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徳島文理大学 委員長
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徳島大学 副委員長

金西 計英

大学開放実践センター教授

香川大学 副委員長

林 敏浩

総合情報センター教授

徳島大学

荒木 秀夫

全学共通教育センター長

鳴門教育大学

宮下 晃一

大学院学校教育研究科教授

鳴門教育大学

藤原 伸彦

大学院学校教育研究科准教授

香川大学

寺尾 徹

教育学部教授

香川大学

村井 礼

大学連携 e-Learning 教育支援センター四国教授

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

愛媛大学

仲道 雅輝

総合情報メディアセンター兼教育・学生支援機構教育企画室助教

高知大学

藤田 尚文

副学長（教育担当）、総合教育センター長

高知大学

立川 明

教育研究部総合科学系地域恊働教育学部門准教授（総合情報センター）

高知大学

三好 康夫

教育研究部自然科学系理学部門講師（理学部）

四国大学

山本 耕司

経営情報学部教授

四国大学

戸川 聡

経営情報学部准教授

徳島文理大学

川村 恭平

メディアセンター長

高知工科大学

妻鳥 貴彦

情報学群准教授

高知工科大学

吉田 真一

情報学群講師
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平成 25 年度

第 1 回 eK4 企画委員会
第 1 回企画委員会議事次第

1.日時

平成２５年４月２３日（火）９：１５～１０：００

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) 学際的専門科目について

（議題資料 1）

(2) 単位互換科目を新規開講する際の条件付けについて

（議題資料 2）

(3) 著作権の共同対応について

（議題資料 3）

(4) 企画委員会規則について
(5) その他
5-1 今後の議題の優先順位について

（議題資料 4）

5-2 観光人材育成講座について

（議題資料 5）

4.報告
(1) オープンコースウェアについて

（報告資料 1）

資 料
議題資料 1. 新パンフレット
議題資料 2. コンテンツ作成計画書様式案
議題資料 3. 学校における教育活動と著作権
議題資料 4. 平成 24 年度第 2 回運営委員会・外部評価委員会提言
議題資料 5. 四国の大学における「観光人材育成講座」の開講について
報告資料 1.

OCW の調査-中間報告-
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第 1 回企画委員会議事録

日 時：平成 25 年 4 月 23 日（火）9：15～10：00
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）
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

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
裏和宏

愛媛大学

古賀理和

菊川昭治
瀧本笑子

高知大学

藤田尚文

石川愛

三好康夫
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

－

吉田真一
議題
(1) 学際的専門科目について（議題資料１）
(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２）
(3) 著作権の共同対応について（議題資料３）
(4) 企画委員会規則について
(5) その他
5-1 今後の議題の優先順位について
5-2 観光人材育成講座について
報告
(1) オープンコースウェアについて（報告資料１）
議題資料
議題資料１．新パンフレット案
議題資料２．コンテンツ作成計画様式案
議題資料３．学校における教育活動と著作権
議題資料４．平成 24 年度第２回運営委員会・外部評価委員会提言
議題資料５．四国の大学における「観光人材育成講座」の開講について
報告資料１．OCW の調査−中間報告−
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議題（１）学際的専門科目について（議題資料１）
学際的専門科目については、新たに議題立てをし、企画委員会で議論していくことになった。
各大学から学際的専門科目について、以下の意見があった。
【徳島大学】【鳴門教育大学】【高知大学】【四国大学】【高知工科大学】
特に意見はない。
【香川大学】
本学でも学際的専門科目については、まだ議論ができていない。学際的専門科目の定義の範囲がどこまで広げられ
るか、また、私が提供している「コンピュータと教育」も学際的専門科目の中でどういう位置づけになるのかと考えてい
る。
【愛媛大学】
以前から申し上げているように、eK4 科目が学部科目なのか、大学院科目なのか、学部の中でも共通教育科目なの
か、学部専門科目なのか、カテゴリ分けを今後検討してほしい。本学では eK4 科目は共通教育科目に該当する科目の
みを受け入れている。学際的専門科目という名称だと、共通教育科目なのか専門科目なのか分かりにくい。
【徳島文理大学】
学内では特に議論が進んでいない。学際的専門科目というネーミングが分かりにくいという意見は以前から出ている。
愛媛大学の意見にあったように学部科目なのか、大学院科目なのか、あるいは共通科目なのか、各学部専門科目であ
るのかということは検討していかなければならない。
●愛媛大学、徳島文理大学から頂いた意見を反映しながら、教務システムの運用にうまく組み込めるよう今後企画委
員会で議論を進めていく。
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２）
eK4 事務局でコンテンツ作成計画書の原案を作成した。
この原案について各大学から以下の意見があった。
【徳島大学】
概ねこの計画書のフォーマット案で良いと思うが、おそらく不安に感じるのは、コンテンツが未収録・未作成の時だと
思う。この計画書はシラバスと一緒に提出されると思うので、計画書でコンテンツがまだ準備できていないものに関して
は、その後の状況が分からない。それが分かるものがほしい。コンテンツの進捗状況を判断できるようなアップデートし
た資料をどこか一括で作成してほしい。
→（林事務局長）
確かにその後の状況をアップデートした情報があった方が良いと思う。方法としては、Moodle 上で各大学がアカウント
を作り、各自でアップデートしていくやり方があると思う。
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【鳴門教育大学】
こういった計画書があれば、非常によい情報提供になると思う。コンテンツ作成状況欄が済となっていれば、安心して
受け入れられる。新規開講して１年目はなかなか信頼してもらえないのも仕方ないと思うが、２年目以降はコンテンツ作
成状況も済が増え、信頼して受け入れてもらえるのではないかと思う。
【香川大学】
特に異論はない
【愛媛大学】
オンデマンド型で講義内容が確定している科目については、先にコンテンツを準備して、授業を進めていくことが大
事だと思う。しかし、本学提供科目の「未来可能性を創造するための学び」は、e-Learning の中に Active Learning を取り
入れようとした、双方向型の授業形態である。つまり、知識を教授する e-Learning コンテンツと、学生から提出されたレポ
ートに対してのコメントを含めた Active Learning コンテンツを織交ぜた授業形態である。こういった授業は、事前にコン
テンツを収録することが不可能であるので、こういった計画書を提出することが難しくなる。
→（林事務局長）
授業の形態は様々あると思うが、どういった方法で授業を進めていくかをこの計画書で示せれば良いと思う。
この計画書はひな形であるので、このひな形で書きづらい場合は、別途自由記述で書類を提出して頂くこともあると思
う。
【高知大学】
徳島大学の意見にあったように、常に状況が分かるものがあった方がありがたい。
本学で科目を受け入れる際に、シラバスに掲載されている講義内容、コンテンツが予定通り提供される見込みがある
かということ、あと 90 分×15 回分の学習時間が確保されているかで判断したい。できれば計画書の中にコンテンツの長
さの情報も入れていただければと思う。コンテンツの長さと毎回の課題にかかる時間で 90 分あるかどうか判断できる。
→（林事務局長）
学習時間の保証については、そういった方法で示していければと思う。
【四国大学】
他大学で出た意見に同意する。
【高知工科大学】
状況をアップデートするという意見に賛成する。
あと、放送大学の場合、新規開講した科目については、４年間は必ず開講しなければならない。そうすることで、単位を
落とした学生でも再履修、再試験が受けられるようになっている。試験の内容は開講年度によって変えている。eK4 の
中で、再履修や再試験はどういった取り扱いになるのか、現段階では想定されていないと思う。議題とは直接関係ない
かもしれないが、こういったことも検討しなければならないと思う。
→（林事務局長）
開講科目の何年間保証や再履修等の問題は、今後この議題と併せて検討、あるいは新たに議題を立てて検討して
いきたいと思う。
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【徳島文理大学】
本学の科目は度々コンテンツ内容を更新しているが、新規開講する科目と既存の科目を更新する場合と、計画書を
分けてほしい。事務局原案だけを見ると、既存科目の更新等が書きづらいので、フォーマットを分けることを検討してい
ただきたい。
●各大学から出た意見をもとに、事務局で計画書案を修正する。次回の企画委員会、あるいは ML で審議を進める。
議題（３）著作権の共同対応について（議題資料３）
著作権の共同対応について四国大学村井委員から説明があった。
次に、林事務局長から以下の方向性が示された。
・著作権処理は各大学で処理できないのであれば、eK4 事務局でもできないと考える。
・各大学で処理する上で、何がネックとなり進まないのかをこの場で言って頂きたい。
・そのことを踏まえて各大学に持ち帰って、今後 1 ヶ月位で再度議論して頂きたい。
上記に対し各大学から以下の意見があった。
【徳島大学】
著作権に関しては香川大学で一括して処理するのは難しいと思う。一番ネックになっているのは、担当教員が使用し
ているパワーポイントの中に著作権が発生するものが含まれていて、それが引用の範囲になるのかどうかが非常にグレ
ーである。引用について議論していく必要があると思う。
【鳴門教育大学】
林事務局長のおっしゃる通り、著作権処理については各大学が対応することになると思う。コンテンツ作成に携わる
担当教員が著作権のことを良く理解した上で、授業のコンテンツを提供していただき、我々も配慮しながら作っていか
なければならないと思う。ただ、各大学で対応するよりも、大きな組織で対応した方が有利に動く場合もあると思う。例え
ば、古文書のようなものを扱おうとしたとき、各教員だけで対応するよりも eK4 で対応した方がスムーズに処理できるの
ではないか。
→（林事務局長）
鳴門教育大学のおっしゃる通り、大きな組織で交渉した方が、話が進む場合があると思う。
→（四国大学村井委員）
交渉のうまい人が入れば、話はスムーズに進められると思う。例に挙げられた古文書は、パブリックドメインとして扱わ
れるので、自由に使える場合が多いと思う。大きい組織で交渉した方が有利に話が進められる例は、今のところ思い浮
かばない。
→（林事務局長）
大きな組織で交渉した方が良いということもあるかもしれないので、そういった事例を事務局で調査できればと思う。
【香川大学】
個々に対応していきたいと思う。
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ただ、講義担当教員と交渉する場合に著作権が問題となり、うまく行かない場合がある。そこでも著作権についてはネ
ガティブな感じがある。こういった場合の突破口を開ければと思っている。

