉紳一 立川明 三好康夫 井上靖彦  
【四 国 大 学】 山本耕司 池本未希 
【徳島文理大学】 川村恭平 山城新吾 
【高知工科大学】 妻鳥貴彦 吉田真一 

 
 

［議事次第］  

1. 開会 

会長挨拶 

2. 議題 

(1)今後の eK4の体制について 
(2)外部評価委員会の運用について 
(3)平成 23年度後期の eK4の事業計画について 
(4)その他 

3. 報告 

平成 23年度第 2回教育専門委員会報告 

4. 閉会 

会長挨拶 

 

［配布資料］  

議題資料 1-1 規約・企画委員会規則 
議題資料 1-2 eK4組織構成（23年 9月 1現在） 
議題資料 2 外部評価委員会・名簿（23年 9月 1日現在） 
議題資料 3-1 eK4事業実施計画 
議題資料 3-2 23年度以降の体制 
報告資料 利用許諾契約書(最終案) 
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［協議事項］  

 

（1）今後の eK4 の体制について  

 

冒頭に細川会長より次の事項について報告があった。 

・平成２３年９月末で、細川会長が香川大学理事を退くことに伴い、eK4会長を退任する。 

・次期 eK4会長は、後任の運営委員に就任する、香川大学教育担当理事・有馬道久氏としたい。 
 

次の事項について審議された。 

・eK4副会長、企画委員長・副委員長の選任 

 

eK4 会長 有馬道久 香川大学教育担当理事（23年度後期より） 
副会長 深見公雄 高知大学理事（教育担当）・副学長  

企画 委員長 徳島文理大学から選出 
副委員長 林敏浩 香川大学（留任） 

金西計英 徳島大学（新規） 

 

上記について、以下の意見があった。  

・組織内の国立大学と私立大学のバランスを考え、今回の企画委員長には私立の徳島文理大学から選任をお

願いしたい。【細川】 

・eK4会長・副会長選任について異論はないが、徳島文理大学から企画委員長を選出するのは、しばらく検
討させてもらいたい。【藤木】 

・企画委員長に関しては時間をとって関係者で協議を行っていただきたい。【細川】 

・企画委員長が確定してから、下部組織の教育専門員会・システム専門委員会の不在役職については埋めて

いく。【林】 

 

eK4 会長・副会長、企画副委員長について、上記のとおり了承された。当面は企画副委員長が委員
会をとりまとめ、その中で企画委員長選任の協議を進めていくことが了承された。  

 

（2）外部評価委員会の運用について  

 

次の事項について審議された。 

・23年度後期からの外部評価委員の人選について 

 
【徳 島 大 学】徳島大学からは特に強く推す人はいないので、他の徳島の大学から原案があれば、それに従う。 

 

【鳴門教育大学】現状ではまだ見つかっていない。 

 

【香 川 大 学】四国経済連合会専務理事三木氏、もしくは後任の方に外部評価委員を引き受けてもらいたいと
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考えている。また現在の外部評価委員の竹内先生にも引き続きお願いしたい。 

 

【愛 媛 大 学】今のところ該当者が見つかっていない。 

 

【高 知 大 学】高知大学はまだ検討していない。 

 

【四 国 大 学】現時点で適切な方は見つかっていない。各県から 1名ずつということであれば、同じ県内の他
大学の方でご提案があれば、それを検討していく。 

 

【徳島文理大学】それぞれの県内から委員を選出ということになると少し違って来るのだが、香川の私立大学 2
校と徳島文理大学で立ち上げた教員養成コンソーシアムという組織の中から、大学関係で特に e-learning に
理解がある方にお願いしたいと考えている。 

 

【高知工科大学】もし高知大学から何かご提示があれば、それに従う。 

 
 

上記に関連して以下の意見があった 

・旅費が捻出できないのであれば、今後、外部評価委員は会議で集まることはないということか。評価対象

資料を送付して委員に評価してもらう形になるのか。【深見】 

→今日のような遠隔会議（LiveMeetingなど）という形でご出席していただくことはあると考える。【林】 

・香川大学の方で外部評価委員選定の指針を示していただきたい。【深見】 

→香川大学としては、四国全体の選出として四経連から 1 名、その他に 4 県から 1 名ずつ選出していただ
き、5人体制で外部評価委員会を運用していきたいと考えている。【細川】 

