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荒木　秀夫 全学共通教育センター長

宮下　晃一 大学院学校教育研究科教授

藤原　伸彦 大学院学校教育研究科准教授

寺尾　徹 教育学部教授

林　　敏浩 図書館・情報機構総合情報センター教授

古賀　理和 教育・学生支援機構共通教育センター講師

佐々木　隆志 総合情報メディアセンター助教

吉倉　紳一 副学長（教育担当）、総合教育センター長

立川　明 教育研究部総合科学系地域協働教育学部門准教授
（総合教育センター）

三好　康夫 教育研究部自然科学系理学部門講師（理学部）

山本　耕司 経営情報学部教授	 

村井　礼 経営情報学部准教授

川村　恭平 メディアセンター長

山城　新吾 人間生活学部講師

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 24年度第１回企画委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 24年 5月 30日（水）12：10～12：50 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】山城新吾	 （徳島文理大学）	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題	 (1)遠隔会議による企画委員会の進め方について	 

	 	 (2)	 H24年度eK4事業の絞り込みについて	 

	 	 (3)単位互換科目の受講生を増やす方策について	 

	 	 (4)	 eK4のノウハウの外部発信について	 

	 	 (5)	 新バージョンパンフレット作成について	 

	 	 (6)	 その他	 

 
 
議題（１）遠隔会議による企画委員会の進め方について  
	 毎月末の水曜日に企画委員会を開くことが承認された。 
	 日程、時間変更のある場合は eK4 事務局から ML で連絡することで了承された。	 

	 

 
議題（２）H24 年度 eK4 事業計画の絞込みについて  
	 今後各大学から事業計画の絞込み案を提出してもらい、企画委員会で議論することを検討することに対し、 
各大学から以下の意見が出た。 
 
【愛媛大学】 
	 eK4事業実施計画①②の項は、愛媛大学は『四国の知』の提供大学として実施していく。③のオープンコン
テンツについては著作権の問題もあり、愛媛大学では 24 年度の実施は難しい。⑤については 24 年度は香川
大学で進めてもらいたい。⑪は愛媛大学で著作権に関する委員会があるので、その委員会報告書を情報提供し

ていきたい。 
 
【高知大学】 
	 eK4事業実施計画について、高知大学で実施可能な項を検討したところ、以下の項目が絞り込み対象に挙が
った。 
	 ②、③、④－2および④－3は、高知大学での実施は困難である。⑩にいたっては eK4事業の守備範囲を超
えた課題だと認識している。コンテンツの開発に関しては、著作権の問題が解決されなければ、実施に踏み切

るのが難しいと考えている。 

大学 出席者 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 林敏浩 
寺尾徹 

岩城暁大 
植田めぐみ 

愛媛大学 古賀理和 城戸透 
高知大学 吉倉紳一 

三好康夫 
立川明 
笹岡愛 

四国大学 山本耕司 
村井礼 

楫完治 

徳島文理大学 山城新吾 － 
高知工科大学 妻鳥貴彦 

吉田真一 
－ 
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よって⑪は速やかな対応が求められている。④－2に係わってくることだが、eK4事業と四国国立大学で検討
がなされている「教育の質の保証を目的とする e-Knowledge を発展させた教養教育の共同実施」との関係を
明確にしなければ、事業の内容が重複してしまう恐れがある。関係を明確にすることによって、事業計画の絞

り込み対象も決まってくるのではないかと思う。 
→「教養教育の共同実施」は香川大学が主幹校となっているので、情報があれば企画委員会で挙げていきたい

と思う。 
 
【香川大学】【高知工科大学】 
	 提案通りすすめてもらいたい。 
 
【四国大学】音声不明瞭 
	 コンテンツ開発については今年度は難しい。⑪については、村井先生が詳しいので、今度整備するのであれ

ば協力できると思う。 
 
【徳島大学】 
	 今まで徳島大学ではコンテンツが提供できていない状況だったので、共通教育の教養科目に関しては 25 年
度に向けてコンテンツが提供できるよう準備を鋭意進めていきたい。それに関係して⑪の著作権の検討も共同

で取り組んでいきたい。 
 
【鳴門教育大学】 
	 ①ついては今まで以上に力を入れていかなければならない。それ以外の項目に関して実施できる見通しが立

たないのが現状である。⑪の著作権に関しては本学も興味があるので、ぜひ進めてもらいたい。 
 
【徳島文理大学】 
	 進展が 2、3年見られないものは、項目を削除してもよいと考えている。充分動けないのであれば、⑪は eK4
に提供されている全科目で実施するのは難しい。まずはオムニバスの四国学のようないくつかの大学がコンテ

ンツを持ち寄っている科目から検討されてはいかがか。また、コンテンツの開発やオープンコンテンツ化につ

いては、いくつかの大学が共同でシンポジウや教養番組を開き、その様子を記録し、YouTube 等の動画サイ
トに配信すれば、実施しやすいのではないか。 
 
 
 
以上の意見から、事務局マターで事業の絞込みについてまとめ、企画MLで検討を行うことが決まった。 
 
 
議題（３）単位互換科目の受講生を増やす方策について  
議題３について各大学から以下の発言があった。 
 
【香川大学】 
	 香川大学提供の四国学は、受講人数はそこそこである。e-Learning 科目は学生の受講するうえで自由度が
高い。25年度に向けて、コマとしてどこに入れるかの検討が必要である。 
 
【愛媛大学】 
	 eK4の受講生を増やすことは実績作りとしては大事だと思う。香川大学のオムニバスの四国学の受講生の数
は香川大学生も含まれていると思うが、eK4科目において、提供大学の学生もカウントすれば受講生の数は単
純に増えると思う。自校の履修学生の位置づけを考えなければならないと思う。 
 
【高知工科大学】 
	 各大学の授業開始時期の違い、ライブ配信授業の時間割調整等で事務的に問題を抱えている。特に単位認定

はかなりシビアな事務処理なので、時間的な不都合がでてくる。今は学生には個別に対応しているが、人数が

多くなると、対応が困難になる。eK4事務局でスケジュールの組み方を考慮してもらえると受講生も増えると
思う。 
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【高知大学】 
	 議題３について、本学で調査したところ、本学の通常の履修手続きと同じWeb上で履修手続きが行える eK4
科目については受講者が多かった。逆に Web で履修登録できない科目は受講生はゼロだった。履修者がいな
かった科目については、アナウンス不足だったことも考えられる。しかし、eK4科目の履修登録方法を、受け
入れ大学で開講されている他の科目と同じ方法にすれば、アナウンスがなくても受講生は増えるのではないか

と考えている。高知大学の要望としては、連携大学間で履修願書の提出期限を調整していただき、各大学の通

常の履修手続きで eK4科目が履修できるようにしてもらいたい。 
 
【四国大学】 
	 アナウンスの方法にも問題があったが、eK4科目のシラバスの確定が本学と時期が違い、それによってアナ
ウンスするタイミングがずれ、学生がなかなか集まらなかった。また途中リタイアする学生も多かった。 
受講生の確保もそうだが、単位取得までに到らない学生も多かったので、いろんな意味で問題があるように思

う。その問題について、こちらでは充分に検討できていない。履修のタイミングもあるが、こちらも根本的に

考えていかなければならない。これは学内でも議論していこうと思う。 
 
【徳島大学】 
	 前期は、徳島大学と eK4 のスケジュールの違いで、学生の履修登録が難しい。これが履修者が少ない原因
だと考えている。早急に履修登録の手順を確立して、連携大学間ですり合わせを行い、各大学が受け入れてい

かなければならない。これによって受講学生の数は変わってくると思う。 
 
【鳴門教育大学】 
本学も受講生を増やしたいと考えている。しかし他の大学でも言われていたとおり、履修登録期間、履修方

法、事務処理の手順およびシラバス閲覧方法が、eK4科目と本学で開講されている科目とでは異なることが受
講生増加に至らない大きな要因である。eK4科目が受け入れ大学の科目とまったく同じ手順で受講できなけれ
ば、受講生を増やすのは難しい。 
また本学では、eK4科目を読み替えるときに読み替え先の科目の先生に問い合わせなければならない。今ま

では、大半の先生には認めてもらえず、単位互換科目として受入れできなかった。このあたりは学内の先生方

の理解を得て、単位互換科目として学生に提供していきたい。 
 
【徳島文理大学】（議題３について） 
	 本学で eK4科目の受講生が少ないのは、eK4科目が卒業用件として認められていないからだと考えられる。
教養科目として認めてもらえれば、受講が増えるかもしれないが、現状では難しい。 
 
	 以上の意見を基に、今後企画委員会で検討していくことが了承された。 
 
議題４、議題５  
	 企画委員会の時間内に議論がなされなかった。 
 
 
議論その他  
【愛媛大学】 
	 事業計画の絞込みにも関係あるが、まず『四国学』『学際的専門科目』の対象学生を明確にし、シラバスに

も明記されれば、学生も履修しやすいと思う。 
 
→MLで議論していく。 
 
 
 
●次回は 6 月 27 日（水）12：10〜の予定。  
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平成 24年度第 2回企画委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 24年 6月 27日（水）12：10～12：50 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】山城新吾	 （徳島文理大学）	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題	 (1)	 H24年度eK4事業の絞り込みについて	 

	 	 (2)	 各専門委員会について	 

	 	 (3)	 新バージョンパンフレット作成について	 

	 	 (4)	 単位互換科目の受講生を増やす方策について	 

	 	 (5)	 eK4のノウハウの外部発信について	 

	 	 (6)	 その他	 

 
議題資料 
	 第２回企画委員会議事次第 
	 第１回企画委員会議事録 
	 H24年度 eK4事業実施計画 
各大学 eK4事業計画絞り込み案 
新パンフ作成に関する見解（香川大学） 
新パンフ作成に関する見解（高知大学） 
 

 
議題（１）H24 年度 eK4 事業の絞り込みについて  
	 各大学から事業計画の絞込み案を提出してもらい、その案に対して各大学から以下の数値目標についての補

足や意見が出た。 
 
【香川大学】 
	 事業の絞り込み案の具体的な数値化はある程度できていると思うが、今後さらに詳細にしていればと思う。 
 
【愛媛大学】 
①は例年通り他大学の科目を共通教育として受け入れる、②はH24後期に愛媛大学から１科目を開講する、

これらを中心に事業を行っていく。⑪著作権に関しては、愛媛大学が作成したガイドラインがあるので実施で

きる。 
 
 

大学 出席者 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 林敏浩 
寺尾徹 

岩城暁大 
植田めぐみ 

愛媛大学 古賀理和 
佐々木隆志 

城戸透 

高知大学 三好康夫 立川明 
笹岡愛 

四国大学 村井礼 楫完治 
徳島文理大学 山城新吾 － 
高知工科大学 妻鳥貴彦 － 
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【高知大学】 
eK4事務局として著作権処理に関して早急に取り組んでいただき、その後でオープンコンテンツの検討に進

んでもらいたい。 
 
【四国大学】 
組織的には取り組んでいくのが難しくなっているので、（村井先生）個人的に対応できる範囲で絞り込み案

の回答をしている。①～③、⑦は従来通り実施していくが、新しく実施するとなると難しい。⑪著作権処理の

ほうは、ノウハウがあるので、実施していけると思う。 
 
【徳島文理大学】【高知工科大学】 
今のところ特に意見はない。 

	 

【鳴門教育大学】 
絞り込み案の回答で、科目名等を入れているので、これが数値目標となると思う。また、本学で実施できな

いと回答した項目に関しては、eK4事務局で実施する場合は協力していくつもりである。 
 

【徳島大学】 
	 事業の絞り込み案は、全学で調整中である。また eK4の活動が活発化するよう数値目標も出していきたい。 
→数値目標は可能な範囲で明記をお願いしたい。 

 
絞り込み案に数値目標を可能な範囲で明記し、eK4事務局で運営委員会提出用に資料を作成するということ

で合意された。 
 
議題（２）各専門委員会について  
	 企画委員会の下部組織の各委員会の方向性を決めるため、以下の意見がでた。 
 
【eK4事務局提案】 
企画委員会で教育専門委員会、研究プロジェクト専門委員会、広報委員会のタスクを引き受け、委員会を縮

小する。 
 
【香川大学】 
事務局提案で良いと思う。まずは企画委員会で引き受け、意見を精査していければと思う。 
 

【愛媛大学】【高知大学】【四国大学】【鳴門教育大学】【高知工科大学】 
	 事務局提案で異論はない。 
 
【徳島大学】 
徳島大学としても異論はないが、企画委員会がタスクを引き受けた委員会は、そのまま廃止とするのか、そ

れとも休止の状態で残すのか。 
→企画委員会で合意を得られれば、事務局で各専門委員会の状況を再度確認し、統廃合の原案を作成する。

原案は企画MLおよび次回第３回企画委員会で最終的に審議いただきたい。 
 
【徳島文理大学】 
	 事務局提案どおりで良いと思うが、これは運営委員会の了承を得るのか。 
	 →最終的には運営委員の了承をいただく。 
 
上記のことに基づいて、事務局で原案を作成し、それを企画委員MLでメール審議、第３回企画委員会で確

定ということで合意がなされた。 
 
議題（３）新バージョンのパンフレット作成について  
議題３について各大学から以下の発言があった。 

 
【香川大学】 
	 パンフレットと同様にHPの情報も古くなってきている。パンフレットの検討と併せてHPの内容も修正し、
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使えそうな HPの内容はパンフレットに反映していけばよいと思う。また、ニュースレターの面白い記事など
を取り入れていければと思う。 
 
【愛媛大学】【高知工科大学】【四国大学】【徳島大学】 
	 特に意見なし。 
 
【高知大学】 
	 配布先を明確にしてから、内容の検討をすべきだと思う。また、経費削減を考え、各大学で必要応じて印刷

を行えばよいと思う。その場合、トナー代等を考えた配色にすれば印刷しやすくなると思う。 
 
【徳島文理大学】 
	 A4裏表 1ページ程度の eK4の事業を簡単に説明したものにし、HPアドレス等を記載し、そちらで詳細な
内容を確認してもらう方法でも良いかと思う。 
 
【鳴門教育大学】 
経費がかかる提案には乗り難い。他大学からもあったようにパンフレットを各大学で印刷したり、HPを活

用するといった方が現実的だと思う。 
 
	 以上の意見を基に、事務局で取りまとめ、再提案をすることが合意された。 
 
議題（４）単位互換科目の受講生を増やす方策について  
 
【香川大学】 
	 香川大学で開講している四国学３科目に関して、第一回目ガイダンスは連携大学学生には遠隔参加して受講

してもらっていたが、日程調整や配信準備等で連携大学学生が受講しにくい状況だった。今後連携大学学生は

ガイダンスの遠隔ライブ受講を必須とせず、LMS 上にアップロードしたものを視聴してもらう方向で検討し
ている。ガイダンスの遠隔ライブ受講は本学の教務委員会で決められたので、教務委員会でガイダンス緩和を

検討してもらう方向で進めている。 
 
【愛媛大学】 
	 前期は事務処理の関係で、e-Learning 科目の受講生募集期間が短かった。通常科目では学校行事等で授業
が休講になったり遅れたりするが、e-Learning 科目はそれに左右されずに毎週受講できるので、開講の日を
遅くし、募集期間を長くする方法も一つの手だと思う。 
→どの程度可能か事務局でシミュレーションを行いたい。 

 
【高知工科大学】 
	 本学で開講される科目については「学生便覧」に記載されているが、e-Learning 科目は記載されていなか
った。来年度は学生便覧に e-Learning 科目を掲載して、受講生増加を目指す準備をしている。ただ現実とし
て、学生が増えた場合、技術的に e-Learning 科目が実施できるのか、また学生が最後まで継続できるかの問
題がある。よって、一概に学生を増やすだけの方向には行けない。 
 
【高知大学】 
	 第 1回企画委員会で提案した内容と特には変っていない。履修登録方法を一般の科目と同じ手順にしてもら
えれば受講生は増えると思うので検討していただきたい。また愛媛大学の提案は良いと思うが、本学で開講し

ている e-Learning 科目は、本学で対面の授業をしつつ他大学に配信している。よって、スケジュールは対面
授業に合わせなければならないので、開講日を遅らせるというのは難しい。 
 
【四国大学】 
特に新しい提案は無いが、本学は単位互換するとしても、学生は開講している先生の授業を受けたいと考え

ているので、わざわざ他大学の e-Learning科目で受講するのは嫌われる傾向にある。 
 
【徳島大学】 
特に変っていることはない。後期に向けて広報の仕方を考えなければならない。 
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【徳島文理大学】 
特に異論はない。他大学の単位互換科目を受講している学生をどうフォローしていくかを考えなければなら

ないと思う。今回本学の学生が他大学の科目を受ける、あるいは他大学の学生が本学の科目を受けることでい

ろいろ問題が発生した。こういう問題を整理していく時期に来ているのではないか。 
 
【鳴門教育大学】 
	 特に進展は無い。e-Learning 科目がシラバスに掲載されていないので、学生に存在を知られていない。広
報をしっかり行い、可能であれば、学内シラバスに e-Learning科目を掲載できればと思っている。 
 
以上の意見を基に事務局で整理し、議題として再提案することが合意された。また、企画委員MLで引続き

意見を募集する。 
 
議題（５）eK4 のノウハウの外部発信について  
【香川大学】 
香川大学で遠隔講義ができる教室を用意するという話が出ている。その教室にコンテンツの自動収録が行え

る装置も導入する予定にはなっているが、ただそれだけではノウハウがないので使うことはできない。これま

での本学の eK4 科目の講義収録は人がついて撮影しているので、そういった撮影に関するノウハウは蓄積さ
れている。それを大いに活用できればと思う。 
 
【愛媛大学】 
外部に発信するまでには至っていない。 

 
【高知工科大学】 
他のコンソーシアムでもノウハウを外部に発信したり、取り入れたりしているので、eK4でも外部発信でき

るノウハウがあれば良いと思う。これといった具体的な案はないが、できることから取り組んでいきたい。 
 
【高知大学】 
	 今のところ本学から外部発信できるようなノウハウはない。他から具体的な要望があれば検討したい。 
 
【四国大学】 
	 ノウハウは学会発表等で発信している。組織運用的なところで言えば、本学で失敗事例のノウハウを貯めて

いるので、これは共有できると思う。 
 
【徳島大学】 
	 本学では４、５年間学生がコンテンツ撮影から編集を行っているので、非常に細かいノウハウが貯まってい

る。これをもとにマニュアル化し、共有提供できれば理想的であると思う。 
 
【徳島文理大学】 
	 提案は特にない。個人的な考えとして、各大学それぞれノウハウを持っていると思うが、もう少し簡単な発

信方法でも良いと思う。たとえば、Facebookや Twitterで eK4のアカウントを作り、そこで発信していく方
法もある。一気に実行するのは大変なので、少しずつこなしていけば良いと思う。 
 
【鳴門教育大学】 
	 特に外部発信できるノウハウはない。まずは eK4の内部で共有できるようになれば良いと思う。 
 
【高知大学】 

eK4が設立の始めの頃にビデオ撮影の講習会が行われたが、あれが役に立つコンテンツになると思う。ぜひ
共有してもらいたい。 
→そのときの映像が香川大学に残っていると思うので確認する。また四国大学が作成した講習会資料は、連