【愛媛大学】
著作権処理については、村井先生がおっしゃっていた第 35 条の「一定の範囲で使用することが出来る」の“一定の範
囲”という定義付けが難しいと感じた。現在は著作権の含まれている資料を、授業の資料として生徒に配布するのは大
丈夫だが、web 上で配布するのは NG ということになっているが、学生を限定して web 上で配布するのは、コピー配布と
同じことではないかと思う。
著作権処理に関しては今までも議論されてきたように大学単位で対応していかなければ行けないと思うが、eK4 単位で
対応する方法も検討していかなければならないと思う。
先ほど四国大学村井委員から出たクリエイティブコモンズについて教えていただきたい。
→（四国大学村井委員）
クリエイティブコモンズというのは先進国の間で、著作権処理の煩雑さを軽減するために共通ルールのもと著作物を
扱う取り組みである。法的な拘束力はないが、著作者がネット上に著作物を提供するときに、他者がそれを使用すると
きの条件を設け、使用者はその条件を守り、クリエイティブコモンズマークを表示すれば、その著作物を自由に使用で
きるようになる。
文化庁も使用条件を表したマークを表示することで著作物が使用できる、クリエイティブコモンズと同じようなルール作
りをしている。
→（林事務局長）
本日用意している議事資料の中にクリエイティブコモンズの URL を記載しているので参考にしていただきたい。
【高知大学】
このようにどの程度が引用の範囲なのか分かる資料があれば、コンテンツ作成をしている担当教員に示すことができ、
コンテンツ作成に協力してくれる教員も増えると思う。それでも著作物の利用許諾が必要なものを使いたいと言われた
場合、本学でどのように対応したら良いか分からない。eK4 事務局で一括で対応することは難しいとおっしゃられていた
が、何も情報がない中で、各大学で対応するのも難しいのではないか。著作権の許諾を取るときのやり方等を情報提
供していただければ、本学でも著作権処理について検討できるようになると思う。
→（林事務局長）
まず、eK4 事務局での難しさというのは、量的な難しさである。各大学から著作権処理のタスクがきた場合、今の事務
局の事務員の数では対応しきれないということである。初めは著作権処理の効率化を諮っていたが、効率化できるよう
な目処がたたなかった。
また各大学で対応することに関しては、各大学に知財関係の部局があると思うので、分からない場合はそちらに一度
問い合わせてもらえば、方向性が見えてくると思う。我々も何度か知財センターに相談に乗ってもらっている。必ずしも
答えが出るとは限らないが、一度そういった部局と相談してもらいたい。
【四国大学】
各大学レベルでやることは、各先生が講義で著作権侵害にあたるようなことをやっている場合は、各大学で取り決め
をしておかなければ、問題になる。本学ではそういう処理をするところがないので、実際我々が、コンテンツを作成する
場合は、作成するスタッフが権利処理を行っている。私の場合は教科書を使っているので、教科書を発行している出版
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社に問い合わせている。また、具体的な対応として、明治大学のように授業の担当教員に著作権処理が気になる部分
を全部リストアップしてもらい、知財本部や教育センター等の部局が処理を担当するやり方もあると思う。契約書等を共
通で作成出来れば、それでも良いと思う。
→（林事務局長）
各大学からいろいろなコンテンツが提供されているので、そのコンテンツ作成のときに各大学でどのように著作権処理
を行ったのか、一度整理することが必要だと感じた。
【高知工科大学】
著作権処理については、一度各大学の処理方法を整理した物を作ってみて、その中でどのような処理が必要になっ
てくるのか、どういうことが問題になったのかケーススタディを eK4 の中でシェアできるようになれば良いと思う
【徳島文理大学】
著作権処理をコンテンツを作っている個々の大学で行うにしても、申請等のガイドラインや申請用のフォーマットは
eK4 で共通のものを作成しても良いと思う。知財担当部局は各大学によって違うので、なるべく共通の物があれば、知
財に相当する部局がない大学も助かるのではないかと思う。
●各大学から出た意見をもとに、事務局で資料を準備していく。
議題（４）企画委員会規則について
●企画委員会規則の委員長の任期を含んだ規程整備について事務局で原案を作成し、今後企画委員会で検討する
ことが了承された。また、規程が整備されるまで山城委員長の継続が了承された。

議題（５）その他（議題資料４・議題資料５）
5-1 今後の議題の優先順位について
5-2 観光人材育成講座について
上記のことについて林事務局長から説明があった。
●会議終了の時間となったので、審議等は ML で行うことになった。
報告（１）オープンコースウェアについて
林事務局長からオープンコースウェアについての説明があった。

●次回は事務局で日程調整する。
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平成 25 年度

第 2 回 eK4 企画委員会
第 2 回企画委員会議事次第

1.日時

平成２５年５月３１日（火）９：３０～１０：３０

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) 学際的専門科目について

（議題資料 1-1，1-2）

(2) 単位互換科目を新規開講する際の条件付けについて

（議題資料 2）

(3) 著作権処理について検討すべき課題

（議題資料 3）

(4) 企画委員会規則について

（議題資料 4）

(5) 事業整理について

（議題資料 5）

(6) 観光人材育成講座について

（議題資料 6）

4.報告
(1) その他
資 料
議題資料 1-1. 四国学と学際的専門科目のカテゴリ（案）
議題資料 1-2. 平成 25 年度 eK4 単位互換科目一覧
議題資料 2. コンテンツ作成計画書様式案
議題資料 3. 各大学著作権対応事例
議題資料 4. e-Knowledge コンソーシアム四国企画委員会規則（修正案）
議題資料 5. ｅＫ４事業の整理
議題資料 6. 観光人材育成講座の開講に関する調査
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第 2 回企画委員会議事録