・愛媛は愛媛大学の１校だけなので、委員の推薦は検討するが、選出出来ない場合はどうなるのか。【弓削】 

→委員選出は強要しない。【細川】 

 

各大学で検討し外部評価委員の提案をして頂きたい。早急に外部評価委員を選出して、今後の体制

を固めていきたい。  

 
 

（3）平成 23 年度後期の eK4 の事業計画について  

 

林事務局長より以下の報告があった。 

・平成 23年度 e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画（案） 

 

平成 23 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画（案）に則って事業を進めていくこと
が了承された。  
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（4）その他  

 

特に発言なし 

 
 

［報告事項］  

 

平成 23 年度第 2 回教育専門委員会報告  

 

武重教育専門委員長より以下の報告があった。 

・教育専門委員会で、利用許諾契約書の複数年度利用についての協議の結果、「報告資料 利用許諾契約書（最

終案）」の様式で最終合意がなされた。 

 

上記について、以下の発言があった。 

・契約期間を 3年間とする根拠は何か。【弓削】 

→長期利用となると、授業内容が時間とともに変化し、コンテンツが古くなって授業に対応できなくなる可能

性があるので 3年が区切り目と考えた。 
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平成 23 年度 第 2 回 運営委員会 
 

平成 23 年 度 第２回 運営委員会 議事次第

 

平成 23年度 第２回 e-Knowledgeコンソーシアム四国 

運営委員会 議事次第 
 

平成 24年 3月 15日（木）10時～11時 

Ｌｙｎｃによる遠隔会議 

 

1. 開会 

有馬会長挨拶 

2. 議題 

(1) 平成 23年度の事業実施報告    (議題資料 1、別添資料 1,2、参考資料) 

(2) 平成 24年度の事業計画について   (議題資料 2、参考資料) 

(3) e-Knowledge コンソーシアム四国規約改訂について (議題資料 3) 

(4) 外部評価委員会規程について    (議題資料 4) 

(5) その他 

3. 閉会 

深見副会長挨拶 

 

 

[配付資料] 

    運営委員・外部評価委員名簿 

議題資料 1  H23年度 e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施報告 

議題資料 2  H24年度 e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画 

議題資料 3  e-Knowledgeコンソーシアム四国規約改訂(案)  

議題資料 4 外部評価委員会規程（案） 

別添資料 1  H22、H23年度実施科目の大学別の履修人数 

別添資料 2 H21年度からのコンテンツ作成数と四国学科目への利用状況 

参考資料  前回の運営委員会で配付した「H23年度以降の体制」の資料 

関係資料 （eK4リーフレット、ニュースレター、笑顔満開ふるさと四国） 
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平成 23 年 度 第２回 運営委員会 議事録

 

議事録 
 

日 時：平成 24年３月 15日（木）10：00～11：00 

場 所：Lync（WWW会議システム）による遠隔会議 

出席者： 【香 川 大 学】 有馬道久 司会 
【徳 島 大 学】 和田眞  
【鳴門教育大学】 西園芳信 
【愛 媛 大 学】 弓削俊洋 
【高 知 大 学】 深見公雄 
【四 国 大 学】 川本幸彦 
【徳島文理大学】 欠席 
【高知工科大学】 欠席 

陪席者： 【徳 島 大 学】 近藤有紀子 
【鳴門教育大学】 宮下晃一 藤原伸彦 東博信  
【香 川 大 学】 武重雅文 林敏浩 菱田かおり 岩城暁大 植田めぐみ 
【愛 媛 大 学】 古賀理和 米澤慎二 渡邊正則 長野智 山内ちあき 城戸透 
【高 知 大 学】 吉倉紳一 立川明 三好康夫 井上靖彦  
【四 国 大 学】 村井礼 
【徳島文理大学】 － 
【高知工科大学】 － 

 

［議事次第］  

1. 開会 

有馬会長挨拶 

2. 議題 

(1) 平成 23年度の事業実施報告 (議題資料 1、別添資料 1,2、参考資料) 
(2) 平成 24年度の事業計画について (議題資料 2、参考資料) 
(3) e-Knowledgeコンソーシアム四国規約改訂について (議題資料 3) 
(4) 外部評価委員会規程について (議題資料 4) 
(5) その他 

3. 閉会 

深見副会長挨拶 

 