携大学間で共有した。こういった過去のノウハウも流用できればと思う。 
 
これらの意見を事務局で整理していく。 
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議題（６）その他  
 
【愛媛大学】 
	 ６月 7日にシボレス認証のアカウントに関するメールが流れていたが、シボレス認証について何か動きがあ
ったのか。 
→eK4事務局で他の大学でどのような科目が開講されているのか把握するために、事務局用のアカウントを

1つ作った。先日のメールはこのアカウントで各大学にアクセスしたいという問い合わせのメールだった。 
 
【愛媛大学】 
	 シボレス認証の問題がクリアになると、シボレスの登録方法は変わるのか。 
→登録方法は変らない 

 
 
 
●次回は 7 月最後の週で調整する。  
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平成 24年度第３回企画委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 24年７月 26日（金）12：00～13：00 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】山城新吾	 （徳島文理大学）	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題	 (1)	 H24年度eK4事業の絞り込みについて	 

	 	 (2)	 各専門委員会について	 

	 	 (3)	 新バージョンパンフレット作成について	 

	 	 (4)	 単位互換科目の受講生を増やす方策について	 

	 	 (5)	 その他	 

報告	 平成25年度開講科目について（第１回中間報告）	 

 
議題資料 
	 資料１．H24年度第３回企画委員会議事次第 
資料２．H24年度 eK4事業計画絞り込み案 

	 資料３．H24年度 eK4事業実施計画 
	 資料４．eK4企画委員会下部組織の統合案 
資料５．新パンフ取りまとめ資料 
資料６．単位互換科目の受講生を増やす方策について 
資料７．H25年度単位互換科目中間報告 
資料８．H24年度第２回企画委員会議事録 
 
 

 
議題（１）H24 年度 eK4 事業の絞り込みについて  
	 資料２を９月の運営委員会で提出することについて、以下の意見があった。 
 
【徳島大学】【鳴門教育大学】【香川大学】【四国大学】【高知工科】【eK4事務局】 
特に追加・補足はなし。 

 
【高知大学】 
資料の高知大学の項については、特に補足なし。 

資料２に関しては、eK4または事務局が取り組む内容、それに各大学が協力する内容、各大学単独で取り組む
内容の３カテゴリ程度に分けてはどうか。たとえば、⑦共同シンポジウムの開催、⑧全国への発信および⑨外

大学 出席者 陪席者 
徳島大学 金西計英 近藤有紀子 
鳴門教育大学 藤原伸彦 東博信 
香川大学 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 城戸透 
高知大学 吉倉紳一 

三好康夫 
立川明 
笹岡愛 

四国大学 山本耕司 
村井礼 

楫完治 

徳島文理大学 山城新吾 － 
高知工科大学 吉田真一 － 
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部評価委員会の開催等は、eK4 の組織または eK4 事務局が先導して行う項目であり、本学がそれに協力する
ことはやぶさかではない。事業内容をどのように実施するかという観点から整理すると、もう少し考えやすく

なると思う。 
 
→香川大学および eK4 事務局として事業の絞込み案を検討したときに、同じような問題意識はあった。この
点に関しては、今後検討が必要と思う。ひとつの方法として、事業実施計画を立てる段階で、事務局で行う事

項、事務局と各大学が協力する事項、各大学が独自に進めることが可能な事項の３カテゴリに分けることを考

えている。 
事業実施計画を立てる段階になったときに、いろいろなご意見をいただければと思う。 

 
【徳島文理大学】 
本学も事務局原案通りでよいが、高知大学の意見と同じでプラン毎にカテゴリ分けをすることを一度企画委

員会で検討しなければならないと思う。 
 
資料２を９月の運営委員会に提出することが了承された。内容の差し替え等は、運営委員会の２週間前まで

に事務局に連絡していただきたい。 
 
議題（２）各専門委員会について  
	 企画委員会の下部組織の各委員会に関して、システム専門委員会以外は企画委員会に集約することについて

以下の意見がでた。 
 
【徳島大学】【香川大学】【愛媛大学】【高知大学】【四国大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】 
	 事務局原案に合意する。 
 
【鳴門教育大学】 
事務局提案に合意する。また企画委員会の活動にあわせて、新しくプロジェクトや委員会を立ち上げたりす

るのか。 
 

	 →今後、企画委員会で検討していきたい。 
 
事務局通りで了承された。９月の運営委員会で報告する。 
今後企画委員会で再度検討して、必要な下部委員会が出てくれば委員会を立ち上げる方向で進めていく。 

 
議題（３）新バージョンのパンフレット作成について  
	 前回の企画委員会の意見をもとに事務局原案を作成した。 
 
事務局原案 
	 ●ページ数→１案：A4判裏表１ページ簡略版。各大学で必要に応じて印刷する。 
	 ●掲載内容→１案：eK4の事業内容説明が主。HPアドレスを記載してそちらに誘導する。 
	 ●配布対象→１案：学生対象と２案：広く一般向け 
学生向けと一般向けの２種類のパンフレットを作成する。 
 
これについて以下の発言があった。 
 
【徳島大学】 
	 事務局へは今までの経緯に基づき 6Pもののパンフレットがよいのではと回答させていただいたが、絶対こ
うでなければならないと強く推しているわけではない。事務局提案の 1P ものの簡略版で異論はない。また、
２種類作る案についても事務局に協力していきたい。 
 
【鳴門教育大学】 
	 本学の意見としては、A4 表裏１ページ簡略版で、掲載内容は１案で考えていた。掲載内容はサンプルを提
出していただいて、今後検討していきたい。配布対象としては、１案で回答したが、２案のひろく一般向けの

イメージが湧かない。ひろく一般に周知することのメリットが少し見えないので、説明していただきたい。ま

た、経費の見込みはあるのかお教えいただきたい。 
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→配布対象２案では eK4 の名前を外向けに発信するという意味がある。例えば、地域サポーター等に配布

することを想定している。１案の学生向けにくだけた感じのパンフレットを作成すると、外向けに配布すると

きに少しミスマッチが起こってしまう。こういうことで、２案外向けは少し固めの内容を考えている。 
また、これを配布するときの予算措置はとられていない。前回の企画委員会でも提案があったようにパンフ

レットは PDFで作成し、各大学が必要に応じて印刷して配布する形になると考えている。 
配布対象２案では主に eK4 事務局がシンポジウム等で配布、配布対象１案では各連携大学が受講生を増や

すという目的で使用されると考えている。 
 

【鳴門教育大学】 
本学でも予算措置はとられていないので、その中でどう配布していくか検討していきたい。 
 

【香川大学】【愛媛大学】【四国大学】【徳島文理大学】 
	 事務局原案でよい。 
 
【高知大学】 
	 事務局でまとめていただいた方針でよいと思う。なお本学では、掲載内容については、事務局の負担を軽減

するという点、予算がつかないという点を考えて、PDF で原稿を作成、それを各大学が必要に応じて印刷配
布するということを提案した。また従来のパンフレットはフォントが細めで訴求力に欠ける。その点に考慮し

ていただきたい。 
 
	 →事務局でデザインしていく際に参考にしていきたい。 
 
【高知工科大学】 
事務局原案でよい。１案の学生向けと回答したが、学生が興味を持つような内容で１種類で作って、オープ

ンキャンパスで高校生等に配布しても良いと思う。 終的には事務局に一任する。 
 
	 以上の意見を参考にして、事務局原案に沿ってパンフレット案を作成することが合意された。 
 
議題（４）単位互換科目の受講生を増やす方策について  
これまでの委員会の意見を取りまとめた資料６について以下の補足や意見があった。 

 
【徳島大学】 
	 資料６を補足すると、学内の事情であるが広報が行き届いていないことと、本学の履修登録が始まる前に単

位互換科目の履修登録が終わっているということが 大の問題である。eK4の科目の履修登録期間は各大学に
よってばらばらなので、一番履修登録の締切りの早い大学に期間を合わせざるを得ない。結果として、学生の

受講希望が無いということである。 
 
【鳴門教育大学】 
	 資料６③にはシラバスに載せると記載されているが、現在はシラバスに載せる体制が整っていないので、そ

の箇所を訂正してほしい。 
	 学生用パンフレットを作るならば、A2 等のサイズに拡大できるように作っていただければ、登録期間中に
張り出して周知しやすい。 
 
【香川大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】 
	 補足は特にない。 
 
【愛媛大学】 
	 前回も提案したが、本学では担当教員がどういった学年を対象にしているかを踏まえて、科目の受入を考え

ている。今回のシラバスではこのことが反映されているので、これをもとに本学で受講生増加に努めていきた

い。 
また、これも前回提案したが、e-Learning は土日祝などに左右されないので、１回目の講義を遅らせたほ

うが各大学の学生が受講しやすいと思う。 
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【高知大学】 
記載されている内容で特に変更はない。 
前回は、「本学提供の単位互換科目は本学の対面授業をしつつ、他大学に配信しているため、愛媛大学の意

見②は難しい」と返答したが、調査したところ本学の対面受講学生は e-Learning にまったくアクセスしてい
ない状況だった。本学対面授業と e-Learning とスケジュールをあわせる必要がないと思うので、愛媛大学の
②の提案は、本学として問題ない。 
それよりも事務の受付期間が一番の問題だと思う。高知大学としては今 Web 履修登録をしているが、それ

と違った方法で履修登録をしなければならないとなったときに、かなりアナウンスをしなければ、受講生を増

やすのは難しいと思う。 
 
【四国大学】 
本学の履修登録は、登録期間中に Web上でシラバスを確認し、登録するようになっている。eK4単位互換

科目は履修登録期間中に登録できないため、別に日を設けて説明会を開いているが、その説明会にも人が集ま

らない状況である。アナウンス不足で受講生が集まらない。 
また②で過去に履修学生が途中リタイアするといったこともある。「いつでも受講できる」ということがメ

ンタル面で継続を減退させている。これをフォローアップする方法も解決できていないままなのでそこも検討

していきたい。 
 
→各大学でもWeb履修登録の問題が指摘されているので、Web履修登録について今後調査・検討していく

必要がある。 
 
資料６を９月の運営委員会で提出することについて、以下の意見があった。 
 
【徳島大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】【香川大学】【愛媛大学】【四国大学】【高知工科大学】【徳島文

理大学】【徳島文理大学】 
	 運営委員会で資料提出することに異論はない。 
 
【高知大学】 
	 運営委員会で提出する前に修正していただきたい。 

 
以上の意見を基に事務局で一部修正し、運営委員会で報告として資料提出することが了承された。 

 
議題（５）その他  
特になし 

 
報告	 平成 25 年度単位互換開講科目について（第１回中間報告）  
	 平成 25年度単位互換科目について、以下の補足等があった。 
 
【香川大学】 
香川大学では四国学３科目と学際的専門科目１科目を提供する予定である。 
四国学は４カテゴリあるので、文芸のコンテンツが十分に揃えば、４科目開講したい。26 年度以降は重点

的にこれに取り組みたい。 
また、香川大学の四国学では第１回目のガイダンスを同期型で各連携大学に配信していたが、今後はガイダ

ンスをコンテンツ化し非同期で配信しようと進めている。 
 
【徳島文理大学】 
特に補足はない。来年度に本学の担当がなければ、このまま継続する予定である。また変更があれば各大学

に連絡する。 
 
【徳島大学】 
来年度は、科目を提供できるよう鋭意努力中である。現段階では１、２科目で担当教員から内諾を得ている。

学内手続きの問題があるので、具体的な科目名、担当教員名等はまだ報告できない。 
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【鳴門教育大学】【高知大学】【四国大学】 
	 25年度本学で提供する科目に関しては、本学で未検討である。現時点で報告することはない。 
 
【愛媛大学】 
	 来年度は今年度と同様「未来可能性を創造するための学び」の科目を提供する予定であり、各大学に中間報

告としてシラバスを送付する。 
シラバスに「開講大学での科目分類と対象学年」の項があるが、その下に担当教員が想定している科目分類・

対象学年を追加してもらいたい。つまり、担当教員が他大学で共通教育科目として開講してもらいたいのか、

専門科目として開講してもらいたいのか、またどの学年に受講してもらいたいのかを記載する項目を追加して

ほしい。 
 
→これまでは eK4科目は「四国学」「学際的専門科目」の２分野、単位互換の対象学生は開講大学と同学年

という認識でシラバスに載せていたが、ご指摘どおり、これとは異なる場合があるかもしれない。事務局でシ

ラバスの修正案を出し、企画委員会で検討していきたい。 
 
【高知工科大学】 
	 分野が違うので、科目提供は難しい。 
 
 
●次回は 9 月で調整する。  
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平成 24年度第４回企画委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 24年９月 11日（火）12：00～13：00 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】山城新吾	 （徳島文理大学） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題	 (1)	 平成24年度eK4事業実施計画の絞込みについて	 

	 	 (2)	 企画委員会下部組織の統合について	 

	 	 (3)	 新パンフレット作成について	 

	 	 (4)	 その他	 

報告	 (1)	 外部評価委員長の選出について	 

	 	 (2)	 外部評価委員会規則の整備について	 

	 	 (3)	 単位互換科目の運用に関する現状報告	 

	 	 (4)	 その他	 

 
議題資料 
	 議題資料１．H24年度 e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画の絞込み 
議題資料２．eK4企画委員会下部組織の統合案 

	 議題資料３．eK4新パンフレット作成案 
	 報告資料１．e-Knowledgeコンソーシアム四国外部評価委員会規則 
報告資料２．単位互換科目の受講生を増やす方策について（各大学の意見） 
報告資料３．eK4単位互換科目の履修事務処理等に関する問題点  
参考資料１．eK4パンフレット 
参考資料２．eK4ニュースレター10号 
 

 
議題（１）平成 24 年度 eK4 事業実施計画の絞込みについて  

9/6に開催された運営委員会で平成 24年度 eK4事業実施計画絞込みについて報告し、以下の意見があった。 
・コンテンツの活用に関して、四国に限定せず、各大学の個性を生かしたコンテンツ作成、提供を検討して

はどうか 
・eK4主幹校の香川大学が実施不可または多くの大学が実施不可の項目は削除すべきである。 
 

これらの意見を参考に 25年度実施計画のたたき台とすることに対し、以下の意見があった。 
 
 

大学 出席者 陪席者 
徳島大学 金西計英 荒木秀夫 

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 林敏浩 
寺尾徹 

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 

城戸透 

高知大学 吉倉紳一 
三好康夫 

立川明 
笹岡愛 

四国大学 － － 
徳島文理大学 山城新吾 － 
高知工科大学 吉田真一 － 
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【鳴門教育大学】 
項目を削除するのはいいが、長い目でみれば、項目の復活も考えられるのではないか。ただ今年度ということ

で言えば削除して良いと思う。 
 
→忘れない程度に記録していく。 
 
【香川大学】主幹校の香川大学で出来ない項目に関しては削除していいと思うが、機械的な削除は避けてほし

い。各大学の特色あるコンテンツを提供することについては面白いと思うので、今後意識していきたい。 
 
【徳島大学】【愛媛大学】【高知大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】 
	 特に異論はない。 
 
●マイナーな修正を加えて 24年度事業実施計画に反映していくことが合意された。 
 
議題（２）企画委員会下部組織の統合について  
●今後は下部委員会を一旦廃止し、企画委員会とシステム専門委員会を中心として対応することとなっ

た。グローバルチャレンジセミナーもあるので、これをどこで対応していくか考える必要がある 
 
議題（３）新パンフレット作成について  
	 新パンフレット作成について運営委員会で報告した。 
 
 
議題（４）その他（四経連主催グローバルチャレンジセミナーの協力について）  
 
	 ①責任は企画委員会で持ち、システム専門委員会で対応する 
	 ②eK4各大学窓口に四経連からの協力依頼の文書は来ているか 
 
10/31四国経済連合会主催のグローバルチャレンジセミナーがある。eK4にはシステム関係で協力依頼が
来ている。 
 
状況説明 
	 10 月 31 日四国経済連合会（以下、四経連）主催のグローバルチャレンジセミナーが香川大学で開催
される。当日はセミナー協力大学へポリコムを使ったライブ配信を行う。協力大学には eK4加盟大学の
他に松山大学が入っている。 
	 そこで四経連の会長から有馬会長宛で eK4へライブ配信システムについて協力依頼があり、現在四経
連の方では eK4のシステムを使い、各大学に対応してもらえれば良いと言うスタンスで動いているが、
我々eK4ではどう対応するかやや不明確である。 
	 まずグローバルチャレンジセミナーの対応は実質システム専門委員会マターになると思うが、こうい

った企画立案受け入れ段階では企画委員会が掌握しておかなければならないと事務局では考えている。 
グローバルチャレンジセミナーにおける eK4内の責任の所在については企画委員会にあり、実際の対応
はシステム専門委員会が対応するという形をとりたいと考えている。さらに四経連から直接 eK4に仕事
内容の連絡をやりとりするのではなく、四経連から各協力大学窓口に依頼が来て、その窓口から eK4窓
口に連絡がくるという形が望ましい。この点について、我々eK4 の中で合意形成しておかなければなら
ないと考えている。とくに事務局の懸念としては、四経連からの依頼内容が大学窓口を経由せず、直接

eK4 に丸投げの状態で来ているのではないかということである。四経連と確認しながら話を進めていき
たい。 
 
以下３点について議論した。 
	 ①eK4の責任体制を企画委員会が持つこと 
	 ②セミナーのテレビ会議システムにはシステム専門委員会で対応し、大学のイベントとして eK4には
大学窓口から事務連絡がくるように進めること 
	 ③大学からセミナーについて依頼がきちんと来ているか 
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【徳島大学】 
	 ③についてこちらに話が来ているといえば来ているが、正式な依頼という点では曖昧である。四経連

からの依頼は、eK4 に共催してほしいと言うものか、ただシステムの機器を貸すのか、それでちょっと
違ってくると思う。後者ならただ物品の使用願を出してくれれば済む話だと思う。ただ、今回の話だと

学生集めやポスター貼り等も依頼内容に入っていると思うので、出来たら共催願いを出してもらって共

催の形にしてもらう方が良いと思う。そうなれば、 終的には運営委員会の判断になると思うが、この

企画委員会での審議になると思う。結局、協力依頼というのが漠然としている。 
 
	 →現状では四経連の会長名で協力という形で依頼が来ている。これは機器と人的リソースを借りたい

ということだと思う。共催については各大学の意見をもとに整理していきたい。 
eK4 の協力内容については、一度四経連にいくつか項目を挙げて提出してもらっている。学生集めなど
は eK4のタスクではなく協力大学のタスクだと認識している。 
 
【鳴門教育大学】 
	 本学は四経連からセミナーへの協力依頼、通信テストの日程調整の連絡は受けている。これらについ

ては、それぞれ対応しているところである。全体像が見えづらいので、今後どうなるか分からない。先

ほどおっしゃられていたように箇条書きで協力内容の詳細を提示してもらえれば動きやすい。 
	 また本学は大学窓口と eK4窓口は一致していない。大学窓口は企画総務課、テレビ会議システムは eK4、
学生募集は学生課というように学内で連携をとりながら対応していく。 
 
【香川大学】 
	 本学は eK4本部事務局としては、四経連とは情報交換はできているが、大学窓口から eK4に情報がお
りてきていない。学内で eK4が勝手に対応してくれるという誤解があるかもしれないので、流れを整理
している。他の大学でも同じようなことが起こっていないか確認するため、その他で議題として取り上