日 時：平成 25 年５月 31 日（金）9：30～10：30
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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

－

妹尾禎之
伏見裕子

鳴門教育大学

宮下晃一

犬伏隆章

藤原伸彦
香川大学

林 敏浩

菱田かおり

寺尾 徹

岩城暁大
植田めぐみ
裏和宏

愛媛大学
高知大学

古賀理和

瀧本笑子

佐々木隆志

仲道雅輝

藤田尚文

石川 愛

立川 明
四国大学

村井 礼

－

徳島文理大学

山城新吾

－

高知工科大学

妻鳥貴彦

－

吉田真一
議題
(1) 学際的専門科目について（議題資料１-１ １−２）
(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２）
(3) 著作権処理について検討すべき課題（議題資料３）
(4) 企画委員会規則について（議題資料４）
(5) 事業の整理について（議題資料５）
(6) 観光人材育成講座について（議題資料６）
議題資料
議題資料１−１．四国学と学際的専門科目のカテゴリ（案）
議題資料１−２．平成 25 年度 eK4 単位互換科目一覧
議題資料２．コンテンツ作成計画書様式（案）
議題資料３．各大学著作権対応の事例
議題資料４．e-Knowledge コンソーシアム四国企画委員会規則（修正案）
議題資料５．eK4 事業の整理
議題資料６．観光人材育成講座の開講に関する調査

80
e-Knowledge Consortium Shikoku

議題（１）学際的専門科目について（議題資料１-１ １-2）
学際的専門科目について、林事務局長から以下の通り科目カテゴリの事務局原案が提案された。
【事務局原案】学際的専門科目は学際科目に名称変更する。
■学部開設科目

四国学 A（教養共通科目）

四国学 B（専門科目）

学際科目 A（教養共通科目）

学際科目 B（専門科目）
学際科目 G（専門科目）

■大学院開設科目
これについて、以下の意見があった。
【徳島大学】
意見は保留したい。
【鳴門教育大学】

本学では、教養科目について単位互換を想定していたので、専門科目についてはどう対応するか学内で検討されて
いない。
個人的には、いろんな専門科目が提供されるのは良いが、それが何学部の専門科目になるのかの情報がほしい。工
学部の専門科目を受け入れても、教育学部の専門科目に読み替えることは出来ない。専門科目を提供する場合は、も
う少し詳細な情報を提供していただきたい。そうすれば、専門科目として受け入れることも将来あり得るかもしれない。
詳細については、今後さらに検討させていただきたい。
→（林事務局長）
専門科目については、事務局でもどういった運用でいくのか、まだ詰められていない。今後議論していきたい。
【香川大学】
学際的専門科目から学際科目になり、端的に表現されて分かりやすい。今までは専門科目か否かと言うことが問題に
なっていたが、学際的専門科目は、学際的であるということが重要だと思う。そうなると、「四国学」か「それ以外」というこ
とになっていくと思うが、「それ以外」と言って何でもありかというわけでもない。「人材の育成」というのがあるので、こうい
った意味で学際科目という名称が良いと思う。
また、読み替えについては、その専門科目が、提供大学の各学部や全学共通等のカリキュラムの枠組みの中で、どう
いった位置づけになるのかがはっきりしないとカテゴリ分けが難しい。提供大学と受け入れ大学ではカリキュラムにおけ
る方針も異なるので、受け入れる側としては、それが自大学の教育カリキュラムにどう位置付けされるのか議論した上で、
それについて理由を付して、カテゴリ分けできる余地を残してほしい。従って、最後の二文は必要だと思う。
【愛媛大学】
適切な区分分けで非常に良いと思う。今後検討していくことになると思うが、今まで本学では教養科目（共通教育科
目）のみを単位互換科目として受け入れてきた。こういった区分分けをすることで、提供される科目が、本学で受け入れ
可能かどうか判断しやすい。
読み替えに関しては、各大学で判断していただければ良いと思う。
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【高知大学】
事務局原案に異論はない。本学では、学部教育科目の単位互換科目については各学部や大学院各専攻で議論さ
れる。基本的には本学ではすべて教養科目として読み替えることになると思う。
【四国大学】
事務局原案に異論はない。
【高知工科大学】
事務局原案に異論はない。カテゴリ分けは四国学の位置づけを示すものであって、これを各大学がどう判断するかは
各大学に任せるべきであると思う。
【徳島文理大学】
科目の分類が分かりやすくなり、すっきりした。
ただ、本学では単位互換科目は卒業に必要な単位と認められないとしているので、本学の体制に影響はないと思う。
●専門科目の学部等の詳細な情報提供については、議題資料１−２の「講義提供大学での科目分類」を利用する、あ
るいは、これをさらに詳細化する方向で検討をすすめる。
頂いた意見を参考に最終案を作成し、メーリングリスト、あるいは次回第３回企画委員会で確定する。
※後日、徳島大学から事務局原案について異論なしとの回答を頂いた。
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２）
コンテンツ作成計画書について、前回の企画委員会で出た意見をもとに事務局で計画書の様式案を修正した。
●企画委員会でコンテンツ作成計画書の様式が確定した。この計画書は平成 25 年度後期に試行、平成 26 年度から
運用を開始することが決まった。
議題（３）著作権処理について検討すべき課題（議題資料３）
各大学がこれまでに独自で行ってきた著作権処理方法を事務局でとりまとめた（議題資料３）。
これについて、以下の意見があった。
【鳴門教育大学】
本学の著作権処理の実例を示すのは少し難しかったが、各大学から提出された実例を参考にし、今後の指針にして
いきたい。
【徳島大学】【香川大学】【愛媛大学】【四国大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】
特に意見はない。
【高知大学】
特に意見はない。
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→（林事務局長）
以前に高知大学では相談する部局が分からないとおっしゃっていたので、知財を担当する部局に相談してはとこちら
が提案したが、そのことについて何か進展はありましたか。
→【高知大学】
特に進展はない。
●著作権処理については、特に eK4 全体として共同で取り組むべき事例は見当たらないが、新たな事例の報告や、全
体として対応してほしい案件の発議等、次回以降の企画委員会で継続議題とすることになった。
議題（４）企画委員会規則について（議題資料４）
eK4 企画委員会規則の委員長任期について、林事務局長から第４条５項の修正案が提案された。
これについて、以下の意見があった。
【徳島大学】【鳴門教育大学】【愛媛大学】【香川大学】【高知大学】【四国大学】【高知工科大学】
事務局原案に異論はない。
【香川大学】
副委員長について、置くことは書かれているが、選出方法が書かれていない。この点についてはどのようにお考え
か。
→（林事務局長）
確かに副委員長については、選出方法を決めていない。基本的には委員長と相談して決めていた。このことについ
ては、規程に記述するか、今まで通り内々で決めるか今後検討していきたい。
【徳島文理大学】
委員長任期ついては事務局原案に異論はない。
副委員長の選出については、第４条３項に「副委員長は委員長が指名する」と付記し、４項の「あらかじめ委員長が指
名した」を削除し、「副委員長が、職務を代行する」に修正しても良いと思う。
●第４条５項の修正については、企画委員会で承認され、確定した。副委員長の選出方法については、規則案を再度
修正するか事務局で検討する。企画委員規則は、企画委員会で承認後、運営委員会で議題にあげる。
議題（５）eK4 事業の整理（議題資料５）
eK4 事業実施計画のアスタリスク項目について、平成 26 年度以降の事業実施計画から削除し、各大学で個別に対
応できる項目はその他の項目にあげることが林事務局長から提案された。
●アスタリスク項目は、平成 26 年度事業実施計画から削除することが承認された。ただし、各大学で個別に対応できる
項目に関しては、その他の項目であげる。
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議題（６）観光人材育成講座開講に関する調査（議題資料６）
事務局で各大学の大学院科目受入の可否及び大学院科目の学部読み替えについて調査し、とりまとめた（議題資
料６）。
●観光人材育成講座については、香川大学地域マネジメント研究科からの連絡を待ち対応する。新しい情報があれ
ば、情報提供していく。
報告（１）その他
特に報告はなかった。