［配布資料］  

運営委員・外部評価委員名簿 
議題資料１ H23年度 e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施報告 
議題資料２ H24年度 e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画 
議題資料３ e-Knowledgeコンソーシアム四国規約改訂（案）  
議題資料４ 外部評価委員会規程（案） 
別添資料１ H22、H23年度実施科目の大学別の履修人数 
別添資料２ H21年度からのコンテンツ作成数と四国学科目への利用状況 
参考資料 前回の運営委員会で配付した「H23年度以降の体制」の資料 
関係資料 （eK4リーフレット、ニュースレター、笑顔満開ふるさと四国） 
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［協議事項］  

 

（1）（2）平成 23 年度の事業実施報告、平成 24 年度の事業計画について  

 

林事務局長より以下の報告があった。

•H23年度 e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施報告
•H24年度 e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画

 
上記について、以下の意見があった。 

 

【徳 島 大 学】 

23年度事業実施報告、24年度事業実施計画は林事務局長からの報告で良いと思う。履修者数のデータから
見ると、徳島大学のコントリビューションの低さが目に余るのが、徳島大学の反省点である。なんとか

e-Learning を盛り上げていく方法を考えていく。また、香川大学が中心となって、どのように強力に
e-Learningを推し進めるか方策を考えていく必要がある。 

また、四国地区国立大学長会議でも eK4 は話題になっている。内容は把握していないが、学長会議で eK4
について踏み込んだ議論があったかどうかが気になるところではあるが、徳島大学としても頑張らなければな

らない。 

 

【鳴門教育大学】  

23年度事業実施報告、24年度事業実施計画いずれにおいてもこれで良いと思う。徳島大学同様、鳴門教育
大学も利用状況を見ると芳しくないのは一目瞭然である。今後 24 年度に向けて先生方にこの事業を周知し、
教養教育の中で可能な範囲で学生が受講できる環境を作っていく。また学生に対しても教務委員会を通して周

知し、学生が自分の履修できる範囲で、この e-Learningを活用できる体制を作っていく。 

24年度の事業実施計画に対して質問ですが、「⑩人材育成に関わる新規事業の検討・実施」をもう少し具体
的に教えていただきたい。 

 

【林事務局長】の回答 

「⑩人材育成に関わる新規事業の検討・実施」に関しては、23 年度以降の体制を検討したときに、eK4 は
e-Learningを進めるのはいいが、「四国のための人材育成を検討する」というのが本来の最終的な目標ではな
いのか、というご指摘を外部評価委員会から受けた。そこで原点に立ち返って人材育成に係る検討を考え直さ

なければならないということで、この⑩をあげた。 

これについて、企画委員会を中心に検討するということであったが、ほとんど進んでいない状況である。各

大学レベルでは何らかの対策がなされているのではないかと考えているが、eK4では何をもって人材育成と考
えるのかほとんど議論されていないのが現状である。事務局としてもこれが人材育成であるというモデルを出

せていない状況である。 

ここからは香川大学の企画委員としての発言となるが、香川大学では学生に e-Learning コンテンツ制作等
に積極的にコミットしてもらう形で、四国学を盛り上げるための活動をしている。この学生活動に関しては、

事業報告シンポジウムで紹介する。ただし、これがこの方向性に沿ったものかどうかはまだまだ検討の余地が

ある。 
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【愛 媛 大 学】 

３点について述べる。 

１点目は事業計画の⑪著作権処理に関して、eK4で著作権処理の共通のガイドラインを制定していただきた
い。本学でもこの著作権に関しては WG を設置して検討中であるが、eK4 でも各大学での実施状況を把握し
た上で、ガイドラインの制定を検討していただきたい。 

２点目は予算の制約もあるので 11 項目ある事業計画をある程度集約または特化し、それに関しては着実に
やっていくという方向性も今後考えていく必要がある。 

３点目は先ほど徳島大学からもあった四国地区国立大学長会議の件である。この会議で eK4 が話題になっ
たということは、私も聞いている。本学では、愛媛大学として eK4 にどのように協力できるかまとめるよう
にと学長から指示を受け、現在まとめている。恐らく４月にもう一度学長会議があり、そこで各大学の検討状

況というのが報告されるかと思う。 

 

【高 知 大 学】 

23年度事業報告、24年度事業実施計画で意見を述べたいと思う。 

まず 23 年度事業報告のいくつかの項目で、まだ実現されていないとか、検討が進んでいないであるとか、
毎回あるが、先ほどの弓削先生のご意見にもあったように、もう少し事業内容を絞り集中的にやることを検討