げた。 
 
【愛媛大学】 
	 四経連から本学の eK4窓口にはおそらく連絡はない。現在、eK4事務局から四経連に具体的な内容を
問い合わせ中ということであれば、その確認が出来次第、そういった連絡がくるのかもしれないが、現

時点では協力依頼等の連絡は来ていない。 
	 内容に関しては eK4もいろんな形で協力していく必要があるし、愛媛大も協力依頼があれば協力を検
討する。 
 
→この議題を挙げたもう一つ理由の一つとして、四経連から９月 20日にシステムの接続実験を行うとい
う案内が届いているかと思うが、このような状況で本当に調整が可能か、というのがある。愛媛大学の

ように連絡を受けていないというのは重要な情報かと思う。 
 
−−−−−−−ここで林事務局長のもとに四経連の協力依頼文書が用意される。 
 
四経連の常磐会長から有馬会長宛に来た協力依頼事項は３点ある。 
	 ●ライブ型システムの運用（事前の接続テストを含む） 
	 ●オンデマンド型コンテンツの作成およびシステム運用 
→ライブで接続しない大学のために LMS上で視聴できるようにしてもらいたいということで、これには
撮影も含め香川大学で対応する。 
	 ●コンソーシアムメンバー外である松山大学へのシステム連携 
→香川大学が eK4本部事務局として松山大学の担当と連絡を取り合いながら、接続テストを行っている。
すでに一度接続実験を行ったが、接続できなかった。９月 20日の接続実験に松山大学が参加できるか不
透明である。 
 
→徳島大学から指摘のあった学生集め等は eK4のタスク外と考えてよいと思う。 
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【高知大学】 
	 本件に関して、四経連から依頼状が事務に届いている。しかしながら、これを受けて、本学内の eK4
企画委員では議論していない。依頼事項が３項あったが、事務局判断で、これに協力できるということ

であれば、それぞれの大学に問い合わせていただいて合意が得られれば、協力していけば良いと思う。 
	 ただセミナーの内容そのものが“海外事業に携わる実務家を講師に招き、学生に海外文化に触れるこ

との重要性や海外事業の面白さを伝える”ということが大きな目的となっていると聞いている。この内

容そのものが、eK4 の教育目的とあまり関係がないという気がするし、四国の大学全体にとってはメリ
ットがあるという気もする。その内容について、この企画委員会で議論をする必要があるのではないか

と思う。 
 
	 →グローバルチャレンジセミナーのそのものの目標と eK4の目標とどの程度合致しているかという点
は重要かと思う。この内容は eK4の目標と違うと思われるかもしれないが、この協力依頼は、四経連か
ら直接 eK4ではなくて、各セミナー協力大学の窓口におりてきている。セミナー内容は各協力大学で既
に承認されていると聞いている。しかし、それを行うためのシステムがそろっていないので、eK4 に協
力してもらうというスタンスで四経連は動いている。 
	 よって、セミナーの内容そのものを eK4企画委員会で議論するのが適切かどうかは微妙である。今回
は協力依頼事項に絞って企画委員会で審議していきたいと思う。 
 
【高知大学】 
	 依頼事項の中に「オンデマンド型コンテンツの作成及びシステム運用」という項があるが、これは eK4
でコンテンツを作成するのか、コンテンツ作成に協力するのか、いかがでしょうか。 
 
→これに関しては徳島文理大学と四国大学がライブで参加できないと聞いているので、これらの大学に

対して短期間セミナー内容を視聴できるようにできないかということ。実際セミナーは香川大学で開講

するので、香川大学の eK4担当者が撮影し、コンテンツ化しそれを短期間提供するということを考えて
いる。よって、作成したコンテンツを eK4のコンテンツとして活用することは現時点では考えていない。
オンデマンドで参加できない大学へのサービス的な対応だと考えている。 
 
【高知大学】 
	 そういうことであれば、eK4 企画委員会でかかわることは、あまりなさそうなので、負荷のかかる香
川大学あるいは本部事務局が OKなのであれば、それで良いと思う。 
 
→今までの経験上、形式的にでも企画委員会マターで動いた方が良いと思われたので、議題にあげさせ

てもらった。基本的には企画委員会で出た意見をもとに事務局が中心となって進めていければと思う。 
 
【高知工科大学】 
	 本学は依頼文書が７月 27日付けで四経連の会長から本学学長宛に届いている。海外という文言が入っ
ているためか、国際交流部事務局が窓口となって、教務が対応することになりそうである。９月 20日の
接続実験も eK4は機器だけ貸し出すということになると思う。 
 
【徳島文理大学】 
	 eK4 の担当は本学ではメディアセンターが担当している。そこに確認をとると、セミナーの話は来て
いないということである。本学学長または理事長に依頼文が来ているのかも連絡がないので分からない。

おそらく eK4ではなく、どこかが対応すると思うが、テレビ会議システムのときに分からないことがあ
れば、eK4システム担当者が呼ばれるかもしれない。 
 
●今後企画委員会、システム専門委員会MLで情報を流していきたい。 
 
 
その他以下の質問があった。 
 
【鳴門教育大学】 
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テレビ会議システムに使用されるのは何か。 
 
→ポリコムです。 
 
【香川大学】 
	 eK4 の協力内容を明確にする必要がある。今回のセミナーは我々の趣旨と一意する内容もあると思うので、
協力していけたら良いと思う。技術的な面での協力ということだが、企画委員会マターで動いていくという今

回の対応で良いと思う。ただあまり自由度が減ってもいけないし、すぐ対応出来ることをわざわざ企画委員会

を通すのも大変だと思うので、その辺りはどのようにお考えですか。 
 
→その辺りの対応はルーティンワーク化が出来ていないので、ケースバイケースで柔軟に対応していきたいと

思う。今回の件について 初は事務局マターで動かしていたけれど、良い機会なので企画委員会で議事に挙げ

た。急ぎの場合はMLで対応していきたい。 
 
【徳島大学】 
	 ９月 20日の接続実験は何時からを予定しているのか 
 
→14時〜15時です。 
各大学で対応した窓口が eK4システム担当者の予定を考えずに回答している場合がある。 
 
【徳島大学】 
	 接続表はどこが作るのか。 
 
→事務局で作成している。 
 
【徳島文理大学】 
本学ではライブでは不参加となっているが、もしかしたらテレビ会議システムをよく分かっていない部署が回

答した可能性がある。どこが窓口対応したのか事務局で分かるか。 
 
→四経連に確認しなければ、事務局では分からない。 
 
【徳島文理大学】 
その辺りのことを四経連に問い合わせて、MLで流していただきたい。 
 
→9月２０日の接続実験の日程調整を窓口に問い合わせていると聞いた。そこで情報が錯綜しているようなの
で、一度四経連に確認したいと思う。 
 
●まず四経連に情報がうまく伝わっていないことを問い合わせる。情報経路が混乱するかもしれないが、この

対応は事務局に一任していただきたい。 
 
 
報告（１）外部評価委員長の選出  
	 事務局長から竹内守善氏の外部評価委員長就任の報告があった。 
	 	 	 	 	  
報告（２）外部評価委員会規則の整備等について  
	 事務局長から外部評価委員会規則の整備等について報告があった。 
 
報告（３）単位互換科目の運用に関する現状報告  
	 事務局長から運営委員会で出た意見について報告があった。 
 
報告（４）その他  
愛媛大学から以下の意見があった。 

 
【愛媛大学】 
	 本学の後期開講の「未来可能性を創造するための学び」について、現在履修受付の調整を行っているところ
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である。 
	 この科目は、香川大学開講の四国学のように１回目ガイダンスはライブ型配信ではなく、1回目からすべて
e-Learningで実施するので、１回目の配信には受講生の LMS登録を完了させておきたい。そのため締切りを
本来 9 月 24 日までのところを他大学の受講生に対しては９月 27 日に延長している。それでも連携大学から
10月の始めまで期限を延長できないかという依頼があったので現在調整している。 
	 e-Learning の場合は祝日等に関係なく開講できるので、年末年始の休みの期間にも授業を進めることが可
能かと思う。受講受付締切りを延ばし、開講時期を遅くしても、お正月等の長期休み期間も開講すれば 15、6
回分の授業を確保できる。e-Learningならそれが可能であると思うが、各大学のご意見をお聞きしたい。 
 
→【徳島文理大学】 
本学では履修期限については、仮受講票を出してもらい、それをもとにアカウント発行し、あとから正式な手

続きをしている。 
長期休暇の間の e-Learning 授業は、学生が実家に帰省している場合があり、その場合実家にインターネット
環境がない学生もいるかと思うので、これに関してはアクセス履歴があるかないかで判断している。 
 
→【香川大学】 
（林先生）本学開講の四国学については、祝日は開講、正月休み中は e-Learning も休みとする。祝日に開講
する意図としては、祝日による授業の振替を考えずに１週間ごとに規則的に開講するための配慮である。 
 
（寺尾先生） 
	 手続きに関しては仮登録のような期間がある。本学では、 終的な履修の確定が 10 月中旬で、履修確定ま
での期間は、学生は試験的にいろんな講義を選択できる。１回目のガイダンス時に受講生が確定することは不

可能である。１回目２回目の受講を逃す学生もいるが、そこはある程度しかたのないことである。そのように

運用することで 終的な履修の確定を延ばすことができるのかなと思う。 
 
−−−−−−会議終了の時間となったので、次回の議論となった。 
 
 
●次回は 10 月 24 日（水）12：10〜の予定。  
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平成 24年度第５回企画委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 24年 10月 24日（水）12：10～12：50 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】山城新吾	 （徳島文理大学） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題	 (1)	 平成24年度eK4事業実施計画の絞込みについて	 

	 	 (2)	 e-Learning登録締切り期限の延長・開講周期の変更について	 

	 	 (3)	 単位互換科目の運用について	 

	 	 (4)	 受講者数のカウント方法について	 

	 	 (5)	 新パンフレット作成について	 

	 	 (6)	 その他	 

	 

報告	 (1)	 企画委員の推薦について	 

	 	 (2)	 グローバルチャレンジセミナーの進捗状況について	 

	 	 	 

 
議題資料 
	 議題資料１．H24年度第５回企画委員会議事次第 
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（案）（修正） 

	 議題資料３．eK4単位互換科目の履修事務処理等に関する問題点 
	 議題資料４．事業実施計画の達成状況（抜粋） 
議題資料５．新パンフレット案 
 
報告資料１．H24年度第４回企画委員会議事録 
 

 
議題（１）平成 24 年度 eK4 事業実施計画の絞込みについて  
	 平成 24年度 eK4事業実施計画絞込みについて、平成 24年度に実施できない項目は計画から削除せず、注
釈をつけることで対応することで、了承を得た。 
 
議題（２）e-Learning 登録締切期限の延長・開講周期の変更について  
	 愛媛大学古賀先生から、e-Learning 科目のサイクルを 7 日周期ではなく 6 日周期にし、登録締切り期限を
延長してはどうかという提案があった。 
 

大学 出席者 陪席者 
徳島大学 荒木秀夫 

金西計英 
原田直樹 
近藤有紀子 

鳴門教育大学 宮下晃一 東博信 
香川大学 林敏浩 

寺尾徹 
岩城暁大 
植田めぐみ 

愛媛大学 古賀理和 
佐々木隆志 

城戸透 

高知大学 吉倉紳一 
立川明 

笹岡愛 

四国大学 － － 
徳島文理大学 山城新吾 － 
高知工科大学 吉田真一 － 
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これについて各大学から以下の意見があった。 
 
【香川大学】 
よい方法であると思う。学内で話し合った結果、６日周期でどれくらい混乱が起きるか分からないが、やって

みてはどうかという意見が多かった。また、６日周期では学生には分かりにくいので、「5 と 0 のつく日」等
にすれば少しは分かりやすいのではないかという意見もあった。 
 
【愛媛大学】 
	 １日ずつずれていくので学生にも教員にもプレッシャーとなるが、実施は可能である、と担当の教員からご

意見をいただいた。 終的に６日周期にするかどうかは、レポート締切り等を調節する担当教員の裁量であり、

担当教員の決めたことを eK4で認めるかどうかということを検討しなければならないと思う。 
	 また、この件と併せて、夏休み、冬休み、お盆休み等長期休暇をどのように考えるか、検討していただきた

い。本日は６周期の件についてご検討いただきたい。 
 
→（林事務局長）事務局の意見としては、e-Learningの実施方法は開講大学の意向に従うということなので、
言い換えれば、担当教員の裁量に従うという解釈もできる。 
 
愛媛大学の意見を受けて 
 
【香川大学】 
	 開講大学の意向に沿って開講し、その中で担当教員の裁量でうまく実施していけるなら問題ないと思う。 
 
【高知大学】 
履修登録締切りを変更しないのであれば、６日周期について議論する必要がないので、さきに履修登録の締切

りについて議論すべきではないのか。 
 
→（林事務局長）締切り期限の変更も踏まえた議論に変更したいと思う。 
 
【愛媛大学】 
	 本学では６日周期で e-Learningを実施するなら、履修登録締切りの延長は可能である。 
 
【高知工科大学】 
	 本学は担当教員の裁量にしたがうことに問題ない。 
 
【高知大学】 
	 履修登録期間に余裕を持たせることについて異論はないが、そのために e-Learning の期間を６周期にする
のは、疑問である。そういうことをしなくても、e-Learningのメリットの「いつでも、どこでも、何度でも」
を活かし、コンテンツはずっと視聴可能な状態にしておき、各回のレポートの期限をコントロールすれば良い

と思う。履修登録が遅れた学生には、登録した時点からレポート提出が間に合うように学生自身でスケジュー

ル管理させ、通常の登録期限までに登録した学生は、通常通り（７日周期）でもよいのではないか。 
 
→（林事務局長）古賀先生のご意見は e-Learning を６日周期でまわすということで、１回分のコンテンツの
視聴期限が６日ということではないと思うので、立川先生の今のご意見は古賀先生のご意見に近いと思う。 
 
→（愛媛大学・古賀先生）コンテンツはいつでも視聴できるようにし、各回のレポート提出を 6日周期に、と
いう意味の提案である。 
 
【高知大学】 
	 レポート提出が６日周期ということであれば、古賀先生とほぼ同じ意見である。 
 
【徳島大学】 
	 履修登録締切り期限が延長されることは学生の利便性が上がってよいことだと思うが、本学の事務の手続き

を考えると、各大学で履修締切りが違ってくると、それぞれの締切りに対応は出来ないので、eK4科目の締切
りとして一括で締切り期限を設けている。柔軟に対応していただけるのは、ありがたいが、１つの大学だけが
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締切りを延長できても、本学では対応が難しい。 
	 また本学では eK4 科目の履修は各学部の教務委員会で判断しているので、学生が直接履修登録出来ないよ
うになっている。eK4科目を学生が受講する場合は、教務委員会の許可を得てからという手順を踏んでいるの
で、どうしても時間がかかり、締切り期限が前倒しになってしまう。たとえ、本学の履修登録システムで他大

学 eK4科目が登録できるようになっても、教務委員会を通さなければ履修は許可できない。 
 
→（林事務局長）たしかに履修期間を延長しても各大学が追従できない問題もある。現時点でも eK4 科目を
すべての連携大学で履修を必修していないのは、提供される科目に対して各大学で履修可能するかどうかを判

断した後、受け入れるというフェーズになっているためで、そこは今とあまり変わらないと思う。 
 
【鳴門教育大学】 
	 受講者数を増やすために、履修登録締切りを延ばさなければならないことは理解しているが、学内ではそこ

まで議論が進んでいない。６日周期も１つの方法だと思うが、通常授業が７日周期で eK4 科目が６日周期だ
と学生が混乱すると思う。他の方法として、前期・後期ともに全部で 16〜7週くらいあるので、開講を２週間
程度遅らせても問題ないと思う。通常授業では祝日を考えればこういうことは難しいが、オンデマンド型

e-Learningであればできると思う。こちらの内容も検討していただきたい。 
 
→（林事務局長）祝日を考慮して各学期で週に余裕があるので、それを利用することも e-Learning では良い
方法であると思う。 
 
【徳島文理大学】 
	 柔軟に対応できるが、他の大学の判断をみて対応する。 
 
→（林事務局長）古賀先生からは、他の大学でも６日周期で実施してほしいということではなく、６周期で試

行しても良いかという提案だと思うので、今後はこういった観点からご意見いただければと思う。 
 
●MLや次回企画委員会で議論を進めていくことになった。 
 
議題（３）単位互換科目の運用について  
	 単位互換科目について各大学から事務処理について様々な問題点が出された。 
 
項目が多いので、今後議論していくために何を優先すべきかについて、以下の意見があった。 
 
【香川大学】 
	 シラバス掲載の問題について検討中である。 
 
【愛媛大学】 
	 本学では、学校行事との関係でライブ型の初回ガイダンスに学生が集まらないことが一番の問題にあがって

いる。 
 
→（林事務局長） 
	 24 年度後期から香川大学開講科目については連携大学学生に関しては、ライブ型ガイダンスの制約をなく
すことで対応しているので、この問題はクリアされていると思う。 
  
【高知大学】 
	 事務処理の問題に履修登録についての項目が多いと思うので、各大学の履修登録システムについて共通理解

をしていく必要がある。 
 
→（林事務局長）高知大学の意見を参考に、履修登録という観点から整理をしていきたいと思う。 
 
【徳島大学】 
	 高知大学のご意見の通り、各大学で履修登録の流れが違うので、その擦り合わせが必要と考える。 
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【鳴門教育大学】 
	 学生が本学のシラバスに掲載されていない eK4 科目をとるのは難しい。かといって、eK4 科目は今後継続
的に開講される保証がないため、本学シラバスに掲載することも難しい。 
 
→（林事務局長）確かに eK4 科目が今後も継続して開講していけるのかは保証されていない。このことも含
め、検討していきたい。 
 
【徳島文理大学】 
	 ライブ型ガイダンスについては、オンデマンドで対応していくということなので本学としては問題ない。ラ

イブ型にして無理にスケジュールをあわせる必要はないと思う。 
履修登録締切り問題については、本学では仮登録をし、LMS 設定等学習できる環境を先に整え、正式書類は
あとから処理しているので特に問題ない。 
 
→（林事務局長） 
	 ライブ型ガイダンスについてはオンデマンドに切り替えることで対応している。履修登録システムの共通理

解については、大事なポイントだと思う。それに必要な資料作成等は事務局で対応する。鳴門教育大学から意

見のあった eK4科目のシラバス掲載の難しさについては、各大学でいろいろな問題があると思う。 
 
●履修登録システムの共通理解、シラバス掲載の問題について今後重点的に議論を進めていく。 
 
議題（４）受講者数のカウント方法について  
【事務局意見】 
	 「四国学」「学際的専門科目」として提供している科目であれば、自校で e-Learningで開講されていなくて
もカウントしてはどうか。e-Learning は手法であり、eK4 の本来の目的は「地域に根ざしつつ高い専門性を
持つ人材の育成」なので、e-Learningにこだわる必要はない。 
 
●事務局意見について、議題資料４のように注釈をつけるのであれば、対面講義でも eK4 科目の履修者とし
てカウントすることが了承された。 
 
報告（１）企画委員の推薦について  
	 事務局長から高知大学吉倉先生から立川明先生の企画委員への推薦があり、承認されたことが報告された。 
 
報告（２）グローバルチャレンジセミナーの進捗状況について  
	 事務局長から四国経済連合会主催グローバルチャレンジセミナーの eK4協力状況について、10/22に行われ
た大学間接続実験の結果は概ね良好であったと報告があった。 
 