●次回は事務局で日程調整する。
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平成 25 年度

第 3 回 eK4 企画委員会
第 3 回企画委員会議事次第

1.日時

平成２５年６月２５日（火）１０：３０～１１：３０

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) 著作権処理について検討すべき課題
(2) 観光人材育成講座について
(3) その他
4.報告
(1) その他
資 料
議題資料 平成 25 年度第 2 回企画委員会議事録
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第 3 回企画委員会議事録

日 時：平成 25 年６月 25 日（火）10：30～11：00
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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

金西計英

妹尾禎之

荒木秀夫

伏見裕子

鳴門教育大学

宮下晃一
藤原伸彦

香川大学

林 敏浩

菱田かおり

寺尾 徹

岩城暁大
植田めぐみ
裏和宏

愛媛大学

古賀理和

仲道雅輝

佐々木隆志

瀧本笑子
菊川昭治

高知大学

藤田尚文

石川 愛

立川 明
三好康夫
四国大学

山本耕司（11 時〜）

楫 完治

徳島文理大学

山城新吾

－

高知工科大学

妻鳥貴彦

－

議題
(1) 著作権処理について検討すべき課題
(2) 観光人材育成講座について
(3) その他
報告
(1) その他
議題資料
議題資料．平成 25 年度第２回企画委員会議事録
議題（１）著作権処理について検討すべき課題
著作権処理について各大学から検討すべき課題等の意見が出なければ、企画委員会の議題から一旦削除すること
が事務局から提案された。
これについて、以下の意見があった。
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【徳島大学】【鳴門教育大学】【愛媛大学】【高知工科大学】
著作権処理について、本学では特に進展はない。
議題の取扱も事務局提案で異論はない。
【香川大学】
本学でも特に進展はない。著作権関係のものは、これまで提示した資料の手順に従って粛々と処理を進めているとこ
ろである。事務局提案通り、議題から外しても良いと思う。
【高知大学】
事務局からの提案を受け、本学の知財に関する部局に相談したところ、著作権処理を一手に引き受けることは難しい
と回答をいただいた。担当教員が作成したコンテンツを eK4 に提供することについては、利用許諾を取るという形で解
決すると思うが、コンテンツ内に含まれる著作物に関しては、どうやって利用許諾を取るか本学での対応が難しいと思う。
こういった懸念があるので、議題からの削除等は本学では決められない。
→（林事務局用）
コンテンツ内の著作物については、各大学で対応する方法と eK4 として対応する方法と２つの方法がある。こういった
意見が出たので、たちまち企画委員会の議題から外すことはやめ、事務局で検討したい。
【徳島文理大学】
著作権処理について本学では特に進展はない。
議論が複雑になってきているので、新規科目については、提供大学が責任を持って eK4 に対して公開するという最
低限の明文化だけで良いと思う。共同処理が難しいということなので、企画委員会の議題としては終了して良いと思う。
以上の各大学からの意見を踏まえ、高知大学から意見があった。
【高知大学】
コンテンツ内に含まれる他者の著作権物について、各大学がどう利用許諾をとっているか、著作権処理のノウハウ共
有できれば本学でも対応できると思う。
→【徳島文理大学】
一つ提案だが、著作権を有している先方に対して書いてもらう申請書の共通フォーマットを作成すれば対応しやすく
なると思う。
→（林事務局長）
そういったフォーマットをすでに持っている大学に提供してもらうこともノウハウ共有になると思う。
→【香川大学】
香川大学では相手が申請書のフォーマットを持っている場合、それを使用していた。
→【愛媛大学】
第３者用の申請書等は本学で取扱要領を含め検討中であり，参考としては提供 出来る。
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→（林事務局長）
よろしくお願いします。
ノウハウ共有や申請書用フォーマットの提供があれば、各大学それを参考に対応しやすくなると思う。今後はそういっ
た方向性で話を進めていきたい。
●ノウハウ共有についてはメーリングリストまたは次回企画委員会で報告する。
議題（２）観光人材育成講座について
７月４日 13：30 から地域マネジメント研究科、四国経済連合会、四国ツーリズム創造機構、eK4 事務局で打ち合わせ
を行うこととなった。
観光人材育成講座について、以下の意見があった。
【徳島大学】
香川大学地域マネジメント研究科の板倉先生から先週電話連絡をいただいた。板倉先生からは、公開講座でも構わ
ないので受け入れてもらえないかと言われている。本学としては、平成 25 年度後期に大学開放実践センターの公開講
座として受け入れることを検討している。公開方法がかなり不明瞭なので、今回は講座のポリコムの映像を DVD にして
もらい、それを視聴する方法をとる。
【鳴門教育大学】
この講座の内容は非常に興味深いので、今後はこういう企画はどんどん進めてもらいたい。今回は、大学院科目の単
位互換や大学院科目の学部科目読替が二の足を踏んでいる気がする。そのあたりの所を明確にしてもらいたい。
【香川大学】
eK4 科目という形で提案できれば、各大学で対応できると思うが、そういう提案が十分に出来ていない状態なので難
しいと思う。
【愛媛大学】
どのような方法で進めるかはっきり決まり次第、本学で公開講座として受け入れるか否かを検討する。
【高知大学】
観光人材育成講座を香川大学提供の eK4 科目として扱っていただければ、検討しやすいと思う。
【高知工科大学】
特に意見はない。こういったことに eK4 の基盤をどんどん活用してもらいたい。
【徳島文理大学】
特に意見はない。
●７月４日の打ち合わせで、企画委員会から出た意見を伝える。また、打ち合わせ内容も次回企画委員会で報告す
る。
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議題（３）その他
今後の企画委員会で議論すべき課題等について、以下の意見があった。
【徳島大学】【鳴門教育大学】【愛媛大学】【高知大学】【四国大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】
特に意見はない。
【香川大学】
特にないが、現在学内で履修登録時期を連携大学で揃えることについて検討している。今後の企画委員会の議題
に挙げるかは検討する。
●企画委員会の議題が少ない場合、次月の企画委員会を休会するか正副委員長で相談する。
【山城委員長】
申請フォーマットについて、メーリングリストである程度議論することができれば、次回開いても良いと思う。
【金西副委員長】
議題が少なければメーリングリストで議論を進めて、次回は休会にしても良いと思う。
報告（１）その他
報告はなかった。

●次月の企画委員会は正副委員長でもう一度話し合い、休会するか開催するかを決めることになった。
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平成 25 年度

第 4 回 eK4 企画委員会
第 4 回企画委員会議事次第

1.日時

平成２５年８月２９日（木）11：00-12：00

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) 履修者数増加のための施策について

（議題資料 1）

(2) eK4 科目のオープンコンテンツ化に対する基本方針

（議題資料 2）

(3) その他
4.報告
(1) H25 年度単位互換科目の現状報告

（報告資料 1）

(2) 知のプラットフォーム形成事業の状況（中間報告）
(3) 観光人材育成講座について

（報告資料 2）

(4) グローバルチャレンジセミナーについて

（報告資料 3）

(5) H26 年度単位互換科目の提供について（中間報告）

（報告資料 4）

(6) 映像コンテンツ制作研修について

（報告資料 5）

(7) その他
資 料
議題資料 1. 単位互換科目の受講生を増やす方策について
議題資料 2. オープンコンテンツ化に関する意見
報告資料 1. H25 単位互換科目＿現状報告
報告資料 2. 「地域活性化と観光創造」チラシ
報告資料 3. グローバルチャレンジセミナーへの協力依頼
報告資料 4. H26 年度単位互換科目の提供状況
報告資料 5. 映像コンテンツ制作研修企画
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第 4 回企画委員会議事録