しなければならないと思う。eK4の本来の目的は、四国学を中心としたコンテンツの開発をし、eK4に参画し
ている大学の学生がそのコンテンツを視聴し、勉強するといったものだと思う。資料を見ていると、コンテン

ツの数もそれほど多く無いので、各大学の四国に関する授業を集めて、各大学の学生が受講できる数を増やす

ことをやらなければならない。あれもこれもいうよりはもう少し絞ってはどうか。 

四国の学長会議では、高知大学でも学長から e-Learningに関して検討するようにと指示を受け、本学の eK4
委員の先生といろいろ議論をした。学長会議で出た話題では、eK4そのものについて意見を求められていると
いうよりは、e-Learning のシステムを使った授業の共有の方向性あるいは可能性について、その１つの形態
として eK4 があるという理解をしていた。授業形態として、どこの学生でもいつでもどこでも何回でも見ら
れるオンデマンド型と、どこかの大学がやっている授業を e-Learning システムを使って他の大学もライブで
同時に見られるライブ型の２通りあると思うが、どちらの型がいいのか、それぞれどういったメリット、デメ

リットがあるか、両方やるとしたらどういう形態ができるのかということを検討してくださいと学長から言わ

れた。 

本事業としては今後事業を絞って、本来の目的に進んでいくことを検討してはどうか。 

 

【林事務局長】の回答 

学長会議で出た内容につきましては香川大学を中心として検討会議を設け、対応を検討してくださいと言わ

れているので、別途協議を進めていきたい。 

 

【四 国 大 学】 

23年度事業報告、24年度事業実施計画を拝見した。23年度事業報告を見ると、四国大学も利用状況が芳し
くないので、利用の方法に関して工夫をしなければならないと考えている。24 年度事業実施計画の 4-2 新た
に「各大学において共通にニーズのある教養科目、学部基礎科目、リメディアル教育について、e-Learning
コンテンツの共同開発に向けて検討する」と掲げていますが、本学においてもカリキュラム改革を進めている

ので、そういったところでぜひ参画させてもらい、教養教育の幅を広げる、またはリメディアル教育のあり方

について議論し、コンテンツ開発したものを使わせていただきたいと思っている。 

 

まとめ 

●教員および学生に周知、あるいはその他の方法で、各大学で e-Learning履修者数の増加を計る。 
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●eK4事業の計画の内容を絞り、確実に実施できるよう検討する。 

●eK4で著作権処理の共通のガイドラインを制定することを検討する。 

 
 

（3）（4）e-Knowledge コンソーシアム四国規約改訂について、外部評価委員会規程について  

 

林事務局長より以下の報告があった。

・ e-Knowledgeコンソーシアム四国規約改訂（案）

・ e-Knowledgeコンソーシアム四国外部評価委員会規則（案）

 

上記について、以下の意見があった。 

 

【徳 島 大 学】 

規約については議題資料 3−2 後者の文言が良いのではないか。規程は事務局で作成したもの（議題資料 4−
2）で良いと思う。 

 

【鳴門教育大学】 

規約は議題資料 3−2の後者がいいと思う。 

 

【愛 媛 大 学】 

規約の議題資料 3−2 後者の文案は本学から提案した。これは PDCA サイクルの意味する具体的な内容が不
明確であるということと、規約の文書は出来るだけ簡潔の方がいいのではないかと考えたからである。 

規則に関しては事務局提案（議題資料 4−2）に賛成である。 

 

【高 知 大 学】 

規約の方はどちらの文案でもよいと考えるが、弓削先生のご指摘にあったように議題資料 3−2 の前者は
PDCAサイクルが曖昧であるので、後者の方が良いと思う。規則は第 3条の役員と職員の違いが不明確なので、
はっきりさせる必要がある。４条の「委員の互選にする」という文言は良いと思う。（議題資料 4−2） 

 

【四 国 大 学】 

規約は皆さんのご意見と同様議題資料 3−2 後者の文案が良い。規則は事務局の作成した原案（議題資料 4−
2）で良いと思う。 

 

まとめ 

●e-Knowledgeコンソーシアム四国規約は、議題資料 3−2の後者の文言が適当であると意見が一致したので、
これで最終版を作成することが決定した。平成 24年４月１日から施行する。 

●e-Knowledgeコンソーシアム四国外部評価委員会規則は第３条の「役員と職員」の範囲が曖昧なので、一度
再確認することが検討された。また他の文言に関しては特に意見が出なかったのでこれで確定とした。 
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文書は改めて運営委員に最終版を送付し、１週間のメール審議で確定することが決定した。確定したものは平