−−−−−−ここで会議終了の時間となった。 
 
議題（５）新パンフレット作成について  
時間となったので議論がなされなかった。 
 
 
 
●次回は事務局で日程調整する。  
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平成 24年度第６回企画委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 24年 11月 29日（木）12：10～12：50 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】山城新吾	 （徳島文理大学） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題	 (1)	 e-Learning締切期限の延長・開講周期の変更について（議題資料１）	 

	 	 (2)	 単位互換科目の運用について（議題資料２、参考資料１）	 

	 	 (3)	 新パンフレット作成について（議題資料３、参考資料２）	 

	 	 (4)	 H25年度事業実施計画について（議題資料４）	 

	 	 (5)	 H25年度単位互換科目の提供状況と受入れについて（議題資料５）	 

	 	 (6)	 その他	 

	 

報告	 (1)	 グローバルチャレンジセミナーのオンデマンド配信について	 

	 	 (2)	 H23年度事業報告の発行について	 

	 	  
議題資料 
	 議題資料１．e-Learning登録締切期限の延長・開講周期の変更に関わる調査 
議題資料２．各大学におけるシラバス掲載の問題について 

	 議題資料３．パンフレット意見 
	 議題資料４．H25年度事業実施計画・全体線表（案） 
議題資料５．H25年度 eK4単位互換科目一覧 
 
参考資料１．eK4単位互換科目の履修事務処理問題等に関する問題点 
参考資料２．パンフレット修正案 
 
報告資料１．H24年度第５回企画委員会議事録 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

大学 出席者 陪席者 
徳島大学 金西計英 原田直樹 

近藤有紀子 
鳴門教育大学 宮下晃一 東博信 
香川大学 林敏浩 

寺尾徹 
菱田かおり 
岩城暁大 
植田めぐみ 

愛媛大学 古賀理和 城戸透 
高知大学 吉倉紳一 

立川明 
三好康夫 

笹岡愛 

四国大学 村井礼 － 
徳島文理大学 山城新吾 － 
高知工科大学 吉田真一 － 
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議題（１）e-Learning 締切期限の延長・開講周期の変更について（議題資料１）  
	 愛媛大学提案の e-Learning の６日周期の開講について、各大学の意見を取りまとめた議題資料１に沿って
再度合意の確認を行った。 
 
【徳島大学】 
	 提供大学のスケジュールに合わせる。ただし、通常科目と周期がずれていくので、学生への周知徹底にご配

慮いただきたい。 
 
【鳴門教育大学】 
	 異論はない。学生が混乱しないように授業をすすめてもらいたい。 
 
【香川大学】 
	 合意する。６日周期で試行したときに、どのような問題があったかを報告していただけると有り難い。 
 
【愛媛大学】 
	 今回の「未来可能性を創造するための学び」は現在休講状態になっているが、６日周期で対応させていただ

ければと考えている。この科目は本学の学生には主題科目の e-Learning の集中講義になっている。６日周期
を認めてもらえるなら、他大学学生にも同じ対応をすることができる。また、e-Learning 運用に関して、各
担当教員の権限で、自由に e-Learning の期間を設定するようにすれば、長期休暇以外の日を効果的に活用で
きると思う。こういったことも踏まえて、今回は６日周期を試行的に実施すること認めてもらえればと思う。 
 
【高知大学】 
	 登録期間延長については、異論はない。ただ、授業担当教員が他の場所に居るので、６日周期に限定される

と困る。６日周期は、例えばの話であれば問題ないと思う。 
 
【四国大学】 
	 事務局に一任する。 
 
【徳島文理大学】 
	 履修登録に関しては、柔軟に対応する。各大学もご協力お願いします。６日周期の開講は、学生へ十分アナ

ウンスして運用していただきたい。 
 
●開講周期については e-Learning提供大学の方針に従うことで合意を得た。ただし、周期を変更した場合は、
学生が混乱しないよう配慮していただく。 
 
→【愛媛大学】 
	 次回のコンテンツ配信の時期、レポート提出期限について LMS や Facebook を活用しながら、学生には十
分周知していく。 
 
●長期休暇の対応については、今回は報告事項とする。 
 
議題（２）単位互換科目の運用について（議題資料２、参考資料１）  
	 単位互換科目のシラバス掲載、web履修登録について、各大学から以下の意見があった。 
 
【徳島大学】 
	 シラバス掲載は可能であるので、進めている。しかし、web履修登録は難しいので、すぐには対応できない。 
シラバス掲載に関して、他大学シラバスを本学のシラバスのフォーマットに対応させるために、少し編集を加

えるが、了承いただきたい。 
 
【鳴門教育大学】 
	 シラバス掲載、web 履修登録については、教務から了承を得られていない。本学の単位互換科目は eK4 で
開講している科目だけではない。eK4科目をシラバスに載せるとなると、他の単位互換科目まで載せなければ
ならなくなるので、難しい。 
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【香川大学】 
	 シラバス掲載については、担当教員を設定しなければならないので、他大学科目の担当教員をどうするか学

内で検討中である。また web登録が可能となると、今度は窓口と webでの二重登録が必要となり、混乱が生
じる可能性がある。現在は web履修登録画面等に eK4HPのリンクを貼り対応している。今後、各大学の対応
参考にしながら、問題を解決していきたい。 
 
【愛媛大学】 
	 現時点で履修に関しては、本学学生には愛媛大学開講の科目を含め、単位互換科目は１科目のみ履修を認め

ている。手続きとしては、共通教育チームに問い合わせ、履修を受け付けるという流れでおこなっている。 
	 シラバス掲載に関しては、シラバスは２種類あると考えている。本学学生にとっては「未来可能性を創造す

るための学び」は他の主題科目と比べて、前述のとおり履修制限がついているが、あくまで主題科目である。

つまり、他の主題科目と同様に学内用 webシラバスで見ることができる。他大学学生に対しても webシラバ
スをオープンにしている。ただ、学内用 web シラバスは主題科目としてのシラバスであって、eK4 科目とし
てのシラバスは eK4HPに掲載されている eK4シラバスという認識である。本学学生も他大学学生も eK4科
目として確認する場合は、eK4HPにある eK4シラバスを使うことになっている。 
 
【高知大学】 
	 学内で詳細な検討を行い、資料で報告したとおりである。基本的にシラバス掲載及び web 履修登録への対
応は可能だが、他大学の申請書類の郵送期限に依存するので、期限が本学の事務処理以前であれば、対応でき

ると考えている。 
 
【四国大学】 
	 資料とおりで、シラバス掲載・web履修登録の予定はない。希望者には別途シラバスを配布し対応していく。 
 
【徳島文理大学】 
	 システム上、シラバス掲載・web履修登録への対応は難しい。学生への周知徹底・eK4HPへの誘導でしば
らく対応していく。 
 
【高知工科大学】 
	 資料のとおりである。サポート体制が整えば、すぐに対応できる状況である。 
 
●議題で出た意見は情報共有して、今後各大学対応を検討していただきたい。事務局では、各大学の状況のと

りまとめ、企画委員会への報告等を行っていく。今後個々に問題が生じてくると思うので、切り出して議題提

案させていただきたい。 
 
議題（３）新パンフレットについて（議題資料３、参考資料２）  
	 新パンフレット修正内容について以下の意見があった。パンフレット内容に関しては、企画委員会で決め、

デザインは事務局で担当する。 
 
【徳島大学】【鳴門教育大学】【香川大学】【徳島文理大学】【高知工科大学】 
	 議題資料とおり。追加修正はなし。 
 
【愛媛大学】 
	 学生向けの STEP３「先着で人数制限される場合があります」の部分は、「先着であり、人数制限される場
合があります」という言い方の方がよい。 
	 また、これは企画委員会のあり方に関係してくることだが、一般向けの企画委員会の「・教育プログラムの

設置」「・各種コースの設置」はタスクとして内容が重いと思う。ここまで実際企画委員会でやるのか疑問で

ある。特に「・各種コースの設置」は来年度の年度計画にも関わることだと思う。 
 
→（林事務局長の意見）「・教育プログラムの設置」の項目は教育専門委員会のものを企画委員会が引き継い

だタスクである。確かに教育プログラムの設置は、各大学が対応していかなければならない項目なので、eK4
での対応と各大学での対応の切り分けが必要だと感じた。 
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【高知大学】 
	 学内で事務担当、教員で検討して回答した通りである。十分検討していただきたい。 
 
【四国大学】 
	 他の大学の修正案も含め、特に異論はない。 
 
●修正案に沿ってパンフレットを作成していく。愛媛大学から出た意見は事務局で検討していく。 
 
議題（４）H25 年度事業実施計画について（議題資料４）  
	 林事務局長から事業実施計画案及び線表は運営委員会でほぼ合意がとれていると報告があった。 
 
この案をベースに各大学で詳細化をしていくことについて、以下の意見があった。 
 
【徳島大学】 
	 現状は特になし。25年度の「※」部分については改めて検討していかなければならないと思う。 
→（林事務局長）各大学から何か意見が出れば、調整していきたい。 
 
【鳴門教育大学】【香川大学】【高知工科大学】 
	 この計画案に従って進めていく。 
 
【愛媛大学】 
	 「⑪著作権処理の共同対応の検討・実施」は eK4 全体として対応していくには、重たいタスクだと思う。
本当に実施可能なのか気になる。 
→（林事務局長）⑪に関しては、実際どういう対応していくか、事務局で原案を出せていない状態である。し

かし、外部評価委員会でも指摘があったので、検討を進めていかなければならない。どう進めていけば良いか、

今後企画委員会の議題に挙げることも考えている。 
 
【高知大学】 
	 平成 25年度事業実施計画については異論なし。 
	 線表に関しては、愛媛大学古賀先生の意見に関連することだが、再検討した線表の「著作権処理の共同対応

の検討・実施」が eK4 の教材作成等の大きな障壁になっている。これを出来るだけ早く解決しなければなら
ない。「検討・実施」の期限を明確にする必要がある。この点を検討していただきたい。 
 
→（林事務局長）著作権処理については今までは先延ばしにしていたが、検討期限を設ける方向で進めていく。

まずは事務局で原案を作成していく。 
 
【四国大学】 
	 「⑪著作権処理の共同対応の検討・実施」については以前に事務局からメールを頂いたときに、WGを作る
よりも、まずは事務局で原案を作成してほしいと申し上げた。また、著作権処理の問題は、個々にコンテンツ

を作るときの問題と大学間での権利処理の問題がある。まずは各大学の著作権処理の許諾規程について調べた

方が良い。企画委員会で議題にするのであれば、各大学の規程から調べていくのが良いと思う。 
 
【徳島文理大学】 
	 再提案の線表に異論は無い。 
先ほどから出ている⑪著作権処理は、企画委員会では重い内容であれば、新たに委員会を立ち上げるのも一つ

の方法だと思う。 
 
●平成 25年度事業実施計画及び線表について合意が得られた。なお、「⑪著作権処理の共同対応の検討・実施」
については、事務局で原案作成、各大学の規程調査等の作業を進めていき、次回の企画委員会の議題に挙げる。 
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議題（５）H25 年度単位互換科目の提供状況と受入れについて（議題資料５）  
	 平成 25年度単位互換の提供状況について愛媛大学から以下の報告があった。 
 
【愛媛大学】 
	 「未来可能性を創造するための学び」は来年度前期開講の予定で進めている。予定が決まり次第メールで連

絡する。 
 
報告（１）グローバルチャレンジセミナーのオンデマンド配信について  
	 事務局長からグローバルチャレンジセミナーのオンデマンド配信について報告があった。 
 
報告（２）H23 年度事業報告書発行について  
	 事務局長から平成 23年度事業報告書発行の報告があった。 
 
●次回は事務局で日程調整する。  
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平成 24年度第７回企画委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 24年 12月 25日（火）13：30～14：30 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】山城新吾	 （徳島文理大学） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題	 (1)	 H25年度事業実施計画詳細案について（議題資料１）	 

	 	 (2)	 H24年度事業実施計画の達成状況について（議題資料２）	 

	 	 (3)	 著作権の共同対応について（議題資料３）	 

	 	 (4)	 新パンフレット作成について（議題資料４）	 

	 	 (5)	 共同研究シンポジウムの開催について	 

	 	 (6)	 H24年度事業報告書の作成について	 

	 

報告	 (1)	 H25年度単位互換科目の提供状況と受入について（報告資料１）	 

	 	 (2)	 ニュースレター11号について	 	 

	 	  
議題資料 
	 議題資料１．H25年度事業実施計画詳細案 
議題資料２．H24年度事業実施計画の達成状況 

	 議題資料３．著作権に関わる調査資料 
	 議題資料４．パンフレット修正案 

 
報告資料１．H25年度単位互換科目受け入れ状況表 

 
議題（１）H25 年度事業実施計画詳細案について（議題資料１）  
	 各大学にH25年度事業実施計画の詳細案について回答していただき、事務局でとりまとめた（議題資料１）。 
 
これについて、各大学から以下の意見があった。 
 
【徳島大学】 
	 特に意見はない。 
 
【鳴門教育大学】 
	 まだ詳細案は回答できていないが、25年度も今年度と同様に①を中心にすすめていく。 
 

大学 出席者 陪席者 
徳島大学 金西計英 原田直樹 

近藤有紀子 
鳴門教育大学 宮下晃一 東博信 
香川大学 林敏浩 

寺尾徹 
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 

－ 

高知大学 － － 
四国大学 － － 
徳島文理大学 山城新吾 － 
高知工科大学 妻鳥貴彦 － 
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【香川大学】 
	 議題資料どおりで、特に②、③の項目について、検討をすすめている。②の教育プログラムについては、ニ

ーズ調査を行うことが必要だと考えている。③のオープンコンテンツ化については、現在保有しているコンテ

ンツをオープンコンテンツ化できるかどうかの検討からすすめていきたいと考えている。 
 
→（林事務局長）香川大学の補足で、本学ではあがっている 11 項目以外で「他大学から提供された科目につ
いて、香川大学のシラバス、オンラインシラバスへの掲載を目指す」を、その他の項目として明示したいと考

えている。他の大学でも 11 項目以外で記載したい項目があれば、事務局に連絡していただきたい。事務局の
方でとりまとめていきたいと思う。 
 
【愛媛大学】 
	 まだ詳細案の回答ができていないが、基本的に 24 年度と同様に計画している。①については、既にご連絡
しているが「未来可能性を創造するための学び」を 25 年度後学期に提供する予定である。それに伴い、いろ
いろな開発もすすめている。 
 
【高知工科大学】 
	 詳細案がまだ提出できていない。24年度と同様の実施計画で進めたいと思う。 
 
【徳島文理大学】 
	 eK4関係の事務処理を中心となってすすめてくれる事務職員が現在いない状況なので、コンテンツの新規開
発等が非常に難しい。提供科目については、本年度提供した科目は、来年度も引き続き提供する予定である。

また、25年度は他大学提供科目の本学の履修生をもう少し増やせればと思う。 
 
【eK4本部事務局】 
	 H25年度実施計画の詳細案に関しては、特に③のオープンコンテンツ化について事務局で検討した結果、日
本オープンコースウェア・コンソーシアム（JOCW）の調査を行う予定である。実は JOCWからも eK4の加
盟の打診が来ている。 
 
●H25年度事業実施計画詳細案は、未提出分が揃い次第、企画委員会で報告する。なお、検討結果は３月の運
営・外部評価委員会で報告する。 
 
議題（２）H24 年度事業実施計画の達成状況について（議題資料２）  
	 各大学に H24 年度事業実施計画の達成状況について回答していただき、事務局でとりまとめた（議題資料
２）。 
 
これについて、各大学から以下の意見があった。 
 
【徳島大学】【鳴門教育大学】【徳島文理大学】 
	 提出した資料どおりで、特に追加はない 
 
【香川大学】 
	 だいたい予定どおり進められていると思う。 
 
【愛媛大学】 
	 実施計画で実施可能としている項目は、達成できている。「未来可能性を創造するための学び」については、

かなり遅れているが随時アップしていく予定である。 
 
【高知工科大学】 
	 まだ回答ができていない。本学の達成状況については、検討中のところはそのままの状態である。 
 
【eK4本部事務局】 
	 H24年度事業実施計画の達成状況は資料どおりである。特に地域サポーターに関してはほとんど動かなかっ
たというのが大きな反省点である。 
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●H24年度事業実施計画の達成状況は、未提出分が揃い次第、企画委員会で報告する。なお、検討結果は３月
の運営・外部評価委員会で報告する。 
 
議題（３）著作権に関わる共同対応について（議題資料３）  
	 事務局で著作権処理について、連携大学の調査をとりまとめたところ、規則的にはあまり整備されていない

状況だった。また職務発明規程等はあるので、職務として作成したコンテンツは職務著作規程で対応できそう

である。議題資料３には広島大学や OCW等、他の組織の著作権規程等を調査した結果も記載している。多く
の大学は、（大学連携の形をとっていないので自ずとそうなるが）各大学内部にそれを専門とする部局があり、

処理を行っている。具体的には知財、社会連携、教育センター系の一部がそれを担っていた。 
	 共同対応については、eK4事務局で一括して対応してはどうかという意見があったが、それについても現在
調査中である。状況としては、共同対応可能だが、以下の問題点がでてきた。 
	 	 ・集約効果が見込めない。 
	 	 ・連絡プロセスが多くなる。また著作者にも分かりにくい。 
	 	 ・事務局のタスクが多くなり、人が足りない。 
	 	 ・著作権処理は eK4、コンテンツの所有権は大学となったときに、その著作物の使用権等の包括的なコン

トロールが難しくなり、権利処理が煩雑になる。 
 
	 著作権処理に関しては、共同対応していくのではなく、各大学の知財や社会連携などの特許を取り扱う部局

に対応をお願いする、ということを事務局原案としたい。 
 
	 この事務局原案について、各大学から以下の意見があった。 
 
【徳島大学】 
	 学内で e-Learning を行っていた７、８年前に、著作権について知財担当者に相談したことがあるが、特許
と著作権は別物なので、著作権を知財が対応するのは違うのではないかと当時の担当者に言われた。 
 
【鳴門教育大学】 
	 学内に知財を担当する部署はあるので、著作権処理を行ってもらえるか相談してみる。 
 
【愛媛大学】 
	 この eK4を機に、e-Learningの著作権処理について、社会連携推進機構内に委員会が立ち上がっている。
共同対応については、林事務局長の提案で対応するのが良いと思う。 
 
【高知工科大学】 
	 本学では知財にあたる研究支援部があるが、文字通り研究に関することが主である。その意見を踏まえて、

大学としてどう対応したら良いかご相談させてもらう。 
 
【徳島文理大学】 
	 本学は特許や発明に関する規程はあるが、著作権に関する規程はないと思う。現在詳しく調査中である。知

的財産に関する部署は本学にはないので、教材に関する著作権等も対応を考えているのが現状である。今後、

大学間連携してたくさん科目を作っていくというのでなければ、事務局の提案どおりで良いと思う。 
 
●著作権に関して調査を継続し、今後企画委員会で議論を進めていく。 
 
 
議題（４）新パンフレット作成について（議題資料４）  
	 パンフレットの修正案について以下の意見があった。 
 
【徳島大学】【鳴門教育大学】【香川大学】【愛媛大学】 
	 特に意見はなし。 
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【高知工科大学】 
	 特に問題はないが、可能であれば、もう少し具体的な科目名や今後はどのような科目が開講されるかが記載