日 時：平成 25 年８月 29 日（木）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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

金西計英

三好信幸
妹尾禎之
伏見裕子

鳴門教育大学

藤原伸彦

香川大学

林 敏浩

菱田かおり

寺尾 徹

岩城暁大
植田めぐみ
裏和宏

愛媛大学
高知大学

古賀理和

菊川昭治

佐々木隆志

瀧本笑子

藤田尚文

武内智之

立川 明

石川 愛

三好康夫
四国大学

村井 礼

－

徳島文理大学

山城新吾

－

高知工科大学

妻鳥貴彦

－

議題
(1) 履修者数増加のための施策について
(2) eK4 科目のオープンコンテンツ化に対する基本方針について
(3) その他
報告
(1) H25 年度単位互換科目の現状報告
(2) 知のプラットフォーム形成事業の状況（中間報告）
(3) 観光人材育成講座について
(4) グローバルチャレンジセミナーについて
(5) H26 年度単位互換科目の提供について（中間報告）
(6) 映像コンテンツ制作研修について
(7) その他
議題資料
議題資料１．単位互換科目の受講生を増やす方策について
議題資料２．コンテンツ作成計画書様式（案）
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報告資料１．H25 単位互換科目_現状報告
報告資料２．「地域活性化と観光創造」チラシ
報告資料３．グローバルチャレンジセミナーへの協力依頼
報告資料４．H26 年度単位互換科目の提供状況
報告資料５．映像コンテンツ制作研修企画
議題（１）履修者数増加のための施策について
各大学の履修者数増加のための施策を議題資料１にまとめた。
これについて、以下のように、各大学からの補足説明と、徳島大学の質問に対する回答があった。
【徳島大学】
（妹尾係長）
各大学の受入れ期間をみていると 10 月までのところがあるが、どうして受入れ期間をそこまで延ばすことが出来るの
かお聞きしたい。
履修者を増やすことに関しては、e-Learning 科目は実際の講義とは重ならないので、週２回開講に出来れば、募集期
間に余裕ができる。本学で学生の受入れに正式な承認を得るために１ヶ月かかるので 11 月くらいから開講してくれると
応募が増えると思う。
（金西委員から補足）
クォーター制のように e-Learning 科目を例えば 1 週間のうち月曜と水曜に開講できれば、授業開始を 11 月にして、募
集期間を９月末までのばすことが出来る。本学では、来年度からこういった方法で授業をやらせていただくかもしれな
い。
【香川大学】
ほぼ議題資料に書いてある通りである。第１回目ガイダンスを他大学に対してはオンデマンド配信にしたことで他大学
学生が受講しやすくなったと思う。しかし今後もう少し抜本的な対応を議論していかなければならない。徳島大学からの
質問に対しては今後調査し回答していきたい。
【愛媛大学】
（古賀委員）
本学の現状としては再検討していかなければならない事項がある。
本学では、eK4 単位互換科目のうち、共通教育の教養科目に読み替えることが出来る科目のみを受入れている。つ
まり、他大学からの提供科目が共通教育に準じたものか、また１年生の教養科目にふさわしいものかで受入れ判断をし
ている。これについては、今後「知のプラットフォーム」との関連も出てくると思うので、本学の会議で検討する必要があ
る。また、各学期おいて、本学学生が履修できる eK4 単位互換科目は、本学が提供する科目も含め１科目のみとして
いる。しかも各学部が定める履修登録の上限の外数としている。こういった状況を再検討する必要がある。
また、本学で昨年度末に｛愛媛大学における「多様なメディアを高度に利用して行う授業の実施に関する」申し合わ
せ｝が制定された。これによって、本学の提供科目「未来可能性を創造するための学び」のような 100％メディアに頼る
科目を卒業要件として 60 単位まで認定されることになった。これについても今後受講生を増やす方策として本学が対
応していかなければならない。
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徳島大学の質問については、本学では今年度後期は９月末まで受入れ期間を設けている。昨年度は 10 月末まで認
めていた。期間を長くできたのは、特別聴講生の受入れ事務処理について、学長の承認のみで認めることにしている
からである。また金西先生がおっしゃっていた週２回開講日を設けることに関しては、私としては良いと思う。これは昨年
度愛媛大学から企画委員会で提案した週６日サイクルに準ずることで、学生に周知すれば週２回も可能だと考えてい
る。
（佐々木委員からの補足）
e-Learning は本来昼間に受けている授業とは別に空き時間で受けられる。時間調整が出来るので、週２回や古賀先
生がおっしゃった週 6 日サイクル等での運用も学生にとってはそれほど負担にならないのではないかと推測している。
【高知大学】
本学では学生受入れの方針として、まずは本学で提供している科目「流れと波の災害」については理学部で受入れ
るということになっている。事務処理の詳細は分からないが、教授会を通さないで、学長決裁等をとって受入れている。
詳細が分かれば報告したい。
25 年度追記に関しては、本学から「コンピュータと教育」に９名と「四国の歴史と文化」に 12 名の受講生を出したが、最
後の期末試験まで至らず途中でリタイアする学生が多かった。改善が必要である。
また備考部分の掲示板だけでの募集科目に関しては、学生が集まりにくい。Web による履修登録が時期的にどうして
も難しい科目は、出来るだけ開講通知を気づいてもらえるようにポスターを作る等対応が出来ると思う。
→（林事務局長）リタイアする学生については今後対応を検討する必要があると思う。
【高知工科大学】
受講生の確保については、学生への周知ということで大学のシラバスに記載することで対応をしていきたいと思って
いる。しかし、シラバスへの掲載時期と eK4 単位互換科目の次年度の開講科目詳細が明らかになる時期がずれるので、
現実的に難しい。後からシラバスに eK4 単位互換科目を追加する形にならざるをえない。また e-Learning を学生が受講
するにあたって、ログインの方法や moodle の使い方等テクニカルなサポート体制が十分にできていない。受講生を簡
単に増やすということは難しい状況ではあるが、なんとか増やしていきたい。
徳島大学からクォーター制の話が出てきたが、本学では開学以来クォーター制を導入している。１学期を１クォーター
と２クォーター、２学期を３クォーター、４クォーターといったように分け、週２回開講するクォーター科目と週１回開講する
学期科目が平行して行われていた。本学では eK4 で開講されている e-Learning 科目は、学期科目として扱われていた
のでそんなに大きな問題はなかった。
【四国大学】
履修要項に登録方法を掲載する等、宣伝を強化していきたい。
【鳴門教育大学】
追加する項目は特にない。
徳島大学の質問に関してはあまり柔軟に対応できていないので、お答えできない。高知工科大学のおっしゃってい
たところは確かにそうだなと思った。
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【徳島文理大学】
履修生を増やすことについては、これ以上は難しい。何度も言っているが、本学では eK4 単位互換科目が卒業に必
要な単位として認定されないことが決まっているので、学生にとってはモチベーションにならない。純粋な知的好奇心
で履修してくれる学生は少ないながら居るが、増える気配はない。
履修登録期間については、本学ではいつからいつまでという学内の履修期間をそのまま出している。この期間内では
募集が難しいという大学に対しては、既存で出している履修期間に関わらず柔軟に対応するということで、学務グルー
プの担当と合意が出来ている。
→（林事務局長）
受講生を増やす方法については、少し手詰まり感があるかもしれないが、履修生のリタイア問題もあるので、次に続け
ていきたい。
●事務局案としては徳島大学からの問い合わせに関しては、もう一度各大学に照会をかけることになった。
またリタイア等の問題に関しては、次回までに問題を整理してどのような形で議論できるか検討することになった。場
合によっては正副委員長で前段階の議論をし、話を進めていく。
議題（２）オープンコンテンツ化に関する意見について
平成 24 年度第 2 回運営委員会及び外部評価委員会でのオープンコンテンツ化についての提言を議題資料 2 にまと
めた。
このオープンコンテンツ化について、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】
オープンコンテンツ化に前向きなのは良いことだと思うが、学費を払っている学生が不利益にならないよう考えていく
必要があると思う。
【香川大学】
特に意見はないが、e-Learning 科目をオープンコンテンツ化するということだが、e-Learning 科目は実際のレスポンス
や試験、レポートで聴講生の反応を評価するプロセスを含めて１つの授業なので、ただ視聴するだけのオープンコンテ
ンツのものとは少し差があると思う。
【愛媛大学】
オープンコンテンツ化に関しては反対ではない。本学からのコンテンツの提供については、検討していきたいと思う。
【高知大学】
オープンコンテンツ化についてはどんどん進めていくことで良いと思う。どんな問題点がでてくるか調査していくという
ことだが、「四国学のオープンコンテンツ化」がキーワードにあったと思うので、調査ではなく四国学のオープンコンテン
ツ化を先に進めていくというのはいかがか。
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→（林事務局長）
ご意見ありがとうございます。
先に進めていくことで問題点もたくさん出てくると思うので、そこから解決していくのも１つの方法であると思う。
【四国大学】
オープンコンテンツ化については賛成である。実施するのであれば私が講義を提供してもよいと考えている。全 15 回
といった固定回数ではなく、テーマ毎に回数を調整し、それをみんなが自由に切り取りして使うなど柔軟な使い方をす
れば良いと思う。こういうことは大学や教員の広報用として効果があると思うので、個人的に積極的に関わっていければ
と思う。
→（林事務局長）
是非ご協力をよろしくお願いします。
【高知工科大学】
オープンコンテンツ化について、学費等の問題が出てきたが、大学や eK4 で持っているコンテンツを全て出すわけで
はないと思う。ダイジェストや、あるいは初回１回だけをオープンにして興味を持ってもらえれば良いと思う。科目によっ
ては全てのコンテンツをオープンにするなど柔軟な運用をしていくことが現実的な対応だと思う。
eK4 にコンテンツ提供がないので、具体的な議論はないが、別件で学内の授業を公開していく考えが大学執行部に
あり、コンテンツが提供されたとしても、オープン化は前向きに進められると思っている。
【徳島文理大学】
オープンコンテンツ化に関しては、本学でも学費を払っている学生に不利にならないかという話は出ている。一つの
授業の枠内で公開する回を決めて、他の回は正規の学生にしか視聴できないようにするといった運用方法は良いと思
う。
●企画委員会で出た意見を事務局でまとめることになった。
●議題１、議題２に関して、今まで事務局がまとめて原案を提出してきたが、場合によってはワーキンググループを作り
議論してはどうかという提案が林事務局長から出された。
報告（１）H25 年度単位互換科目の現状報告
平成 25 年度単位互換科目の現状について林事務局長から報告があった。
報告（２）知のプラットフォーム形成事業の状況（中間報告）
知のプラットフォーム形成事業の状況について林事務局長から報告があった。
この報告に関して各大学からは特に意見はなかった。
報告（３）観光人材育成講座について
観光人材育成講座について林事務局長から報告があった。
＊これまで「観光人材育成講座」という名称を使っていたが、正式に「地域活性化と観光創造」の講座名となった。今後
はこれを使用する。
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報告（４）グローバルチャレンジセミナーへの協力依頼
四国経済連合会からグローバルチャレンジセミナーへの協力依頼があった。
報告（５）H26 年度単位互換科目の提供状況（中間報告）
平成 26 年度単位互換科目の提供状況について林事務局長から報告があった。
これに関して、各大学から以下の追加報告があった。
【徳島大学】
単位互換科目については現在調整中である。詳細が決まり次第、資料を送付する。
【鳴門教育大学】【香川大学】【四国大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】
特に追加報告は無い。
【愛媛大学】
来年度の単位互換科目提供について、まだ報告できていない。後期に１科目を提供するつもりである。科目名、担当
教員が決まり次第連絡したい。
【高知大学】
例年通り「流れと波の災害」１科目を提供予定である。
報告（６）映像コンテンツ制作研修について
9 月 29 日（日）に映像コンテンツ制作研修会を開催することが報告された。