成 24年４月１日から施行する。 

 
 

（5）その他  

 

【愛 媛 大 学】 

eK4は、外部評価を受けるのであれば、事業計画として提出したものに関しては着実に行っていくことが必
要である。予算面も考慮して身の丈にあった活動の集約化・重点化を行って、事業計画に掲げたものに関して

は着実に実行していくことを検討していただきたい。 
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第19回年次大会予稿 

「四国学」とは何か 

―地域学とｅラーニングの融合 ― 

What is "Shikoku study"? 
Uniting of regional science and e-Learning 

 
  鈴木 正信1* 

Masanobu SUZUKI 
 

1 滋賀大学経済学部 

 Faculty of Economics , Shiga University 

 〒522-8522 滋賀県彦根市馬場1-1 

 E-mail: m-suzuki@biwako.shiga-u.ac.jp 

 

「四国学」とは，e-Knowledgeコンソーシアム四国が中心となって推進している地域学の取組

である．その目的は，コンソーシアムに加盟している四国の国公私立8大学の教育・研究資源

を学問体系化した上で，四国の特徴をさまざまな観点から取り上げることにより，四国の魅

力の新発見・再発見を促し，さらには四国の未来を構築していくことにある．また，この「四

国学」を各大学がｅラーニングによって共有するところに，他の地域学には見られない大き

な特徴がある．本稿では，コンソーシアムが発足した2008年度から，ｅラーニングによる単

位互換科目の開講が実現した2010年度に至る3年間の事業実施状況について，主に香川大学の

活動の紹介と，単位互換科目を履修した学生に対して行ったアンケートの集計結果の分析を

行い，あわせて今後の大学における地域学のあり方を展望する． 

 

"Shikoku study" is a match of the regional science that the e-Knowledge consortium Shikoku 
promotes. The purpose is to discover and rediscover the charm of Shikoku and to construct the future 
of Shikoku by collecting the education and research resource of eight universities to join the 
consortium. The maximum feature is that each university shares this "Shikoku study" by e-Learning. 
In this text, it introduces mainly the activity of Kagawa University about the execution 
condition of three years from fiscal year 2008 to fiscal year 2010. And, after basing the 
analysis of the questionnaire total result of going to the student who finishes the credit 
transfer subject, I view the ideal way of the regional science at the university in the future. 
 

キーワード: 四国学，e-Learning，地域学，地域史，教養教育 

Shikoku study Keyword1, e-Learning，regional science，Regional history，Liberal arts education 
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1 はじめに 

2008年，香川大学を代表校とする取組「『四

国の知』の集積を基盤とした四国の地域づく

りを担う人材育成」が，文部科学省戦略的大

学連携支援事業に採択された．これを受けて，

徳島・鳴門教育・香川・愛媛・高知・四国・

徳島文理・高知工科の国公私立8大学は，

e-Knowledgeコンソーシアム四国を設立した

（以下，eK4と略称する）．eK4が目指すとこ

ろは，各大学が持つ教育・研究資源を「四国

学」として学問体系化し，これをｅラーニン

グの活用によって相互に共有することで，現

在の四国が抱える様々な広域的課題に取り

組む人材を育成することにある． 

筆者は2008年度から2010年度まで，eK4事

務局長補佐，四国学ワーキンググループ（以

下，WGと略称する）委員，教育・研究プロジ

ェクト専門委員として，ｅラーニング教材の

開発に従事した．また，自身の講義をｅラー

ニング教材として提供し，2010年度後期にｅ

ラーニング形式で実施された3科目のメンタ

リングも担当した．本稿では，主に香川大学

における2008年度から2010年度までの活動

を紹介した上で，今後の大学における地域学

のあり方を展望する． 

 