されていた方が良いと思う。 
 
【徳島文理大学】 
	 高知工科大学の意見と同じで、具体的な科目名が入っていた方が良い。 
 
●企画委員会で出た意見を反映し、デザインをすすめていく。何か問題等気づいたことがあれば、五月雨式に

事務局に連絡していただきたい。 
 
 
議題（５）共同研究シンポジウムの開催について  
	 共同研究シンポジウムは、研究プロジェクト専門委員会が企画するシンポジウムとして、これまで事業実施

計画に掲載されていた。しかし、共同シンポジウムは単独開催では開催しておらず、事業報告シンポジウムの

１セッションとして開催していた。今年度は、別で開催するのか、例年どおり事業報告シンポジウムの１セッ

ションとして開催するのか、企画委員会で方針を決めていきたい。 
 
各大学から以下の意見があった。 
 
【徳島大学】【鳴門教育大学】【香川大学】【徳島文理大学】 
	 今年度は時間も予算もないので、例年と同じ事業報告シンポジウムの１セッションとして開催するほうがよ

い。 
 
【愛媛大学】 
	 本学で開催するのは難しいが、開催には協力する。 
 
【高知工科大学】 
	 開催に協力する。共同研究シンポジウムの内容案として四国学の受講生や担当教員を招いて話を開いてみる

とか、出来ることからやっていけば良いと思う。 
 
●３月６日事業報告シンポジウムの１セッションで行うことを第一原案として検討していく。 
 
議題（６）H24 年度事業報告書の作成について  
	 平成 24年度事業報告書の掲載資料を事務局で集約している。個々で eK4に関連した活動を行っている大学
や、eK4に関わる取り組みを研究発表された先生は、その報告資料の提供を検討していただきたい。また、今
までの事業報告書で、追加・削除項目があればご意見を頂きたい。 
 
各大学から以下の意見があった。 
 
【徳島大学】 
	 事業報告書で追加・削除項目の意見はない。本学ではシステム面について学生に発表してもらっているので、

事務局に報告資料等を提出したいと思う。 
 
【鳴門大学】【愛媛大学】【香川大学】【徳島文理大学】 
	 特に追加・削除項目について意見はない。 
 
【高知工科大学】 
	 特に意見はない。 
 
→（林事務局長） 
	 高知工科大学には eK4事務局から moodleのモジュール開発を依頼しているので、この取り組み等について
報告していただければと思う。 
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→（高知工科大学） 
	 開発はすすめているので、事業報告書に載せられるような報告資料を作成したいと思う。 
 
●平成 24年度事業報告書は、５月に電子出版できるよう事務局ですすめていく。 
 
報告（１）H25 年度単位互換科目の提供状況と受入について（報告資料１）  
	 事務局長から、現状説明があった。 
 
報告（２）ニュースレター11 号について  
	 事務局長からニュースレター11号発行の報告があった。 
 
●次回は事務局で日程調整する。  
 
 

e-Knowledge Consortium Shikoku129



e-Knowledge Consortium Shikoku

平成24年度　第８回　企画委員会

130



 

 

平成 24年度第８回企画委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 25年 1月 31日（木）12：20～13：00 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】山城新吾	 （徳島文理大学） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題	 (1)	 H25年度事業実施計画案について（議題資料１）	 

	 	 (2)	 H24年度事業実施計画の達成状況について（議題資料２）	 

	 	 (3)	 著作権の共同対応について（議題資料３）	 

	 	 (4)	 新パンフレット作成について（議題資料４）	 

	 	 (5)	 事業報告シンポジウムおよび共同研究シンポジウムの開催について（議題資料５）	 

	 	 (6)	 その他	 

	 

報告	 (1)	 H25年度単位互換科目の提供状況と受入について	 

	 	 (2)	 その他	 

	 	  
議題資料 
	 議題資料１．H25年度事業実施計画詳細案 
議題資料２．H24年度事業実施計画の達成状況、H24年度事業実施報告（案） 

	 議題資料３．著作権に関わる調査資料 
	 議題資料４．パンフレットデザイン 
	 議題資料５．H24年度シンポジウムについての検討 

 
報告資料１．H25年度単位互換科目受け入れ状況表 
報告資料２．H24年度第２回運営委員会、外部評価委員会議事次第（案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学 出席者 陪席者 
徳島大学 金西計英 原田直樹 

近藤有紀子 
鳴門教育大学 宮下晃一 東博信 
香川大学 林敏浩 

寺尾徹 
菱田かおり 
岩城暁大 
植田めぐみ 

愛媛大学 古賀理和 城戸透 
高知大学 吉倉紳一 

立川明 
三好康夫 

石川愛 

四国大学 村井礼 － 
徳島文理大学 山城新吾 － 
高知工科大学 吉田真一 － 
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議題（１）H25 年度事業実施計画案について（議題資料１）  
	 事業実施計画について、すべての大学が実施できない項目に関しては、今年度と同様に＊を付し対応するこ

とが事務局から提案された。 
 
これについて、各大学から以下の意見があった。 
 
【徳島大学】【鳴門教育大学】【香川大学】【愛媛大学】【四国大学】【徳島文理大学】【高知工科大学】 
	 変更はない。事務局の提案に異論はない。 
 
【高知大学】 
	 詳細案に変更はない。＊の件も異論はない。ただ各大学が個別に対応する課題と eK4 全体でやらなければ
ならない課題と仕分ける必要があると思う。 
	  
 
●すべての大学が対応できない項目については＊をつけ、実施できないことを示すことが承認された。 
また今後の企画委員会では、事業実施計画の eK4全体でやらなければならない課題の仕分けを検討していく。 
 
追加で、香川大学から以下の報告があった。 
【香川大学】 
	 事業実施計画の⑪項目に挙げられていない項目「香川大学シラバスに単位互換科目を掲載する」を重点項目

として別添している。 
 
議題（２）H24 年度事業実施計画の達成状況について（議題資料２）  
	 H24年度事業実施計画の達成状況について、各大学から以下の補足説明があった。 
 
【徳島大学】【鳴門教育大学】【四国大学】【高知工科大学】 
	 提出した資料どおりで、特に変更はない 
 
【香川大学】 
	 表の赤字箇所の文言を追記した。 
 
【愛媛大学】 
	 まず「未来可能性を創造するための学び」についてご迷惑をおかけして申し訳ありません。 
	 この科目については、現在 10月にガイダンスを配信し、10月にガイダンスレポート締切り、1月下旬に 12
回までコンテンツを配信、1月末を 12回分のレポート締切り、そして残り動画を配信し、2月 16日にレポー
ト締切り、２月 22 日までに成績を出し、各種事務手続きを行って、２月 27 日までに各大学に成績を報告す
るという段取りですすめている。 
	 事業実施計画について変更はない。 
 
【高知大学】 
	 実施可能な項目はできるだけ対応してきたつもりである。 
表については、①の項目の達成状況にある「四国の自然環境と防災」の履修者数を 1名から 2名に修正してい
ただきたい。 
 
【徳島文理大学】 
	 ①の達成状況について「地方政府論」「情報社会論」の履修者をそれぞれ 3名から 2名に修正した。 
 
【eK4本部事務局】 
	 表の赤字箇所を変更修正した。 
 
●H24年度事業実施計画の達成状況は、企画委員会でオーサライズされた。 
	 ３月の運営・外部評価委員会にこの達成状況をあげる。 
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議題（３）著作権の共同対応について（議題資料３）  
	 前回の企画委員会で、著作権処理について、各大学の担当部局に依頼するという方向で、大筋の合意形成が

できた。 
 
	 今後検討する上で、各大学の担当部局に依頼する場合に著作権処理として何を想定しているのか明確にしな

ければならない。事務局としては以下の２項目を想定している。 
	 １．e-Learningコンテンツの中で使用されている著作物の利用許諾を取る。 
	 ２．作成した e-Learningコンテンツの著作権をどこに帰属させるのか決定する。 
 
	 この事務局の提案について、各大学から以下の意見があった。 
 
【徳島大学】 
	 １のコンテンツ教材の中で使われている著作物の処理は大きな課題だと理解している。 
	 ２の著作権の帰属に関しては、学内では決まっていない。その状態で、各学部でコンテンツが作成されてい

る。よって、帰属について決着をつけずに進めているので、この問題が学内のいろいろな事情にも絡んでくる

ことが危惧される。大学や本人に著作権の帰属を決めてしまうのは微妙なところである。 
 
【鳴門教育大学】 
	 １のコンテンツ内の著作物の許諾については、eK4事務局で一括対応してもらえると有り難いが、現実的に
は難しいと思う。学内でもそういった対応はあまりやっていない。実際のところ各教員がその辺に配慮しなが

ら、コンテンツを作っていくしか仕方がないと思う。 
	 ２に関してはコンテンツを作成した各教員に権利があると本学の知的財産ポリシーで記載されていて、職務

著作にするのは難しい状況である。 
	  
【香川大学】 
	 学内でもコンテンツはいくつか作られているので、そういったものの取り扱いをちゃんと整理しておくこと

が必要だと思う 
 
【高知大学】 
	 ２の eK4 コンテンツの著作権の帰属については大学もしくは教員に帰属すると考えているが、必ずしも学
内で統一的な見解が得られている訳ではない。 
	 １コンテンツ内の著作物の利用許諾に関しては、eK4で組織的に取り組んでいただきたい。そうしないとコ
ンテンツの作成を依頼するときにこれが大きな障害となり、これ以上コンテンツを作ってもらうことが困難に

なっていくと懸念している。是非、コンテンツ内で引用、使用したりする図や表、写真につきましては、でき

るだけ事務局で一括対応していただければと思う。 
 
【四国大学】 
	 まず大前提として著作者が誰になるのかが抜けていると思う。eK4コンテンツでは作成した職員が著作者に
なるとは完全には言えない。今回の場合は、職務著作になると思う。鳴門教育大学の知的財産ポリシーを見て

みると「著作権は著作者に帰属する」と書いてあるが、その著作者が誰であるかは明示されていない。そうす

ると原則的にいくと、これは雇用者である大学側の著作物になる。そういうことは学内で検討しておかないと

いけないことだと思う。作成したコンテンツが大学の著作物となると、e-Learning コンテンツ内の著作権処
理は帰属する大学の問題となると思うので、eK4で一括処理していくのは難しいと思う。これによって、先生
方からのコンテンツ提供等の協力が少なくなってしまうということが現実問題としてあるとは思う。eK4コン
テンツの場合は、職務著作になると思うが、著作者が誰になるかという判断をしなければならない。そのあと

で財産権の検討を別途していただきたい。 
 
→（林事務局長） 
	 著作者が誰かという議論が抜けていたということでよろしいでしょうか。 
 
→【四国大学】 
	 はい。職務著作規程があれば大学側が著作者になると思うので、この場合はどう権利処理を行うかを議論す

れば良いと思う。たたき台としてある鳴門教育大学知的財産ポリシーによると「著作権は著作者に帰属する」

とあるが、職務著作になった場合は、どう処理するかは議論されていないと思う。名前を付けるか等の著作者
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人格権については記載されていないが、それは各大学の問題で切り分けて考えなければならないと思う。 
 
【徳島文理大学】 
	 本学は発明著作規程しかないので、著作権処理については学内でもルールができていない。 
	 また先ほど著作者は誰かということが挙げられたが、以前、四国学のコンテンツ作成するときに、本学では

学長名で担当教員に依頼をだしていたが、本来は eK4 全体として依頼を出すべきだと思った。こういった問
題はちょくちょく出でくると思うので、もう少し時間をかけて検討していかなければならないと思う。 
 
【高知工科大学】 
著作権処理に関して本学は規程がないので、現状でタッチできていない。ネット上でのコンテンツ公開は各先

生が個人レベルでされていたことなので、学内で検討できていない。 
 
【愛媛大学】 
	 愛媛大学知的財産権規程を確認したところ、この規程の中に著作物に関してのことは記載されていて発明の

承継等の規程は確かにある。ただ、著作権処理に特化した、または著作物に限定した処理についてのガイドラ

インはない。本学では著作物に関しては、他の特許および発明等の一部として規程があるのみとなっている。 
 
 
●四国大学村井先生や高知大学の意見を受けて、eK4事務局で整理する。 
	 四国大学村井先生には引き続きご助言いただきたい。 
 
→（村井先生） 
弁理士の先生にいつでも質問できるようになっているので、専門家の意見を聞きながら対応できると思う。 
 
その他、以下の意見があった。 
【四国大学村井先生】 
コンテンツ内の著作権処理に関して、明治大学では、教員が気になる部分をすべてリストアップし、大学側が

著作権処理している。この例を参考にしても良いと思う。これは大学内で処理していたが、eK4で処理するか
どうかの議論になると思う。 
 
 
議題（４）新パンフレット作成について（議題資料４）  
●パンフレットデザイン案については、期間を設けメールで審議することになった。 
 
議題（５）事業報告シンポジウムおよび共同研究シンポジウムの開催について  
	 セッション２：「eK4の教育システム基盤の新たなる利活用」について、eK4内だけではなく外部の活動や、
各大学が各自で行っている eK4関連の活動を報告してもらうことが事務局から提案された。 
 
これについて、各大学から以下の意見があった。 
 
【徳島大学】 
シンポジウムなので eK4 内で閉じるのではなくて、広く考えても良いのではないかと思う。特に四経連との
今後の関係にも関わるので、事務局原案で良いと思う。 
 
【鳴門教育大学】【香川大学】【愛媛大学】【高知大学】【四国大学】【徳島文理大学】 
事務局の原案に異論はない。 
 
（林事務局長） 
高知工科大学にはシステム専門枠として発表を行ってもらう予定です。よろしくお願いします。 
 
【高知工科大学】 
はい。よろしくお願いします。 
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●セッション１までの日程を関係各所に送付し、セッション２については、eK4内だけではなく、eK4に関わ
った外部の方や、各大学独自の活動について報告してもらうことが承認された。 
 
報告（１）H25 年度単位互換科目の提供状況と受入について（報告資料１）  
	 事務局長から、現状説明があった。 
 
報告（２）その他  
単位互換科目受入れについて、愛媛大学、徳島文理大学から以下の報告があった。 
 
【愛媛大学】 
	 単位互換科目の受入れについて、徳島大学提供の２科目を受入れる。 
 
【徳島文理大学】 
	 本学も徳島大学の２科目を受入れる予定ですすめている。 
	  
 
●次回は事務局で日程調整する。  
 
 

e-Knowledge Consortium Shikoku135



e-Knowledge Consortium Shikoku

平成24年度　第９回　企画委員会

136



平成 24年度第９回企画委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 25年２月 21日（木）15：30～16：30 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】山城新吾	 （徳島文理大学） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題	 (1)	 新パンフレット作成について（議題資料１）	 

	 	 (2)	 運営・外部評価委員会・シンポジウムについて（議題資料２）	 

	 	 (3)	 著作権の共同対応について（議題資料３）	 

	 	 (4)	 その他	 

	 

報告	 (1)	 映像制作研修会について	 

	 	 (2)	 その他	 

	 	  
議題資料 
	 議題資料１．パンフレットデザイン（高知大学意見） 
議題資料２．運営・外部評価委員会議事次第・シンポジウムプログラム 

	 議題資料３．著作権に関わる調査資料 
 
報告資料１．「映像制作研修会 in香川」報道発表資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学 出席者 陪席者 
徳島大学 － 原田直樹 

近藤有紀子 
鳴門教育大学 宮下晃一 

藤原伸彦 
犬伏隆章 

香川大学 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 

城戸透 

高知大学 立川明 
三好康夫 

石川愛 

四国大学 山本耕司 
村井礼 

楫完治 

徳島文理大学 山城新吾(15:50〜) － 
高知工科大学 妻鳥貴彦 

吉田真一 
－ 
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議題（１）新パンフレット作成について（議題資料１）  
	 新パンフレットの学際的専門科目について、高知大学から文言修正の依頼があった。学際的専門科目の説明

として、以下の原案を事務局で作成した。 
・四国学を中核としてそれを発展させた、または、関連する教養・専門科目である。また、連携大学の学生が

履修共有するにふさわしい科目もこの科目カテゴリに含む。 
 
この原案に対して高知大学から意見があった。 
 
	 せめて、“四国学を中核にしてそれを発展させた科目、または、それに関連する教養科目、もしくは専
門科目です。”に修正。 
	 それにしても、「学際専門科目」なのにどうして教養科目なのでしょうか。それとも、教養・専門科目とは

「教養科目」と「専門科目」ではなく、「教養・専門科目」なる新しいカテゴリの科目なのでしょうか。 な
お、“また、連携大学の学生が履修共有するにふさわしい科目もこの科目カテゴリに含む。”の“履修共有する
にふさわしい科目”がどのようなものか理解できません。特定の科目が“履修共有すること”を勧められている
のでしょうか。今までそのようなことを聞いた記憶がないのですが。 
 
高知大学から以下の補足があった。 
【高知大学】 
	 この意見を提示した委員が欠席なので、詳細は分からないが、おそらく文章の問題ではないかと思う。「学

際的専門科目」が主語となっているので、教養科目であるというくくりはおかしいのではないか。 
 
→（林事務局長） 
	 確かに専門科目としているのに、”教養科目である”とするのは、見た目のズレが発生する。なお、これまで
の経緯を説明すると、学際的専門科目は申請段階では四国学に対して、それを専門的に扱う科目、例えば四国

学で地震や災害等の学習をした後に、災害被害をどのように減災すれば良いかを学ぶための土木や建設等の専

門的な科目などに位置づけていた。しかし、eK4 を実際立ち上げてみると、そういった科目を上手く設定し
e-Learning 化することが出来なかった。そこで、四国学に関連する科目、四国学と言い切るには難しい科
目を学際的専門科目というカテゴリの中においた。それが現状で、当初の理念とはずれている。これを機会に

見直しをしていきたい。 
 
	 また後半の“履修共有するにふさわしい科目”についての問い合わせだが、履修共有することを勧められて

いるのですかという問いに関しては２つの立場がある。１つは、学際的専門科目として現在実施している科目、

例えば「コンピューターと教育」は元々の定義から考えると、学際的専門科目に該当しないという解釈にもと

れる。そういった科目を包含するために、学際的専門科目の定義を拡大してはどうかという事務局の考えであ

る。２つ目は運営・企画委員会で既に議論されてきたが、特に運営委員会の方から各大学が共通して履修でき

る科目は e-Learning 化してはどうかという意見があった。それに関して、実質はまだ動いてはいないが、
そういった共通性のある科目、あるいはリメディアル科目が今後 eK4 科目として入ってきた場合、それらを
拡張定義した学際的専門科目の中に含めればという意図があった。これに関しては、説明不足のまま原案を出