●次回は事務局で日程調整する。
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平成 25 年度

第 5 回 eK4 企画委員会
第 5 回企画委員会議事次第

1.日時

平成２５年９月２６日（木）11：00-12：00

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) 四国学と学際的専門科目のカテゴリについて

（議題資料 1，2）

(2) 履修者数増加のための施策について

（議題資料 3）

(3) ワーキンググループの設置について
(3)-1 履修者数増加のための施策について
(3)-2 オープンコンテンツ化について
(4) その他
4.報告
(1) 知のプラットフォーム形成事業の状況（中間報告）
(2) 地域活性化と観光創造について

（報告資料 1）

(3) グローバルチャレンジセミナーについて

（報告資料 2）

(4) H26 年度単位互換科目の提供について（中間報告）

（報告資料 3）

(5) 映像コンテンツ制作研修について

（報告資料 4）

(6) その他
資 料
議題資料 1. 四国学と学際的専門科目のカテゴリ（再修正案）
議題資料 2. eK4 単位互換科目一覧（分類変更案）（修正）
議題資料 3. 単位互換科目の受講生を増やす方策について（徳島大学問合せ）
報告資料 1. 「地域活性化と観光創造」の報告
報告資料 2. グローバルチャレンジセミナーについて
報告資料 3. H26 年度単位互換科目の提供状況
報告資料 4. 映像コンテンツ制作研修企画

97
e-Knowledge Consortium Shikoku

第 5 回企画委員会議事録

日 時：平成 25 年９月 26 日（木）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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

金西計英
荒木秀夫

妹尾禎之
伏見裕子

鳴門教育大学

宮下晃一
藤原伸彦

香川大学

林 敏浩

菱田かおり
岩城暁大
植田めぐみ
裏和宏

愛媛大学

古賀理和

菊川昭治

佐々木隆志

瀧本笑子

立川 明

武内智之

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

妻鳥貴彦

－

高知大学

議題
(1) 四国学と学際的専門科目のカテゴリについて
(2) 履修者数増加のための施策について
(3) ワーキンググループについて
(3)-1 履修者数増加のための施策について
(3)-2 オープンコンテンツ化について
(4) その他
報告
(1) 知のプラットフォーム形成事業の状況（中間報告）
(2) 地域活性化と観光創造について
(3) グローバルチャレンジセミナーについて
(4) H26 年度単位互換科目の提供について（中間報告）
(5) 映像コンテンツ制作研修について
(6) その他
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議題資料
議題資料１．四国学と学際的専門科目のカテゴリ（再修正案）
議題資料２．eK4 単位互換科目の一覧（分類変更案）（修正）
議題資料３．単位互換科目の受講生を増やす方策について（徳島大学問合わせ）
報告資料１．「地域活性化と観光創造」の報告
報告資料２．グローバルチャレンジセミナーについて
報告資料３．H26 年度単位互換科目の提供状況
報告資料４．映像コンテンツ制作研修企画
議題（１）四国学と学際的専門科目のカテゴリについて
運営委員会から指摘を受け、四国学と学際的専門科目のカテゴリと eK4 単位互換科目の一覧について軽微な修正
を行った。
こ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】【高知大学】【四国大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】
この修正案で特に問題ない。
【愛媛大学】
議題資料 2 の担当者の希望の項目の文言については、最初は「学際的専門科目」という名称が使われていた経緯が
ある。しかし、「学際科目」にカテゴリ分けされたので、細かい文言は必要なくなった。修正案で問題ないと思う。
●企画委員会で議題資料１、２の修正案が承認された。第２回運営委員会で報告する。
議題（２）履修者数増加のための施策について
前回の企画委員会で出た３つの問題点について、林事務局長から説明があった。１つ目は学生のリタイア問題、２つ
目はクォーター制度、３つ目は登録手続きの簡素化に関する問題である。まず、１つ目の学生が途中でリタイアする問
題については、現在原因を探るために高知大学に追跡調査を依頼している。徳島大学から話がでたクォーター制につ
いては、まだ動きがみられない。徳島大学からの質問を受けた登録手続きの簡素化については、各大学からの回答を
議題資料３にまとめた。
この議題資料３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】【高知大学】【高知工科大学】
特に追加報告はない。
【香川大学】
本学の他大学生の受入れの事務処理は、議題資料３に記載されているように、理事決裁により迅速な対応が可能で
ある。特に追加報告はない。
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【愛媛大学】
（古賀先生）
議題資料３の本学の項目に記入しているが、週２回の開講については個人的に良いと思う。基本的に開講期間に関
しては、担当教員に委ねている。また、後期の本学開講の単位互換科目については 9 月末を締切りにしているが、10
月に入っても応募がある場合は臨機応変に対応しようと思う。
（佐々木委員）
単位互換協定に基づいて、特別聴講生の受入れについては、かなり柔軟な対応をしている。
【徳島文理大学】
徳島大学の問合せの備考欄①補足の３つめについては、本学で提示している時期を変更することは出来ない。しか
し、他大学が本学の提示時期に拘る必要はない。履修時期については、本学の提示時期と他大学の日程が合わない
ということが前々から言われていたが、実質的には無視して良い。提示時期以外でも柔軟に対応する。
●議題資料に特に修正等はなかったので、一度企画委員会でこの議題を閉じる。
議題（３）ワーキンググループの設置について
（３）−１ 履修者増加のための施策について
（３）−２ オープンコンテンツ化について
（３）−１、（３）−２についてそれぞれのワーキンググループのグループ分け案が事務局から提案された。
（事務局原案）
履修者増加 WG