2 ｅラーニング教材の開発 

「四国学」とは，四国の特徴をさまざま

な観点から取り上げ，四国の魅力を新発

見・再発見し，さらに四国の未来を構築し

ていくための学問体系である[1]．現状では

「歴史」「社会」「自然」「文芸」の 4部

門より構成されている．たとえば，地域史，

瀬戸内圏研究，希少糖，うどん，LED，阿波

藍，地場産業・経済，黒潮圏研究，土佐の

海の環境，里山・里川の環境，遍路歴史文

化などが，これに含まれる（図 1）．2009

年 5 月には，各大学から部門ごとに 1～4

名の担当教員を選出して，四国学 WG が設置

され，上記の題材を取り上げた各大学の講

義等を収録・編集する形で，ｅラーニング

教材の開発が本格的に開始された． 

香川大学では，総合情報センター鈴木研

究室（2008 年 11 月～2010 年 9 月）を拠点

として，専任の技術補佐員 2 名がｅラーニ

ング教材開発に従事し，その技術指導のも

と，学生サポートスタッフ約 10 名が実際の

講義収録・編集作業に当たった．撮影・編

集作業は学生 2名体制で行い，1回（90分）

の講義につき，撮影 2時間（準備 15分＋講

義 90 分＋撤収 15 分），編集 3 時間，計 5

時間の作業を行った．収録科目の選定およ

び撮影協力の依頼は，主に四国学 WG 委員が

担当した．開発したｅラーニング教材の利

用に関しては，講義を担当した教員と大学

との間で，利用方法・期間などを定めた利

用許諾契約書を取り交わすことにより，著

作権・所有権の明確化につとめた． 

上記の作業工程を経て，2010 年 9月まで

の間に，香川大学では 36 科目 281 本，eK4

加盟8大学合計では121科目1048本のｅラ

【図 1】四国の特色ある研究・教育 
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ーニング教材を開発した（図 2）．教材の

形式は特に統一せず，これまで各大学に蓄

積された技術とノウハウを踏まえて、それ

ぞれに行うこととした．なお，前述した四

国学 WG は，2010 年 9 月に研究プロジェク

ト委員会へと発展的解消が行われ，現在も

教材開発を継続している． 

 

3 ｅラーニング科目の開講 

3.1 各科目の構成 

 2010年度後期には「歴史」「社会」「自然」

の3部門で講義科目を企画し，香川大学全学

共通科目特別主題科目として「四国の歴史と

文化」「地場産業からみた四国の社会」「四

国の自然環境と防災」を開講した．これらは

いずれもｅラーニング形式によって実施し，

ek4加盟大学の間で単位互換を行った．各科

目の構成は次の通りである（左から順に，回

数，教材提供大学，各回の講義内容を示す．

大学名は一部略称を用いた）． 

 

3.1.1 四国の歴史と文化 

四国で活躍した人々の事績や，四国に残さ

れた遺跡・史跡・文化財など，四国四県の歴

史に関わるｅラーニング教材を開発・編成し

た．自分が暮らす四国地域の歴史について理

解を深めることを目標とした．この科目は，

香川大学81名・徳島大学6名・四国大学10名・

徳島文理大学3名・高知工科大学2名，計102

名が受講した． 

第01回 香川 ガイダンス（対面） 

【図 2】ｅラーニング教材のバリエーション 
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第02回 香川 古代における「四国」の成

り立ち(1) 

第03回 香川 古代における「四国」の成

り立ち(2) 

第04回 香川 讃岐の古墳と三つの勢力 

第05回 四国 四国の万葉集と古代史 

第06回 香川 都へ上る，讃岐へ下る(1) 

第07回 香川 都へ上る，讃岐へ下る(2) 

第08回 香川 都へ上る，讃岐へ下る(3) 

第09回 香川 都へ上る，讃岐へ下る(4) 

第10回 香川 都へ上る，讃岐へ下る(5) 

第11回 鳴教 平安末阿波武士と仏教文

化 

第12回 香川 香川県本島高無坊山西谷

の刻印石 

第13回 徳島 阿波商人の活躍と江戸時

代の経済 

第14回 愛媛 四国八十八ヵ所の成立時

期をめぐって 

第15回 香川 定期試験（対面） 

 

3.1.2 地場産業からみた四国の社会 

四国各県の代表的な地場産業に関連する

ｅラーニング教材を開発・編成した．四国の

地域活性化に関する実践的関心を培うこと

を目標とした．この科目は，香川大学41名・

徳島大学3名・四国大学8名・徳島文理大学2

名，計54名が受講した． 

第01回 香川 ガイダンス（対面） 

第02回 香川 讃岐うどん 

第03回 香川 讃岐のハマチ養殖と野網

和三郎 

第04回 高知 高知の林業 

第05回 高知 高知の企業と伝統技術 

第06回 香川 大学と地場産業との連携 

第07回 香川 中間試験 

第08回 香川 香川の手袋産業(1) 