してしまい、少し誤解を招いたが、これをたたき台に議論してもらえればと思っている。 
 
→【高知大学】 
	 事務局側の意図は分かったが、パンフレットを読む人は、学際的専門科目という言葉を初めて見る人

を対象としていると思うので、初めて見る人がこれを読んだだけで分かるような文章にしていただきた

い。おそらく意見を出した本学の委員も、内容が分かりにくいという考えだったと思う。 
 
事務局原案や高知大の意見について、各大学から以下の意見があった。 
 
【高知工科大学】 
	 ここがパンフレットのメインではないので、あまり変更しなくても良いと思う。 
 
【四国大学】 
	 事務局の提案通りで良いと思う。 
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【徳島大学】 
	 学際的専門科目の前に概念付けをして説明すれば、分かりやすくなると思う。 
 
【鳴門教育大学】 
	 確かに「ある目的の」という書き方は気になるので、「ある目的の」を「関連する人材育成のための」とし

てはどうか。また、本事業は四国学を中心に行っているので、学際的専門科目の説明は２行でも構わないと思

う。 
 
【愛媛大学】 
	 学際的専門科目は設立当初から使われていたが、現状からすると四国学以外の教養科目という位置づけが強

いと思う。学際的「専門科目」が誤解を招くと思うので、この際、学際的科目に名称変更してはどうか。名称

変更がなかなか難しいのであれば今までの言葉を踏襲して、どういった授業を提供していくかを含めて変えて

いく必要があると思う。 
	 また eK4で取り扱っている e-Learning科目は学部科目か大学院科目かをパンフレットには明記する必要が
あるのではないか。本学でも医学部の大学院科目で e-Learning を使ったものもある。連合農学科で使われて
いる e-Learning科目もある。 
	 学部科目、大学院科目を明記すること、学際的専門科目という言葉を変え学際的科目とすることを来年度以

降検討するというのはどうか。 
 
●上記の意見をもとに eK4 事務局で検討していく。企画委員会である程度の方針が決まり次第、運営委員会
で審議して行くことになった。 
 
議題（２）運営・外部評価委員会・シンポジウムについて（議題資料２）  
	 林事務局長から３月６日に開催される運営・外部評価委員会・シンポジウムについての説明があった。 
 
●議事資料の通り、運営・外部評価委員会・シンポジウムを執り行うことが承認された。 
 
議題（３）著作権の共同対応について（議題資料３）  
	 村井先生から著作権について（議事資料３）の説明があった。 
 
これについて各大学から以下の意見があった。 
 
【愛媛大学】 
	 eK4設立から、著作権処理を合理的に行うかが議論されてきたが、今回、より具体的な一歩を踏み出すと考
えれば良いか。 
 
→（林事務局長） 
	 まず、我々が取り組まなければならない問題の意識の擦り合わせ出来ればと思う。それに加え、これから何

をするべきかという意見をいただければと思う。 
 
→【愛媛大学】 
	 まずは著作権処理を各大学でやるのか eK4 の中で組織を作ってやるのかということを決めて、その後具体
的に進めていかなければならないと思う。 
 
【高知工科大学】 
	 著作権処理については、企画委員会で議論されたことを踏まえて学内でも話し合っていきたい。 
 
【高知大学】 
	 分かりやすい説明をありがとうございました。 
	 議事資料の２ページ目の緑色の部分が課題という認識で良いと思う。赤色部分の eK4 事業におけるコンテ
ンツ利用許諾に関しては、今はコンテンツを作成した先生とかわしている。eK4 設立当初にこれについては、
徳島大学で使っているコンテンツ利用許諾書を金西先生からサンプルとして出してもらい、それをもとに作り

替えてという経緯があったと思う。現在使っている利用許諾書の文面は、著作者はコンテンツ作成者というこ

とになっていると思うので、そこのところが分からない。 
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	 また、緑色の権利処理のページについて、ここまで詳しくやる必要はないかもしれないとおっしゃっていた

が、引用の場合、著作権処理は必要ないのか、お聞かせください。 
 
→（林事務局長） 
	 前者の eK4 でかわしている利用許諾契約書については、議題資料にかかれていることとズレがあるかもし
れない。手元に資料がないので、後で香川大学の場合でも確認してみたいと思う。徳島大学の事例も今まで

e-Learning の経験があるので、それほど問題になってないと楽観的に考えているが、これを機会にもう一度
検討しなければならないと思う。 
	 引用については、私は問題ないと考えています。村井先生はいかがでしょうか。 
 
→【四国大学村井先生】 
	 引用については著作権法第３２条のところに記載されているので、問題ないと思う。 
 
→（林事務局長） 
	 何ページ分もの文章を引用するといったことは出来ないと思うが、論文やスライド等で引用するのは、出典

元等を明記すれば問題ないと考えている。 
	  
【徳島大学】 
	 供託金という考えがなかったので参考になった。学内でも職務著作規程が曖昧なところもあるので、これを

各大学が早急に整備しなければならないと思う。 
 
【徳島文理大学】 
	 たたき台として非常によい資料だと思う。使用している教材の契約の結び直しになるかもしれないが、検討

していかなければならないと思う。 
 
【鳴門教育大学】 
２点質問がある。 
①	 出典を書いておけば大丈夫ということだが、写真等も大丈夫なのか。 
②	 ２ページ目の四国大学の事例に「教科書の内容をスライドで利用…出版社に問い合わせたところ、受講生

に教科書購入を義務づければ利用 OK」と書いてあるが、対面授業の場合は OKかもしれないが、e-Learning
でパワーポイントをネット上に公開して使用するときに出版社は同じような対応をしてくれるのか。 
 

	 全体としては職務著作になるか、今のところ本学ではちょっと難しい状況だと思う。ただ、一方で２ページ

目の eK4 で取りまとめて著作権処理するのであれば、職務著作として扱わなければ、成り立たない仕組みだ
と思う。個人が著作権者になると供託金を個人毎に出資するということになるので、すこし現実的ではないと

思う。 
 
→（四国大学村井先生） 
①	 引用の範囲について、個々別々に考えなければ現実には難しいと思う。論文に使う場合は大丈夫だと思う

が、映像を使うとかは難しいかもしれない。もう少し調べてみるので、回答を保留させていただきたい。 
②	 四国大学の場合、スライドを使った授業を録画配信する、及び資料をネット上に公開するということに関

して出版社に問い合わせたところ、教科書さえ買ってもらえれば問題ないと回答をいただいた。しかし、出

版社によって方針が変わる可能性もある。しかし教科書を買えばこういうことは認めてもらえる傾向にある

と思う。 
 
→（鳴門教育大学） 
	 ありがとうございました。 
①について、例えば百科事典の写真を使用している先生もいると思うが、そういった写真が使えるかどうか分

かり次第、教えていただきたい。 
 
●四国大学村井先生と相談しつつ、eK4事務局で今後の方針を整理し、企画委員会で議論を進めていくことに
なった。 
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議題（４）その他  
	 平成 25年度単位互換科目の受入れについて、高知大学から以下の提案があった。 
—————————————————————————————————————————————————————— 
平成 25年度も新規科目が 2つ提供されることが決まっており、 各大学で受入の審議をするよう指示がござい
ましたが、 聞くところによると、作成の目途はたっているものの、 現段階では未完成とのことですので、 本
学としては受入の 終決定ができずにおります。 これまで受入についてはシラバスの情報のみで判断してお
りましたが、やはり、受入の審議をする前には、以下の 2点はクリアしておき、事前にコンテンツの視聴とい
ったことも必要ではないかと思われますのでご検討のほどよろしくお願いいたします。  
	 (1)コンテンツが完成していること  
	 (2)90分×15回の学習時間が確保されていること 
—————————————————————————————————————————————————————— 
 
この提案について、各大学から以下の意見があった。 
 
【香川大学】 
	 高知大学の提案を支持したい。しかし、今までにもコンテンツが 15 回分完成していても途中で内容を変更
したり、授業を進めながらコンテンツを開発したりといったことがあった。原則として高知大の提案で良いが、

例外をどこまで認めるのか、あるいは例外は認めないのかということを今後議論していかなければならないと

思う。事前にコンテンツが決まっていれば運用は安定するので、この２点を前提に進めていけば良いと思う。 
 
【愛媛大学】【四国大学】【徳島文理大学】 
この提案に異論はない。 
 
【高知工科大学】 
	 この提案で良いと思うが、リアルタイムにアップデートしながら行いたいという科目もあると思うので、予

めコンテンツが用意できない科目に関しては、受け入れ大学が１年間様子を見てから判断するというやり方で

も良いと思う。 
 
【徳島大学】 
	 本学の企画委員の金西先生と相談してから、正式に回答する。 
 
【鳴門教育大学】 
	 高知大学の意見も もだと思うが、対面授業でもまずシラバスがあり、後から授業がついてくるので、出来

ればシラバスの内容で受け入れの判断をしてほしい。 
 
●保留議題として、今後企画委員会で検討を進めていくことになった。 
 
報告（１）映像制作研修会について（報告資料１）  
	 事務局長から、3/17に開催される映像制作研修会についての報告があった。 
 
	 	  
●次回は事務局で日程調整する。  
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平成 24年度第 10回企画委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 25年３月 26日（火）11：00～12：00 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】山城新吾	 （徳島文理大学） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題	 (1)	 新パンフレット作成／学際的専門科目（議題資料１・議題資料２）	 

	 	 (2)	 単位互換科目を新規開講する際の条件について（議題資料３）	 

	 	 (3)	 著作権の共同対応について	 

	 	 (4)	 その他	 

	 

報告	 (1)	 運営委員会・外部評価委員会の提言等について（報告資料１）	 

	 	 (2)	 その他	 

	 	  
議題資料 
	 議題資料１．新パンフレット案（事務局再々提案） 
議題資料２．新パンフレット「学際的専門科目」について 

	 議題資料３．新規開講科目の受け入れの審議について 
 
報告資料１．平成 24年度第２回運営委員会での指摘_外部評価委員会提言 
 
 
 

議題（１）新パンフレット作成について（議題資料１・議題資料２）  
	 新パンフレットの学際的専門科目の記述について、有馬会長と林事務局長で話し合った結果、以下の対応で

進めていくことが提案された。 
	 ・パンフレットの発行と学際的専門科目の位置づけの議論を切り分ける。 
	 ・パンフレットには、学際的専門科目は明示的に説明しない。 
	 ・四国学に関する科目提供が中心であるという説明にする。 
	 ・学際的専門科目については今後も企画委員会で議論を進める。 
 

大学 出席者 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 
犬伏隆章 

香川大学 林敏浩 
寺尾徹 

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 

城戸透 

高知大学 立川明 
三好康夫 

石川愛 
有澤英之 

四国大学 山本耕司 楫完治 
徳島文理大学 山城新吾 － 
高知工科大学 妻鳥貴彦 

吉田真一 
－ 

e-Knowledge Consortium Shikoku143



またパンフレットの該当部分は以下のような修正案が提案された。 
○タイトル修正  
	 	 四国学と学際的専門科目→提供科目 
○文章修正 
	 	 四国の広域的課題、資源の魅力、ブランド、歴史、地勢、文化、伝統などを扱った四国学に関する

科目群を中心に提供しています。 
 
この事務局の提案について各大学から以下の意見があった。 
【徳島大学】【鳴門教育大学】【香川大学】【高知大学】【四国大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】 
	 特に異論はない。 
 
【愛媛大学】 
	 事務局の提案に異論はない。しかし大学科目なのか、大学院科目なのか、専門科目なのか今後検討が必要だ

と思う。 
 
●新パンフレットの内容に関して事務局の提案が承認された。学際的専門科目については、事務局で内容を整

理し、次回企画委員会で資料を提出する。 
 
議題（２）単位互換科目を新規開講する際の条件について（議題資料３）  
	 林事務局長から高知大学から出された提案について説明があった。 
	  
高知大学からの単位互換科目を新規開講する際の条件の提案	  
	 (1)コンテンツが完成していること  
	 (2)90分×15回の学習時間が確保されていること 
 
	 各大学から以下の意見があった。 
 
【徳島大学】 
	 本学でコンテンツ提供する場合は、提供する担当教員を信用することが前提にあり、事前にコンテンツの内

容をチェックすることは難しい。今後本学で新規作成するコンテンツに関しては e-Learning サポート室で編
集を行っているので、様々な人が目を通す。コンテンツ化に携わる部署でコンテンツの確認はしている。完結

していないコンテンツは出す予定はないので、15回分は確認できている。 
	 また他大学から提供された科目を本学で受け入れる場合でも、他大学が提出したシラバスの内容を全面的に

信用することが前提だと思うので、提供された科目に関しては他大学を信用して受け入れをしている。 
しかし、通常の授業でも担当教員の健康上の問題等で授業が行えないといったことが起こる。こういう突発的

な事象に関しては、集中講義に切り替える等、学生が不利益を被らないよう 大限対応していけば良いと思う。 
個人的には、提供される科目は 後までコンテンツがあることを信用するというスタンスである。 
 
【高知大学】 
	 この条件については、本学から提案させて頂いた。今まで本学はシラバスの内容だけで判断し、単位互換科

目を受け入れてきた。しかし今後はシラバスの内容だけではなく、コンテンツが予定通り提供される見込みが

あるか、90分×15回分の学習時間が確保されているか、ということも判断基準に含めていきたいと考えてい
る。事前のコンテンツの視聴確認等は判断の例として挙げたもので、それを要求していることではない。例え

ば、15 回分のコンテンツ作成計画書等の共通フォーマットを作り、提出してもらえれば本学としても受け入
れの判断材料になる。必ずしもコンテンツの視聴確認の要望を出しているわけではないので、ご理解頂きたい。 
 
→（林事務局長） 
	 そうなると、シラバスと同じタイミングで計画書提出となるが、その理解でよろしいか。 
 
【高知大学】 
	 はい。とりあえず科目を受け入れるための判断材料がほしい。 
 
【鳴門教育大学】 
	 本学は、シラバスに基づいて受け入れを判断している。本学ではこの方法で問題は起こっていない。15 回
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分の内容がシラバスに記載されているので、コンテンツがシラバスの提供後に作られるとしても、そのことは

シラバスに書かれていると思う。それでなぜ判断が不十分なのかと思う。e-Learningは新しい形態の授業で、
多くの一般の方からは、どういうふうに提供されているのかいまひとつ確証が持てないので、このような心配

が出てくるのだと思う。とりあえず各大学が判断基準として提出するのは、シラバスのみで十分だと考えてい

るが、それに加え、e-Learningコンテンツの信頼性を高めるための取り組みをしなければならないと思う。 
 
【香川大学】 
	 コンテンツをすべて視聴確認することは難しいと思う。ファイルがあるか、項目ごとにどこまでコンテンツ

が準備できているか等は別途フォーマットがあるので、それでどれくらい準備されているか確認することは出

来ると思う。そういった上で、先ほど提案があったように、共通のフォーマットを作って、各大学が提供に責

任を持つという方法は良いと思う。こういう方法で、ある程度判断材料が客観的に確保できると思う。是非そ

ういう形でやっていければと思う。全体としては、提供側はシラバスに掲載した内容に関しては責任を持ち、

受け入れ側はそれを信用するしかない。ただ、どこまで信用するかは各大学のスタンスで判断すれば良いと思

う。例えば、シラバスの内容だけでは足りない、コンテンツの内容そのものを見させてほしいといった要望が

あるかもしれない。コンテンツの中身をすべて見た上で判断する、そういったスタンスで判断して受け入れる

ことがあるかもしれない。それは各大学の状況によって異なってくるのではないかと思う。今のところ本学と

しては、シラバスの情報をもとに判断する。その後に問題が生じたら、そのときに対応する。 
	 また e-Learning の中身の質の確保については、全体の問題としてあるので、これについては数年規模で議
論して共有されていく仕組みがあれば、質は十分確保されると思う。 
 
【愛媛大学】 
	 今まで本学では、単位互換科目は共通教育としての科目のみ受け入れてきた。eK4の単位互換科目は共通教
育の中の教養教育科目としてとらえている。そういう観点で、共通教育センターの専門部会で検討して、受け

入れを判断してきた。本学としては共通教育の教養教育科目として開講するので、15 回分あるかとかコンテ
ンツの中身ではなく、他大学の提供される科目がどれくらいのレベルの授業か提供大学での科目の位置づけを

重視して判断していた。 
	 また(2)に関しては、他大学の提供科目は他大学を信用して受け入れる。提供する側としては、サポート体
制を強化し 15回分のコンテンツをちゃんと確保することを保証していく方針でいきたい。 
 
【四国大学】 
	 基本的に単位互換科目を受け入れるということは、提供大学を信用するということが 低限のスタンスだと

思う。受講する側の学生は、提供されているコンテンツを信用して受講するということなので、学生が置き去

りにならないことが重要である。15 回分のコンテンツを事前にチェックするのではなくて、シラバスで十分
だと考えている。 
	 むしろ、シラバス通り、あるいは作成されている 15 回分のコンテンツをそのまま提供するのではなくて、
受講学生の進行状況を見ながら、授業について来られていない学生に対しては、十分フォローできる体制を作

ることが重要である。臨機応変に、多少シラバスの内容を逸脱しても学生が満足できる e-Learning 作りをし
ていってほしい。 
	 個人的な意見ではあるが、科目を受け入れるというのはシラバスのみで判断できると思う。また、事前にコ

ンテンツをチェックするのも難しいと思う。 
 
【高知工科大学】 
	 コンテンツが既に完成したものを提供するか、授業を進めながら順次アップデートするかは、科目の提供側

が決めることであると個人的に感じる。受け入れ側は納得できなければ、予めコンテンツをいつまでに準備す

る、あるいは授業を進めながらコンテンツも作っていく等の情報を提供し、これとシラバスで判断すれば良い

と思う。 
 
【徳島文理大学】 
	 科目を提供する以上は、毎週の進行に影響なくコンテンツが提供されるのは前提条件である。これは提供大

学のメンツにかけてやっていただきたい。個人的に高知大学の意見でも良いと思うが、毎週の 15 回分の授業
に影響が出ないようにコンテンツが確保されていれば、後は柔軟に対応ということで良いと思う。コンテンツ

のアップデートに関しては、本学の科目でもやっていることなので、順次やっていければと思う。 
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●e-Learning のコンテンツが確実に提供されるという信頼性の担保という観点から、特に高知大学からの意
見にあったコンテンツ作成計画表等も視野に入れながら事務局で運用案を出す。また e-Learning の脆弱性を
フォローできる運用方法を今後企画委員会で議論していく。 
 
議題（３）著作権の共同対応について  
	 著作権の共同対応について、各大学で特に進展はなかった。 
 
●四国大学村井先生と相談しながら企画委員会で検討を進める。 
 
報告（１）運営委員会・外部評価委員会の提言等について  
	 林事務局長から３月６日に開催された運営・外部評価委員会で出た意見について説明があった。 
 
これに対して各大学から以下の意見があった。 
【徳島大学】 
	 運営・外部評価委員会からの提言は、これから対応していかなければならないと思う。来年度に向けて、実

施できるものは実施していきたい。本学としては e-Learning 科目を２科目提供することからはじめる。公開
講座については、実施するところがあれば協力していきたい。 
 
【鳴門教育大学】 
	 特に意見はない。 
 
【香川大学】 
	 地域との関係で、いろいろな貢献の仕方が考えられるのではないかという提案があった。これには、どれく

らい体制を整えられるかという問題がある。四国の大学の力を合わせながら、四国の地域に関して、どのよう

なことをやっていくのか、大きな地域貢献の枠組みが語られる必要がある。その中で、どういうことが出来る

のかということがある。いろいろな所で e-Learning や動画を発信して地域と繋がる取り組みが進んでいると
思うので、そういった団体と連携し、コンテンツ作りが出来たら良いと思う。 
 