： 徳島大学、香川大学（主査）、高知大学、四国大学

オープンコンテンツ WG： 鳴門教育大学、愛媛大学、徳島文理大学（主査）、高知工科大学
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】
事務局原案に異論はない。
知のプラットフォームとの関係を今後検討していかなければならないと思う。
【鳴門教育大学】【香川大学】【高知大学】【四国大学】【愛媛大学】【高知工科大学】【文理大学】
事務局原案に異論はない。
●企画委員会で事務局提案が承認された。次回の企画委員会で各 WG の主査が進捗状況を報告していくことになっ
た。近日中に各 WG ごとにキックオフする。
報告（１）知のプラットフォーム形成事業の状況（中間報告）
知のプラットフォーム形成事業の状況について林事務局長から報告があった。
10 月 1 日に大学連携 e-Learning 教育支援センター四国企画委員会、10 月 4 日に連携事業推進会議が開催される
ので状況を次回企画委員会で報告する。
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報告（２）地域活性化と観光創造について
公開講座「地域活性化と観光創造」について林事務局長から報告があった。
各大学から以下の質問があった。
【徳島大学】
香川大学の moodle でコンテンツを視聴できるということだが、例えば本学の学生が視聴するときは、ゲストログインで
視聴するのか、それとも香川大学に学生の情報を送り、香川大学で履修登録を行うのかを教えていただきたい。
→（林事務局長）
学生に香川大学 moodle にアクセスしてもらい、自分でアカウント登録を行ってもらうようにする。
→【徳島大学】
コース登録に必要なキーワードは本学に予め送ってもらえるのか。
→（林事務局長）
キーワードは設定するので、予めキーワードの情報を各大学にお送りする。またキーワードは地域マネジメント研究科
にも連絡するので、事務局と地域マネジメント研究科のどちらでも問い合わせ可能にしておく。
→【徳島大学】
わかりました。本学で学生の受付をするので、履修希望の学生には個別にキーワードを教え、自分で登録してもらうよ
うにする。
【鳴門教育大学】
オンデマンドで配信されるということで、著作権上問題のない資料を使うとなっているが、講師の方々はそれを理解し
ているのか。
→（香川大学技術補佐員岩城氏）
著作物の対応については、著作物の利用許諾が得られないような資料を使用することは避けて欲しい旨を地域マネ
ジメント研究科に伝え、著作権に関する対応を要求した。これについては、問題なく進行しているということを地域マネ
ジメント研究科から口答で説明を受けた。
→【鳴門教育大学】
ありがとうございます。本学でもこの方法を参考にしたいと思う。
報告（３）グローバルチャレンジセミナーについて
グローバルチャレンジセミナーの接続実験について林事務局長から報告があった。
愛媛大学から以下の報告があった。
【愛媛大学】
先日、香川大学、松山大学と接続実験をさせてもらったときに、松山大学で特に機械の更新をしたというわけでもない
が前回の接続実験では受信できなかった映像も今回は問題なく受信できていた。何が原因か確定していないが、接続
数が増えるとどこかで不具合が起こっているような気がする。接続数が増えてみないとわからないので、第２回の全体で
の接続実験で検証したいと思う。
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報告（４）H26 年度単位互換科目の提供について（中間報告）
H26 年度単位互換科目の提供について林事務局長から報告があった。
【徳島大学】
本学の提供科目について２科目を以下のように修正していただきたい。
科目名

地震・火山災害を防ぐ

未定→（修正）「気象災害を防ぐ」

分類

学際科目 A

未定→（修正）学際科目 A

担当教員

未定→（修正）西山賢一

西山賢一

時間割

未定

未定

【鳴門教育大学】
特に追加報告は無いが、近いうちに例年通りの科目提供を報告できると思う。
【香川大学】
本学も追加報告はないが、私自身新しい科目を作成しようか検討しているところである。
【愛媛大学】
本年度も提供している「未来可能性を創造するための学び」について来年度も開講するか等、来年度の科目につい
ては未定な部分も多いので、決まり次第報告したいと思う。１科目を提供するつもりである。
報告（５）映像コンテンツ制作研修について
映像コンテンツ制作研修について eK4 事務局から報告があった。
【鳴門教育大学】
この研修会には参加できないが、研修会のコンテンツ化は助かる。本学でも是非参考にさせていただきたい。
【香川大学】
高松で開催されるので是非皆さんご参加ください。
報告（６）その他
【香川大学】
先日メールで共催のご審議いただいた「大学 ICT 推進協議会」研究会が無事終了した。約 25 名の参加者があり、活
発な議論が行われた。なお、大学 ICT 推進協議会の全国大会は 12 月 18 日から始まると聞いている。よろしければ、
全国大会に参加を検討いただければと思う。

●次回は事務局で日程調整する。
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平成 25 年度

第 6 回 eK4 企画委員会
第 6 回企画委員会議事次第

1.日時

平成 25 年 10 月 31 日（木）11：00-12：00

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) 外部評価委員の人事について

（議題資料 1）

(2) 履修者数増加のための施策について （WG）

（議題資料 2）

(3) オープンコンテンツ化について（WG）

（議題資料 3）

(4) その他
4.報告
(1) 企画委員の交代および推薦について

（報告資料 1）

(2) 四国学と学際的専門科目のカテゴリについて
(3) 途中リタイア学生の実態調査について進捗状況

（報告資料 2）

(4) H26 年度単位互換科目の提供について（中間報告）
(5) グローバルチャレンジセミナー接続実験について
(6) 地域活性化と観光創造について
(7) 平成 24 年度事業報告書の発行について
(8) その他
資 料
議題資料 1. 外部評価委員名簿、規則
議題資料 2. 履修者数増加のための施策 WG 議題案
議題資料 3. オープンコンテンツ化 WG について
報告資料 1. eK4 企画委員名簿
報告資料 2. 高知大学「H25 単位互換科目履修者アンケート」
報告資料 3. グローバルチャレンジセミナー接続実験報告（10/28）
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（報告資料 3）

第 6 回企画委員会議事録

日 時：平成 25 年 10 月 31 日（木）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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