第09回 香川 香川の手袋産業(2) 

第10回 香川 香川の石材産業 

第11回 香川 共同体の崩壊 

第12回 文理 四国四県の政治経済の歴

史 

第13回 香川 四国の展望：知事インタビ

ュー(1)香川・愛媛 

第14回 香川 四国の展望：知事インタビ

ュー(2)徳島・高知 

第15回 香川 定期試験（対面） 

 

3.1.3 四国の自然環境と防災 

四国四県の環境や防災の取組を取り上げ

たｅラーニング教材を開発・編成した．四国

の自然を地球規模で捉え直すことを目標と

した．この科目は，香川大学12名・徳島大学

1名・愛媛大学1名，計14名が受講した． 

第01回 香川 ガイダンス（対面） 

第02回 香川 ため池の歴史 

第03回 香川 栗林公園の美と歴史 

第04回 香川 瀬戸内の島々 

第05回 四国 瀬戸内海の概要 

第06回 香川 瀬戸内海の浅海環境が抱

える問題 

第07回 香川 東南海・南海地震対策 

第08回 香川 防災マップの作成 

第09回 香川 二番丁防災マップ作成に

ついて 

第10回 徳島 吉野川のなりたちと四国

山地の生い立ち 

第11回 徳島 四国の大地のなりたちか

ら学ぶ自然災害 

第12回 文理 四国の河川環境と暮ら

し・防災 

第13回 高知 高知の山地利用 

第14回 愛媛 持続可能な社会づくり 

第15回 香川 定期試験（対面） 
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雑音等は編集で可能な限り加工したが，収

録時の環境によっては改善しきれないケー

スもあった．今後の課題である． 
 (2)については，約 75％が「是非受講した

い」「機会があれば受講したい」と回答し，

その理由としては「好きな時間に学習でき

る」「家でも学習できる」「繰り返し学習で

きる」という点を挙げる回答が多かった．

これにより，ｅラーニング形式での講義の

実施に対して，学生からは高い評価が得ら

れていることが明らかとなった． 
 (3)については，①資格関連科目，②語学

科目，③教養科目，④他大学の単位互換科

目で約 75％を占めた．①・②は反復学習が

必要な科目であり，(2)にも見られた「繰り

返し学習できる」というｅラーニングの長

所に，期待が寄せられているものと推測さ

れる．また「四国学」の取り組みは③・④

に該当するが，こうした教養科目や単位互

換科目のｅラーニング教材化を望む声が多

いことが確認できた．これは「四国学」の

継続に十分な根拠を与えるものと言える． 
 

4 地域学とｅラーニング 

近年，日本各地の大学・自治体・コンソー

シアム等において「東北学」「江戸学」「京都

学」「近江学」など，地域学に関する取組が

非常に盛んである．しかし一方で，受講者の

興味・知識は実に様々であり，従来の対面形

式の講義・公開講座・シンポジウム等では，

地域学の魅力を十分に伝え切れていないこ

とが，課題として指摘されている[2]．こうし

た中で「四国学」が存在感を示すためには，

何よりｅラーニングによる展開を前面に押

し出していく必要がある． 
たとえば，自分が暮らす地域の成り立ちを

探求する地域史の分野は，地域学において主

要な位置を占めている[3]．また最近では，社

会人の学び直しがブームとなっており，社会

人向けに書き直された日本史の教科書がベ

ストセラーにもなっている[4]． 
そこで「四国の歴史と文化」で使用したよ

うな教養教育のｅラーニング教材や，高校で

日本史を選択しなかった学生を対象とした

初年次教育・リメディアル教育のためのｅラ

ーニング教材を新たに開発し，これらを大学

の講義で学生に提供するのみならず，インタ

ーネット講座として一般にも配信してはど

うか．それは大学教育を充実させると同時に，

大学の地域貢献の幅を広げることにもつな

がるであろう．教育・研究資源を体系化し，

ICTを積極的に活用しながら、その魅力を社

会の個別的かつ多様なニーズに合わせて広

く発信していくことが，現在の大学における

地域学には求められていると考えられる．  
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出  張  報  告  