【愛媛大学】 
	 外部コンテンツの利用促進については、各教員に利益になると思うので、今後検討をすすめていってもらい

たい。 
 
【高知大学】 
	 今後の検討項目については、委員長・副委員長で決めてほしい。 
 
【四国大学】 
	 運営委員会および外部評価委員会で出たご意見は、どれも もだと思う。事務局で優先順位を決めて企画委

員会で議論していきたい。 
 
【高知工科大学】 
	 運営・外部評価委員会で出たご提言は、前から出ていることもあるので、難しい問題もあると思うが、地道

に努力していくしかないと思う。本学としては、十分な協力・貢献ができていないと思うので、今後十分に貢

献していくことが課題である。 
 
【徳島文理大学】 
	 運営・外部評価委員会で様々な意見を頂いたが、出来ること、出来ないことがあるので、新年度の企画委員

会で検討を始めたい。すぐ出来る項目もあるし、長々続けても仕方ない、例えば地域サポーター等は削除の方

向で進めても良いかなと思う。まずは四国大学の意見にあったように優先順位を決めて検討していきたい。 
 
報告（２）３月 17 日開催	 映像制作研修会 in 香川について  
	 岩城技術補佐員から、3/17に開催された映像制作研修会についての報告があった。 
	 当日の様子をビデオ撮影しており、連携大学から視聴希望があれば、LMSで公開することも検討している。 
 
●次回は事務局で日程調整する。  
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大　学 氏　名 役　職

徳島大学 高石　喜久 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 有馬　道久 理事（教育担当）

愛媛大学 松本　長彦 理事（教育担当）・副学長

高知大学 深見　公雄 理事（教育担当）・副学長

四国大学 川本　幸彦 副学長

徳島文理大学 中村　昌宏 総合政策学部長・教授

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 24年度第１回運営委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 24年９月６日（木）10：30～11：30 
 
場	 所：Polycom を利用した遠隔会議 
 
出席者：  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１開会	 有馬会長挨拶 
 
２議題	 (1)	 平成24年度eK4事業実施計画の絞込みについて	 

	 	 (2)	 企画委員会下部組織の統合について	 

	 	 (3)	 新パンフレット作成について	 

	 	 (4)	 その他	 

	 

３報告	 (1)	 外部評価委員長の選出について	 

	 	 (2)	 外部評価委員会規則の整備について	 

	 	 (3)	 単位互換科目の運用に関する現状報告	 

	 	 (4)	 その他	 

	 

４閉会	 深見副会長挨拶	 

 
配布資料 
	 議題資料１．H24年度 e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画の絞込み 
議題資料２．eK4企画委員会下部組織の統合案 

	 議題資料３．eK4新パンフレット作成案 
	 報告資料１．e-Knowledgeコンソーシアム四国外部評価委員会規則 
報告資料２．単位互換科目の受講生を増やす方策について（各大学の意見） 
報告資料３．eK4単位互換科目の履修事務処理等に関する問題点  
参考資料１．eK4パンフレット 
参考資料２．eK4ニュースレター10号 
 

 

大学 運営委員出席者 陪席者 
徳島大学 高石	 喜久 荒木	 秀夫 

原田	 直樹	 	 近藤	 有紀子 
鳴門教育 
大学 

西園	 芳信 宮下	 晃一	 	 藤原	 伸彦 
曽根	 直人	 	 東	 博信 

香川大学 有馬	 道久 
 

林	 敏浩	 	 	 寺尾	 徹 
菱田	 かおり	 岩城	 暁大 
植田	 めぐみ 

愛媛大学 松本	 長彦 古賀	 理和	 	 佐々木隆志 
神	 知彦	 	 	 長野	 智 
城戸	 透 

高知大学 深見	 公雄 吉倉	 紳一	 	 三好	 康夫 
立川	 明	 	 	  
笹岡 愛	 	 	 有澤	 英之 

四国大学 － 
村井	 礼（企画委員：代理出席） 

－ 

徳島文理 
大学 

－ 
 

山城	 新吾（途中退席） 

高知工科 
大学 

－ 妻鳥	 貴彦	 	 吉田	 真一 
古谷	 陽 
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会長挨拶 
	 本日はお忙しい中ご出席ありがとうございます。ただ今から本年度第１回運営委員会を開催させていただき

ます。 
	 本日は本年度の事業実施計画についてご審議いただくわけですが、これは昨年３月の外部評価委員会におい

て実施内容をもう少し絞り込んではどうかというご指摘を頂いたことを踏まえて、各大学にお願いして準備し

てきたものでございます。本年度末の外部評価委員会で良い評価が頂けますように、本日のご審議と今後の実

施取り組みをよろしくお願いしたいと考えております。このほか組織のあり方や単位互換科目の運用に関する

現状報告等、限られた時間の中でたくさんのことをご審議いただくことになりますけれど、活発かつ円滑な議

事進行にご協力くださいますようお願い申し上げます。 
	 また先ほど林先生からもご紹介がありましたが、今回も遠隔会議システムを使って会議を行いますが、近々

このシステムを使って講義をしてくださいます四国経済連合会の皆様がシステム見学のためにお越しくださ

いましたことを申し伝えておきます。 
	 それではこの後林事務局長の進行で会議を進めさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 
 
議題（１）平成 24 年度 eK4 事業実施計画の絞込みについて  
	 資料１ 事業実施計画の絞込み案について、以下の意見があった。 
 
【徳島大学】 
	 （荒木先生）徳島大学の意見としては、これまでは四国に関することを取り上げてコンテンツ化してきたが、

今後は各大学の個性を生かしたコンテンツ作成、提供を検討してはどうか。本学では来年度に向けて２つの科

目（コンテンツ）を提供予定だが、１つは徳島県を題材にしたコンテンツ、もう１つは徳島大学のユニークな

研究についてのコンテンツを準備している。 
出来ましたら、他の大学でも独自の個性あるコンテンツを提供、四国全体で共有できるような事業をしていけ

ばよいと思う。 
	 香川大学事務局がまとめた絞込み案について異論はない。 
 
→（林事務局長）大学の個性に関したコンテンツ作りについては、今後企画委員会で検討していきたい。 
 
【鳴門教育大学】【香川大学】【愛媛大学】【四国大学】【eK4事務局】 
絞込み案について、特に意見はない。 

 
【高知大学】 
	 （深見先生）絞込み案の内容に関しては特に異論はない。しかし、主幹校である香川大学も実施しない項目

を事業実施計画に載せるのはどうかと思う。また多くの大学が実施しない・出来ない項に関しては、実施計画

から削除すべきである。これらに関して検討してもらいたい。 
 
→（林事務局長）外部評価委員会で、eK4は様々な事業計画をたてているが、検討で終わっている項目が多い
との指摘があった。今回、絞込み案を作成したことで、多くの大学が実施できない項目が明確化されたので、

今後の企画委員会で項目の削除等を検討していきたい。 
 
【徳島文理大学】 
	 （代理：山城先生）特に意見はない。運営委員の中村先生がご不在なので、以降の議題も事務局に一任する。 
−−−ここで山城先生ご退席−−− 
 
【高知工科】 
	 （代理：吉田先生）案に関して特に異論はない。本学は工学部系・マネジメント系を扱った大学なので、な

かなか四国に関したコンテンツ提供等の協力が難しいが、出来るだけ協力していきたいと思う。 
 
●徳島大学、高知大学から頂いた意見をもとに、企画委員会で事業計画の項目削除等を議論する。 

 
議題（２）企画委員会下部組織の統合について  
	 ●システム専門委員会以外の企画委員会下部組織の統合について、運営委員会で合意がなされた。 
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議題（３）新パンフレット作成について  
	 企画委員会の意見をもとに作成したパンフレットの事務局案について以下の発言があった。 
 
【徳島大学】【鳴門教育大学】【香川大学】【四国大学】【愛媛大学】【高知工科大学】 
	 事務局案に異論はない。 
 
【高知大学】 
	 （深見先生）ページ数裏表１枚、eK4 ホームページアドレスを記載して eK4 ホームページへ誘導させると
いう事務局案には賛成である。ただ一般向けと学生向けの２種類のパンフレット作成を提案されているが、も

ちろん予算、労力面で問題なければ２種類作成で良いが、eK4のホームページに誘導させるのであれば、記載
内容に学生向けの内容も含めた１種類のパンフレットで対応できるのではないか。 
 
→（林事務局長）２種類についてどれだけ違いがでるか、まだ詰められていない状況である。場合によっては、

ほぼ同じ内容のものが出来る可能性もある。まず２種類作成する方向で、高知大学から出たご意見も参考に進

めていきたい。 
 
●事務局案と高知大学の意見をもとに企画委員会でパンフレット作成を進めることで合意が得られた。なお、

パンフレットのデザイン等は事務局で対応する。 
 
議題（４）その他  
特になし 

 
報告（１）外部評価委員長の選出  
	 事務局長から竹内守善氏の外部評価委員長就任の報告があった。 
	 	 	 	 	  
報告（２）外部評価委員会規則の整備等について  
	 事務局長から外部評価委員会規則の整備等について報告があった。 
 
外部評価委員会規則について以下の意見があった。 
 
【愛媛大学】 
	 （松本先生）既に運営委員会で審議されているので、規則が制定されることには問題ないが、制定日ははっ

きりさせた方がよいと思う。この規則を見たときに、制定日が記載されているほうが良いと思うので、検討し

ていただきたい。 
 
→（林事務局長）規則に制定日を付記したものを最終版として改めて運営委員会にメール報告したい。 
 
【他７大学】 
制定日付記について特に異論なし。 
 
●規則に制定日を付記することが合意された。 
 
報告（３）単位互換科目の運用に関する現状報告  
報告資料２、３について以下の意見があった。 
 
【徳島大学】 
	 （高石先生）報告資料 2の受講生を増やす方策については、各大学の各年度の受講生人数を調査したデータ
が資料としてないので、現状を認識するためにそういったデータがほしい。 
 
→（林事務局長）今回の資料にはないが、データは持っている。そのデータに基づいて検討していければと思

う。 
 
【鳴門教育大学】 
	 （西園先生）報告資料２の鳴門教育大学①を改善すれば、履修者の増加につながると思う。そういった点か
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ら今後検討していく必要がある。 
 
【香川大学】 
	 （寺尾先生）現在オムニバスの科目を提供しているが、専属教員がいないので、手間がかけにくい問題があ

る。そういった意味で、たくさんの教員が関わっているような授業で、いかに丁寧な運用をするかを考えたと

きに、かなり合理的な非常に手間をかけずに済む形にするには、相当割り切った形の授業と、一方で一人の先

生が授業全体として１つのコンテンツにしてしまって 15 回授業をやる、そうなれば普通の授業にかけている
手間とそんなに変らず手間をかけることが出来る。このように授業による使い方が必要だと考えている。受講

生が増えてきたら、そういう手間が無視できない。例えば受講が 1000 人 2000 人になれば丁寧な対応が出来
ないと思う。そういったところでどういう授業の形態に合理化していくか、むしろそこは丁寧に授業の振り分

けをしていく必要があると考えている。 
 
【愛媛愛学】 
	 （松本先生）報告資料２の愛媛大学①に関して、本学では現在他大学提供の eK4 科目を共通教育科目とし
て扱っているが、提供元の大学ではその科目を何として扱っているか提示していただくと、科目を利用すると

きの判断材料になり、非常にありがたい。 
	 また②に関しては、本学もさらに受講生を増やすために検討していきたい。 
 
→（林事務局長）①については企画委員の古賀先生にも既にご指摘いただいている。平成 25年度の eK4で取
りまとめているシラバスでは自校でどのように開講しているかを記載する項目を追加する方向で進めている。 
 
【高知大学】 
	 （深見先生）本学で提供している科目「流れと波の災害」は、本学の学生に関して言えば、対面で授業して

いるので eK4の e-Learning科目として履修することは認めていない。ただ私の理解では、自学で提供されて
いるコンテンツも自学の学生が履修することを認めているという大学もあるように記憶している。そのあたり

の受講人数のカウントのしかたが大学によって違うので、受講人数のカウント方法を検討していただきたい。

あるいは、各大学の方針に従ってカウントするのであればそれはそれで構わない。 
 
→（林事務局長）自学の学生の履修を認める大学も確かにある。例えば、香川大学開講の「コンピュータと教

育」は、自学の学生にも eK4 科目として認めている。高知大学のように認めない大学もある。受講人数のカ
ウント方法と統計方法を今後検討していきたい。 
 
【四国大学】【高知工科大学】 
特に意見なし。 
 
●企画委員会に持ち帰り検討を進める。eK4全体で推進する際には運営委員のサポートをお願いしたい。 
 
報告（４）その他  
特になし 

 
深見副会長挨拶  
	 本年度から eK4 の副会長を仰せつかっております、高知大学深見です。色々な意味で香川大学にはご苦労
をおかけしております。四国の大学がこのようなシステムを使って、それぞれの授業を他の大学の学生に提供

するという考え方について、前から申し上げている通り非常に重要視をしております。昨今の文部科学省の

色々な方針を見ておりますと、教育の面でいろんな大学が連携せよと盛んに出てきております。連携をすると

いうことは、学生や先生が移動するということは大変ですから、こういった e-Learning システムを駆使して
いくということになります。eK4はそれに先んじてこういうシステムを取り入れ、連携の教育をしていくとい
うことの構築プログラムです。今後ますます eK4の事業が発展して、有機的に各大学が連携を出来るように、
私どもも一生懸命やりたいと思いますし、ご協力をお願いしたいと思います。 
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平成 24年度第２回運営委員会	 議事録 
 

日	 時：平成 25年３月６日（水）10：00～11：00 
 
場	 所：Microsoft Lyncを利用した遠隔会議 
 
出席者：【司会】林敏浩	 （香川大学） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１開会	 有馬会長挨拶 
 
２議題	 (1)	 平成24年度の事業実施報告（議題資料１、別添資料１、２、３）	 

	 	 (2)	 平成25年度の事業計画について（議題資料２、別紙資料４）	 

	 	 (3)	 コンソーシアム四国会長選出規程について（議題資料３）	 

	 	 (4)	 新パンフレットの作成について	 

	 	 (5)	 その他	 

	 

３閉会	 深見副会長挨拶	 

	 	  
議題資料 
	 議題資料１．H24年度 e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施報告 
議題資料２．H25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会長選出規程（案） 
議題資料４．新パンフレット（案） 

	  
	 別添資料１．H22、H23、H24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利用状況 
	 別添資料３．H24年度 eK4事業絞り込みおよび達成状況 
	 別添資料４．H25年度 eK4事業実施計画の詳細検討 
	  
	 参考資料	 	 新パンフレットの「学際的専門科目」について 
	 関係資料	 	 ニュースレター  
 
 
 

大学 出席者 陪席者 
徳島大学 荒木秀夫（代理出席） 金西計英 

原田直樹 
近藤有紀子 

鳴門教育大学 宮下晃一（代理出席） 藤原伸彦 
東博信 

香川大学 有馬道久 林敏浩	 	 	 菱田かおり 
此枝昇	 	 	 岩城暁大 
	 	 	 	 	 	 植田めぐみ 

愛媛大学 松本長彦 古賀理和	 	 仲道雅輝 
佐々木隆志	 村上剛次 
神知彦	 	 	 宮内譲嗣 
長野智	 	 	 瀧本笑子 
城戸透 

高知大学 深見公雄 吉倉紳一	 	 有澤英之 
三好康夫	 	 石川愛 

四国大学 山本耕司（代理出席） － 
徳島文理大学 山城新吾（代理出席） 川村恭平 
高知工科大学 妻鳥貴彦（代理出席） 吉田真一 
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会長挨拶  
	 年度末のお忙しい時期にご出席いただきありがとうございます。昨年度から引き続き eK4 の会長を仰せつ
かっております、香川大学の有馬です。本日はどうぞよろしくお願いします。 
	 この一年間、運営委員の皆様には度々メール審議をする等おかげさまでなんとか一年間運営することが出来

ました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。また企画委員の皆様にもお礼を申し上げます。毎月企画委

員会を開き、原案作り、対応策作りにご尽力いただきありがとうございます。そして、何よりコンテンツの作

成や、授業を実施してくださった教職員の皆様に心よりお礼を申し上げたいと思います。円滑な運営が出来た

のも皆様のお力添えがあったからこそだと思います。本当にありがとうございました。本日は、今年度の事業

報告と来年度の事業計画をお諮り頂きたいと思います。併せて、eK4会長選出規程や新しいパンフレットにつ
いてご審議いただきたいと思います。限られた時間の中で、たくさんのことをご審議いただくことになります

が、どうぞよろしくお願いいたします。なお、今回の委員会も昨年度と同様に遠隔会議システムを使って行い

ます。先日からシステムが不調で事務局の方にも対応してもらいましたが、会議中ご不便をおかけすることが

あるかと思いますが、ご了承ください。 
	 最後に eK4 とは直接は関係ありませんが、ご報告をかねてお願い申し上げます。この度、四国国立５大学
が連名で国立大学改革強化推進事業に申請しておりました所、「四国 5 大学による知のプラットフォーム形成
事業」が採択されました。その事業の中に、「四国における e-Knowledgeを基盤とした大学間連携による大学
教育の共同実施」が含まれております。eK4で培ったノウハウや理念を基盤とした事業です。新しく始まるこ
の連携事業をどのように上手く運営していけば、今後 eK4 と共存できるか、参加８大学にとって効率的なシ
ステムが組めるか重要な課題だと考えています。今後いろいろご相談することもあるかと思いますが、どうぞ

よろしくお願いいたします。 
 
 
議題（１）平成 24 年度の事業実施報告（議題資料１、別添資料１、２、３）  
	 林事務局長から平成 24年度の eK4事業実施について報告があった。 
なお、すべての大学で平成 24 年度に実施をしなかった、または実施が困難であった項目はアスタリスクの付
加で対応した。 
 
	 各大学から以下の意見があった。 
【鳴門教育大学】 
	 特に意見はないが、たくさんの授業が開講されているが、本学では受講生が少ない。この辺のところを今後

対応していきたい。 
 
【香川大学】 
	 特に意見はない。 
 
【愛媛大学】 
	 全体については特に意見はないが、ただ e-Learning コンテンツの科目の中で四国学の名称は分かるが、学
際的専門科目が少し分かりにくい。学際的専門科目の「専門科目」というのは、教養教育と専門教育に分けた

ときの専門教育になるのかどうか分からない。そこを確認してほしい。 
 
→（林事務局長） 
	 学際的専門科目については、現在、企画委員会の中でも定義が議論されている。これについては議題（４）

「新パンフレット作成について」のところで説明する。 
 
【高知大学】 
	 全体の内容については、特に意見はない。別添資料１の授業毎の各大学の履修人数が千人に近づいているこ

とは大変喜ばしいところだが、ただ自校以外で受講している数が、四国学オムニバス科目で 19 人、四国学及
び学際的専門科目でも 34人で自校の受講人数に対して 1割以下である。e-Learningで自校以外の学生さんに
も授業を受けてほしいというのが元々の主旨だったと思うので、自校以外の学生さんが増えるようなことをこ

れから考えていかなければならないと思う。 
 
→（林事務局長） 
	 確かに自校以外の受講者が少ないという問題は企画委員会でも把握している。これは企画委員会で議論を進

めていきたい。 
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【四国大学】 
	 事務局の努力で様々な授業が開講されてコンテンツの数も増えて非常に喜ばしいことだと思う。しかし、四

国大学の貢献度が年々下がっている。この数字を見る限り、もっと努力をしなければと痛切に感じている。さ

きほど林先生から説明があったように、著作権に関しては本学の村井が中心となって協力しているが、職務著

作規程や著作物の利用規程の整備はどうしても必要になってくると思う。特に国立大学は専門部局の職員もい

ると思うので、そういった方々の知恵も拝借しながら、進めていきたい。 
 
【徳島文理大学】 
	 本学では一般教養として、eK4科目の単位を卒業認定に上手く組み込めなかった。eK4科目を受講すること
は出来るが、その科目の単位を卒業要件としては認められないので、本学内の受講生数は残念ながら低調とな

っている。e-Learning科目を提供することを頑張っていきたい。 
 
【高知工科大学】 
	 本学からの受講者数は０ということで、来年度以降積極的に履修者を増やしていくよう努力したい。また科

目の提供に関しても引き続き前向きに検討していきたい。 
 
→（林事務局長） 
	 補足として、高知工科大学にはシステムの改良にご尽力をいただいている。このことについては、事業報告

シンポジウムで報告していただく。 
	 科目提供のほか、システム開発協力、著作権処理について協力など、各大学が得意とするところを活用して

いくことが eK4設立当初からの考え方だと思うので、そういう面からいろいろご協力いただければと思う。 
 
【徳島大学】 
	 学際的専門科目については議題（４）でご説明いただきたい。その他に意見はない。 
 
●平成 24年度事業実施報告は運営委員会で承認された。 
 
議題（２）平成 25 年度の事業計画について（議題資料２、別添資料４）  
	 林事務局長から平成 25年度の eK4事業計画について説明があった。 
なお、すべての大学で平成 25 年度に実施をしない、または実施が困難な項目はアスタリスクの付加で対応し
ている。 
 
	 各大学から以下の意見があった。 
【徳島大学】 
	 特に異論はない。要望としては④−２の e-Learningコンテンツの共同開発について、リメディアル教育につ
いて是非全体で進めていってもらいたい。これは、学習指導要領の改訂を受けて、理系の学部に対して非常に

大きな影響があると思う。一つの大学でやるのはかなり厳しいと思うが、全体で取り組めば、各大学でメリッ

トがあると思う。 
 
【鳴門教育大学】 
	 一つ気になることがある。③のオープンコンテンツ化の検討について、各大学が提供しているコンテンツと

いうのは、連携大学の学生に対して提供しているのであって、それをオープンコンテンツ化して問題ないのか

ということである。大学で行われている授業と同じ内容のコンテンツが、ネット上で誰でも見られるというこ

とならば、大学に来る意味があるのか非常に気になるところである。通常の授業は、学生が教室で受講するこ

とに価値があると思う。我々がやろうとしているオープンコンテンツ化は、授業料を払って e-Learning コン
テンツを見ている学生と同じ内容を、ネット上で他の人がただで見ているのとほとんど変らない。大学教育と

どう差別化していくのか気になっている。 
 
→（林事務局長） 
	 オープンコンテンツ化に関しては、鳴門教育大学からご指摘があった内容が問題点としてあると思う。しか

し、eK4の中ではほとんど議論が進んでいない状況である。平成 25年度はいきなりオープンコンテンツ化を
目指すのではなく、日本におけるオープンコンテンツ化の動向の調査を行っていきたい。特に日本オープンコ

ースウェア・コンソーシアムというものがあるのでそちらを調査して、どういう形が可能か、どんな問題点が
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あるのか調査していきたい。オープンコンテンツ化の検討については、特に外部評価委員会から強い要望があ

ったので事業計画にあげている。 
 
【鳴門教育大学】 
	 問題が出ない範囲でオープンコンテンツ化できると良いと思う。 
 
【香川大学】【徳島文理大学】【高知工科大学】 
	 特に意見はない 
 
【愛媛大学】 
	 あまり問題ないかと思うが、⑤の地域サポーター会議の設立について、実際はどの程度、例えば２、３年後

を見据えて実現する可能性があるのかが気になった。 
	 また⑩で「個々の連携大学で e-Learning 以外の人材育成事業・活動を検討する」とあるが、先ほどの林先
生の説明だと、人材育成事業と eK4 のコラボというような感じだったが、これだけだと⑩の内容をなぜ eK4
の枠組内でやるのか理解できない。それぞれの大学で行えばよいことだと思う。 
	 この２点について少し疑問が残る。 
 
→（林事務局長） 
	 ⑤地域サポーター会議の設立については、５年間検討した中で、１団体しか地域サポーターになってもらえ

なかったという実績がある。その原因として、１つは eK4 の中で地域サポーターの位置付けを十分に議論で
きなかったことがあげられる。当初は、地域の団体や個人と連携して e-Learning コンテンツの共同開発や人
材育成を考えていたが、実現できていない。また、残り５年間で実現できるという解決手法も見つかっていな

い。平成 26 年度以降は、本当にこれを継続的に実施計画の中に入れていくのかを検討していかなければなら
ないと思う。これが事務局レベルの意見である。 
	 ⑩人材育成に関わる地域事業の検討に関しては、もともと eK4 の大きな目標は、四国を担う人材を育成す
ることであって、e-Learning はその１つの手段である。また文部科学省の方から eK4 の事業は単なる
e-Learning 事業ですかという指摘を何度か受けている。そういうことも考慮して、四国を担う人材育成を
e-Learning以外でも検討しなければならない。そのために今回こういった項目を事業実施計画にあげている。
ご指摘いただいたように各大学レベルで人材育成を行えばよいという解釈もあるが、それを eK4 の中でどう
いった形で実施できるか考えていかなければならない。ただし、平成 25 年度に関しては、香川大学が試行的
に単独 1校で実施を予定しているので、そこの観点からはまだ十分ではないと考えている。 
 
【高知大学】 
	 アスタリスクが３つあって、24 年度も同じ項目にアスタリスクがついている。この項目は恐らく、それ以
前も実施できていない項目であると思うが、何年間も実施できてない項目を事業計画に残しておくのはどうか

と思う。また⑤のところで少し説明があったが、実施できていない項目を 26 年度から始めるのであれば 25
年度中に検討を始めなければならない。タイムテーブルをしっかり作成し、実施できない物に関しては計画か

ら削除するのも検討してほしい。 
 
→（林事務局長） 
	 アスタリスクのある項目に関しては、26年度に改めてということではなく、25年度中に、方向性を示す或
いは実施が困難であれば項目から削除することを検討していく。 
 
【四国大学】 
	 本学で協力できるところは協力していきたい。 
	 アスタリスクに関係するところだと思うが、⑤の地域サポーター会議の設立については、あり方を考え直し

ていけば、扱いやすいと思う。四国のことを学んで四国で活躍できる人材育成ということであれば、四国にあ

るいろんな団体と相互に連携し合うことは、非常に大切なことであるし、そういったところの協力関係という

のは、e-Learning コンテンツを作っていく上で非常に重要だと思った。先ほど大学で作ったコンテンツを一
般の人が見るのはどうかという意見があったが、例えば、四国の中でも e-Learning のコンテンツを作ってイ
ンターネットで配信している事業もあるので、逆にそういったところのコンテンツを大学生が基礎資料として

検索閲覧して勉強していくのも考えられる。地域との連携を模索していくのは、25 年度以降も出来ることか
なと思う。実施しないことを前提にアスタリスクがついていると思うが、「実施に向けた検討は 25年度も検討
していく」でいいのではないか。 
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●平成 25年度事業実施計画（案）は運営委員会で承認された。 
運営委員会で出た意見は企画委員会で改めて検討していく。 
 
議題（３）コンソーシアム四国会長選出規程について（議題資料３）  
	 林事務局長からコンソーシアム四国会長選出規程について説明があった。 
 
●コンソーシアム四国会長選出規程は運営委員会で承認された。 
 
 
議題（４）新パンフレットの作成について  
 
	 新パンフレットの原案の「学際的専門科目」の項目について、各大学から以下の意見があった。 
【徳島大学】 
	 学際的専門科目については、eK4にかかわる委員の先生以外にも意見を伺い、参考資料の本学の意見にもあ
る通り、「概念付け」がポイントだと思った。かつては教養と専門ではっきりしていたと思うが、境界的なレ

ベルにある科目をいずれの大学でも取り扱っていると思うので、学際的専門科目についてどういう概念でとら

えるか、もし積極的な意見が出れば検討しても良いと思う。現段階ではすぐに解決できないと思うが、意義付

けを検討していけば良いと思う。 
 
【鳴門教育大学】【香川大学】【四国大学】【徳島文理大学】【高知工科大学】 
	 特に意見はない。 
 
【愛媛大学】 
	 参考資料に本学の意見が載っているが、本学としては eK4 の科目を利用する際に、教養教育レベルなのか
学部の専門レベルなのか、大学院レベルなのか、レベル分けを明確にして提供することが必要であると考えて

いる。専門教育レベル、共通教育レベルというのを考える上で、これらを包括した上で設定したいというので

あれば、学際的科目など従来科目カテゴリ分けに抵触しないような名称を考えていただきたい。 
 
→（林事務局長） 
	 頂いたご意見は今後の企画委員会で検討していきたい。 
 
【高知大学】 
	 パンフレットの第１面の「四国学と学際的専門科目」と開講科目の表は、結構学生の目に留まる重要な部分

だと思う。学生の視点で見たら、学際的専門科目の最初の原案や再提案の文章では分かりにくい。先ほどの愛

媛大学の意見でもあったように企画委員会で引き続き検討してほしい。とにかく学生が見てよく分かるように

名称を含めて検討してもらいたい。 
 
●新パンフレット作成も含め、学際的専門科目の位置づけ等に関し、企画委員会で進めていくことが了承され

た。 
 
副会長挨拶  
	 高知大学深見です。昨年度から副会長を仰せつかっております。有馬先生、林先生を中心にご苦労いただい

ております。昨年度も申し上げたと思いますが、eK4の事業は四国学を中心に行われ、私個人も非常に興味を
持っております。是非本来の目的が少しでも達成できるように、また関係各位のご協力を頂き、良いコンテン

ツ作りあるいは良い事業体系が出来るように努力して行きたいと思います。ご協力よろしくお願いします。 
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第７回　国立法人情報系センター研究集会

○●　「四国の大学連携におけるe-Learningによる 
　　　　単位互換制度とそのインフラ整備・運用」  

eK4事務局長　林敏浩氏
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eK4
タイプライターテキスト
第7回国立法人情報系センター研究集会

eK4
タイプライターテキスト
日時　平成24年9月13日（木）場所　香川大学　教育学部415教室http://www.kagawa-u.ac.jp/itc/ipc2012/

eK4
ノート注釈
eK4 : Marked

eK4
ノート注釈
eK4 : Unmarked

eK4
ノート注釈
eK4 : Marked

eK4
ノート注釈
eK4 : Accepted

eK4
ノート注釈
eK4 : Accepted

eK4
ノート注釈
eK4 : Completed

eK4
ノート注釈
eK4 : Completed



  

	 	 

	 

10 月 31 日（水）、四経連は、香川大学において、「四経連グローバルチャレンジセミ

ナー」を開催した。	 	  
このセミナーは、昨年 9 月の四経連の産業委員会における四国の大学との意見交換会

で、企業が必要とする人材育成について、大学と経済界が連携しながら進めようとの合

意を受けて初めて実施したものである。  
当日は、四経連会員企業で海外事業に携わった経験のある実務者３名が講師となり、

具体的体験をもとに、海外事業に挑戦する必要性や面白さ、外国の違った価値観や文化

を持つ人たちとのコミュニケーションの重要性や楽しさなどについて講演した。  
この講演は、四国の大学間で構築している遠隔講義システムを使って、香川大学だけ

でなく、他の７大学の学生も同時に受講し、活発な質疑応答が行われた。  
受講者は、８大学あわせて 135 名に達し、受講後のアンケートでは、90 名の学生から

回答が得られ、セミナーの内容を評価する意見が多く寄せられた。  
 

 
セミナー参加大学	 

	 香川大学	 徳島大学	 鳴門教育大学  
	 愛媛大学	 高知大学	 高知工科大学	  
	 四国大学、松山大学  
	 ※徳島文理大学は当日の遠隔講義は行われず  
	 後日、オンデマンド講義で活用  

 

[講	 師]	 

〇ユニ・チャームプロダクツ㈱	 	 

ロジスティクス部長	 

飛鷹	 晴夫	 氏	 

	 	 〇㈱タダノ	 企画管理部部長	 

吉田	 耕三	 氏	 

	 	 〇四国電力㈱事業企画部海外事業	 

プロジェクト副リーダー	 	 

横田	 直樹	 氏	 

	 	 	 	 	 	  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

四経連グローバルチャレンジセミナー	 
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eK4の遠隔会議システムを活用した取り組み
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講演要旨  

 
 

ユニ・チャームプロダクツ㈱	 

飛鷹	 晴夫	 氏	 
	 
海外での仕事を通じて	 

人生を豊かに！	 

	 	 
上海ユニ・チャーム生産総部総監とし

て、2001 年から５年間の海外勤務で得た

ことは、①異文化に触れることで常識の

範囲が拡大したこと、②言葉や文化の違

いを超えたコミュニケーションノウハウ

の体得ができたこと、③日本文化の素晴

らしさを再認識できたことである。  
私の海外において、最も心に残る出来

事は、上海での新工場の立ち上げにおい

て、技術を専門としていた自分が総責任

者としてマネジメントに苦慮したときに、

４人の現地人リーダーが一丸となってフ

ォローしてくれ、ミッションを見事に完

遂できたことである。	 	  
こうした経験から学んだことは、語学

力はもちろん大事であるが、それに加え、

人の心に響くコミュニケーション力、環

境変化での肌感覚としなやかさ、人材を

育成することの重要性である。学んだこ

とを基に、海外ビジネスを成功に導く３

つの要因を整理すると、信頼関係の構築

（Manufacture trust）、果たすべき任務
の認識（ Mission）、ストレスの解消
（Manage stress）の３つのＭのバラン
スをとることが大事である。  
	 私から皆さんへの提案は次のとおりで

ある。人が成長するためには、「常に目標

を持ち、実現のために努力を愚直に続け

ること」が必要である。また、世界には

皆さんの常識が非常識となる国や地域が

存在する。固定概念に囚われず、視野を

広く世界に向け、新たな価値を創造する

「クリエイティブ力」を磨き上げてもら

いたい。ただ頭で考えるだけではこうし

たことは実現しない。是非、一歩前へ踏

み出して欲しい。  
弊社では「10 年キャリアビジョン」と

いう仕組みがある。社員一人ひとりが 10

年後の自分の「ありたい姿」を目標とし

て描き、その実現に向けてアクションプ

ランを持って日々努力するものである。

皆さんも、自分は 10 年先に「どこで、ど

んな仕事で、何を実現するのか」を描い

てもらいたい。こうした目標が皆さんの

人生を大きく左右すると思う。即、行動

してみよう。  
 

㈱タダノ	 

吉田	 耕三	 氏	 
	 

待ったなしのグローバル化。	 

自分を信じて、まず一歩を。	 

	 

私は、アメリカで５年間海外勤務を経

験した。その経験を踏まえ、グローバル

化による企業での環境変化はどのような

ものか、皆さんがそうした環境に対応す

るために必要なことは何かを述べたい。  
	 これまでの海外ビジネスは、日本で作

って輸出する、つまりは日本を「ウチ」、

海外を「ソト」とするモデルとして考え

られてきた。しかし、今後の海外ビジネ

スは、世界各地で開発・生産し、日本を

通らない「ソト」同士の取引が増加する

と思われる。また、国境もなく、過去の

経験も参考にできず、変化が複雑、高速、

極端な時代となってきている。  
最近弊社でも、こうした環境変化の中

で、中国、ロシア、インドなどの外国人

社員の日本での採用が増加してきたこと、

管理職昇格要件に一定以上の語学水準

(TOEIC)が求められるようになったこと、
社内の組織横断プロジェクトの中に外国

人が入ってくることが多くなったことな

どの変化がみられるようになってきた。

社員の考え方も、国内・海外を問わない

思考へと変わってきている。  
	 学生の皆さんに伝えたいことは、グロ

ーバル化は選択肢 (Choice)ではなく、事
実 (Fact)であり、避けて通れないという
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ことである。事実を事実として受け入れ、

健全な危機感を持って立ち向かってもら

いたい。また、失敗を恐れずにチャレン

ジしてもらいたい。たとえ失敗しても次

への経験になる。私もアメリカでの勤務

の際は恥ずかしい思いや悔しいこと、苦

労したことがいろいろあったが、今は嬉

しかったことや楽しかったこととともに、

よい思い出となり貴重な経験となってい

る。	 	 	  
そして、友達もライバルも世界にいる

ので、常に世界に目を向け、世界レベル

を意識してもらいたい。  
最後に、自分が何をできるのかを考え、

必ずできると信じることが重要である。

そして、どのような変化にも対応できる

自分を構築してもらいたい。  
 

四国電力㈱	 

横田	 直樹	 氏	 
	 
グローバル人材への第一歩	 

～困った時、それが分岐点～	 

	 

７年間の海外関連業務や２年間の海

外ＭＢＡ留学を通じて、どのようなこと

を学び、体得してきたかを伝えたい。  
	 まず、海外での業務は、苦労の連続で

あり、肝を冷やすことやパニックに陥る

ことも珍しくない。しかし、経験を積み

重ね、失敗や苦労を乗り越え成功した経

験が自分自身の財産となり、グローバル

人材としての礎となってゆくのだと感じ

ている。  
留学時のマーケティングの授業にお

いて、突然教授から唯一の日本人受講生

であった私にトヨタのジャストインタイ

ム方式についての質問があり、冷や汗を

かきながらもどうにか対応できたが、こ

の時の経験により、度胸の必要性と幅広

く知識を持つことの重要性、そして相手

に理解してもらうための発信能力の大事

さを学ぶことができた。ほかにも、海外

での経験は、チームワークにおいて、担

当職務への自発性や主体性、問題・課題

への解決能力、メンバーとの調整力など

についても、国内にいるときよりも深く

学ぶことができた。	 	  
心構えや考え方についても、事前準備

の重要性、信頼関係の大切さなどを、あ

らためて考えさせられた。  
	 様々な場面で論理的思考の方法や価値

観の違いなどに戸惑うなど苦労もしたが、

反面一歩踏み出せばなんとかなることも

あった。「慣れる」ことも重要であると感

じた。  
	 皆様にお伝えしたいことは、一つ目は、

成果は組織の中には存在せず、常に外の

世界にあるということ。二つ目は、人間

の強さは、体験の質と量で決まるという

こと。三つ目は、案ずるより産むが易し

ということ、である。枠の中にいるので

は、成長が少ない、違う世界に一歩踏み

出して行動に移し、経験を積み重ねるこ

とが重要である。そしてグローバルな人

材とは、必ずしも英語ができる人という

意味ではない。価値観の違いを認識し、

それを「面白い」を感じられるようにな

ることが、グローバル人材への近道でな

いかと考えている。  
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