出張報告書

作成日 2012 年 9 月 30 日

報告者： 岩城 暁大

以下のとおり出張の報告を致します。

1．期間

2011 年 9 月 22 日木曜日から 9 月 24 日土曜日迄

2．出張先

Ⅰ．9 月 22 日

①高知県四万十市西土佐中半 四万十学舎

②高知県四万十市西土佐岩間 岩間沈下橋

Ⅱ．9 月 23 日

①高知県高岡郡四万十町下津井 めがね橋

②高知県津野町芳生野甲 早瀬の一本橋

③高知県高岡郡四万十町一斗俵 一斗俵沈下橋

④高知県大野見村 高樋橋

Ⅲ．9 月 24 日

①高知県四万十市奥屋内黒尊川 黒尊川流域森林軌道跡

3．同行者

香川大学経済学部 原直行 教授

4．出張目的

四万十川流域に残されている林業に関わる遺産を撮影する。

昭和 30 年代の林業によって四万十川流域に栄えていた文化や風習、施設などを撮影することで、四万十川で栄えて

いた林業の時代と、それが衰退したことで起こった四万十川の変化を見比べることができ、e ラーニング教材を通し

て学生に四万十の現状をより深く理解してもらう、有用なコンテンツとすることを目的とする。

5．出張結果

１）文化遺産である沈下橋の撮影

２）一本橋の撮影

３）黒尊川流域の林業関係文化遺産の撮影

上記を行い、一時編集を行った。完成は 2012 年 8 月を目標。

完成後は 2012 年度四国学社会部門「四国の地域振興」の e ラーニングとして使用する。
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出張報告書

作成日 2012 年 1 月 26 日

報告者： 岩城 暁大

以下のとおり出張の報告を致します。

高知県四万十市周辺への出張

1．期間

2011 年 10 月 27 日木曜日から 10 月 30 日日曜日まで

2．出張先

Ⅰ．10 月 27 日 移動日

Ⅱ．10 月 28 日

①高知県四万十市下田地区

②高知県四万十市中村 2356 四万十市郷土資料館

③高知県四万十市佐田 佐田の沈下橋

Ⅲ．10 月 29 日

①高知県四万十市橘地区 八坂神社・白岩神社

3．同行者

香川大学経済学部 原直行 教授

4．出張目的

9 月 24 日の出張では四万十川上流について林業遺産の撮影を行ったが、今回は四万十川下流、木材の積み出し港が

あった四万十市下田地区を撮影する。

四万十川流域で林業が盛んであった時代、どのように木材の運搬・積み出しが行われ、どのような船を用いられて

いたのか、そしてその港の現状を撮影する。

5．出張結果

１）四万十市下田地区周辺の撮影

２）四万十市郷土資料館でセンバ（模型）の撮影

３）佐田の沈下橋の撮影

上記を行い、一時編集を行った。完成は 2012 年 8 月予定。

完成後は 2012 年度四国学社会部門「四国の地域振興」の e ラーニングとして使用する。
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出張報告書

作成日 2012 年 1 月 26 日

報告者：岩城 暁大

以下のとおり出張の報告を致します。

1．期間

2012 年 1 月 17 日から 1 月 20 日まで

2．出張先

Ⅰ．1 月 17 日

①愛媛県南宇和郡愛南町僧都地区 農家民宿かじか

Ⅱ．1 月 18 日

①愛媛県南宇和郡愛南町僧都地区 農家民宿かじか

②愛媛県南宇和郡愛南町深浦漁港 体験型ツアー視察

Ⅲ．1 月 19 日

①愛媛県南宇和郡愛南町西海 石垣の里

②愛媛県南宇和郡愛南町僧都地区 かんころ館

3．同行者

香川大学経済学部 原直行 教授

4．出張目的

愛南町グリーンツーリズムシンポジウムでの発表ビデオ作成とひがしやま(干し芋)作りの撮影、来年度四国学への

提供科目向けのための撮影に向けた愛媛県南予地方の観光資源等の視察を行った。

5．出張結果

１）ひがしやま(干し芋)作りの撮影

２）深浦漁港・僧都地区の視察・ひがしやま(干し芋)作りの撮影

３）愛南町西海外泊「石垣の里」視察・ひがしやま(干し芋)作りの撮影

上記を行い、一時編集中。シンポジウム用のコンテンツは 2 月 15 日に完成。

2 月 25 日に愛南町で開催されるシンポジウム「子ども農村漁村交流プロジェクトセミナーin 愛媛」原教授基調講演

での発表用ビデオとして放送する。

今後四国学等の e ラーニングとしても使用する。

また、来年度も愛媛県南予地方を中心にグリーンツーリズムにかかわる観光資源を撮影予定である。
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