金西計英

妹尾禎之

荒木秀夫

伏見裕子

鳴門教育大学

宮下晃一
藤原伸彦

香川大学

林 敏浩

菱田かおり

寺尾 徹

植田めぐみ

村井 礼

裏和宏

愛媛大学

古賀理和

菊川昭治

高知大学

藤田尚文

武内智之

立川 明

石川 愛

三好康夫
四国大学

－

－

徳島文理大学

山城新吾

－

高知工科大学

吉田真一

－

妻鳥貴彦
議題
(1) 外部評価委員の人事について
(2) 履修者数増加のための施策について（WG）
(3) オープンコンテンツ化について（WG）
(4) その他
報告
(1) 企画委員の交代および推薦について
(2) 四国学と学際的専門科目のカテゴリについて
(3) 途中リタイア学生の実態調査について進捗状況
(4) H26 年度単位互換科目の提供について（中間報告）
(5) グローバルチャレンジセミナー接続実験について
(6) 地域活性化と観光創造について
(7) 平成 24 年度事業報告書の発行について
(8) その他
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議題資料
議題資料１．外部評価委員名簿、規則
議題資料２．履修者数増加のための施策 WG 議題案
議題資料３．オープンコンテンツ化 WG について
報告資料１．eK4 企画委員名簿
報告資料２．高知大学「H25 単位互換科目履修者アンケート」
報告資料３．グローバルチャレンジセミナー接続実験報告（10/28）
会議の冒頭に eK4 藤井新会長から就任の挨拶があった。
報告（１）企画委員交代及び推薦について
林事務局から企画委員の交代について報告があった。
香川大学 村井新企画委員から挨拶があった。
議題（１）外部評価委員の人事について
外部評価委員の人事について林事務局長から説明があった。
平成 26 年３月末で外部評価委員の 3 年の任期が終わる。外部評価委員会規則では、第５条に「委員の任期は３年と
し、再任は妨げないものとする。ただし、通算在任期間は６年を限度とする。」とある。
以下のことについて、企画委員会で議論してもらいたい。
・現委員に平成 26 年度以降も再任をしてもらうか。
・竹内委員と三木委員は外部評価委員会規則施行以前から外部評価委員を勤めている。平成 26 年３月末で通算在
任期間が６年となるが、任期の適用を規則が施行される平成 24 年４月からと考え、両委員が平成 26 年度以降も再任可
能と考えてよいか。
外部評価委員の人事について以下の意見があった。
【徳島大学】
５名の外部評価委員の任期が平成 26 年３月で終わり、基本的に再任される方向で進んでいることと理解した。三木さ
ん、竹内さんについても１期目と考え、５人全員再任できるという事務局案でよいと思う。
【鳴門教育大学】
規則の第５条について議論されていることだと思うが、第５条がうまく適用されていない状況であると思う。そういった
場合は、第９条に「外部評価委員会の運営に関し必要な事項は運営委員会が別途定める。」と書かれているので、企
画委員会で議論してもいいのか、疑問に感じている。
→（林事務局長）
運営委員会の議案ではないか、というご意見と理解した。
第９条の適用については考えていなかった。参考にしたいと思う。まず他大学の意見を聞きながら、参考にしていきた
いと思う。
【香川大学】
事務局原案の通りで、あと３年再任できるという解釈でよいと思う。
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【愛媛大学】
（古賀委員）委員の先生に了承いただけるのであれば、再任でかまわないと思う。
（菊川事務課長）平成 24 年４月１日から３年だと平成 27 年３月ということになるのではないか。
→（林事務局長）
実際は平成 24 年３月の外部評価委員会から数えているので、そこからすると平成 24 年３月で１年目、平成 25 年３月
で２年目、平成 26 年３月で３年目ということになる。ここにも不整合があったが、どこらかも指摘がなかったので、そのま
ま運用していた。
【高知大学】【高知工科大学】
特に意見はない。
【徳島文理大学】
一度運営委員会に諮った方が良いという鳴門教育大学の意見はその通りだと思う。
●附則で記載されている内容とズレが生じているので、鳴門教育大学、徳島文理大学の意見はその通りであると思う。
特に急ぎの案件ではないので、運営委員会に諮って確認したいと思う。基本的には企画委員会の原案としては、すべ
ての外部評価委員が３年目であり、再任可能であるということで確認していきたい。適応に関してはこの規則とズレがあ
ったことを説明し、これに関して対応を運営委員会としてどう判断していただくか、第９条に基づき対応していきたいと思
う。
議題（２）履修者数増加のための施策について（WG）
履修者数増加のための施策について、WG の主査香川大学の村井委員から説明があった。
各大学から以下の意見があった。
【徳島大学】
WG で各大学の意見が集約されているところだと思う。そこで出た意見をもとに、今後具体的にどうしていくか検討して
いくことになろうかと思う。様子を見て対応を考えていこうと思う。
【鳴門教育大学】【高知大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】
特に意見はない。
【香川大学】
議題資料２に書いてある通りである。とくに追加意見はない。
【愛媛大学】
本学では、全開講回数の 50％を e-Learning 等の動画で構成されている授業を「メディア授業科目」としている。このメ
ディア授業科目は、現在、卒業要件として 60 単位までを認めているが、今後他の授業と同じように扱われるように運用
を進めているところである。つまり、本学ではこの eK4 科目は各学部が定める履修登録上限単位数の外数となり、学部・
学科で卒業要件としては認められない状況も起こりうる。各大学でこういった授業をどういう取り扱いで指導していくかが、
履修者数増加につながるポイントであると思う。
●WG で継続して進めていく。
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議題（３）オープンコンテンツ化について（WG）
オープンコンテンツ化について WG 主査の徳島文理大学の山城委員から説明があった。
今後 WG で以下の２点について検討していくことになった。
（１）日本オープンコースウェア・コンソーシアム（JOCW）について
（２）オープン化出来るコンテンツについて
WG の今後の検討内容について、各大学から以下の意見があった。
（林事務局長）
JOCW には知り合いが何人かいるので話を聞くことができるかもしれない。
【徳島大学】
山城委員の説明に特に意見はない。
JOCW については、本学で関わっている人はいないと思う。直接関わっている人はいないかもしれないが、JMOOC は
関わっている人がいるかもしれないので、調べてみる。
【鳴門教育大学】
本学ではオープンコンテンツ化のメリットについて、今一つピンと来ない。ぜひ JOCW 等で既にオープンコンテンツ化
を実施している大学が、どういったところに価値を感じて実施しているのか分かれば教えてもらいたい。また既存の授業
のコンテンツだが、e-Learning として提供するのは構わないが、オープンコンテンツ化となると、かなり話が違ってくる。当
然著作権に関して、シビアになると思う。今ある授業をこのまま出すのは難しいと思うので、山城委員のおっしゃる通り、
授業の一部をダイジェスト化するほうが考えやすいと思う
【香川大学】
（村井委員）
オープンコンテンツ化については、社会貢献ということがバックグラウンドにある。とにかく、授業料を払っている学生
に不利益にならないように考えなければならないので、慎重に意見を出せればと思う。
（林事務局長）
私も個人的な人脈で情報収集にご協力できればと思っている。
【愛媛大学】
個人の意見ではあるが、オープンコンテンツ化については、eK4 が設立してからいろいろな援助を受けているので、
社会貢献という意味と、また eK4 という組織を発展させる意味で必要であると思う。オープン化できるコンテンツについ
ては、山城委員長の意見にある（２）に書いてある通りで、オープンコンテンツ化となると、著作権に関して厳密にクリア
なものにしなければならない。また実際に eK4 の授業に使っているものとオープンコンテンツ化するものの関係性を議
論しなければならない。
【高知大学】
オープンコンテンツ化については、ハーバードと MIT がだいぶ前から始めている。私の記憶では、そこでは単位認定
を求めるのであれば授業料を払うという仕組みで、そういった使い方をすれば、単位認定可能な科目として提供する大
学にもメリットがあり、無料で提供するなら社会貢献になると考えられると思う。
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→（林事務局長）
そういった考え方もあると思う。私自身も MIT の状況を調査したこともあるが、教育を受けられない人にも教育の場を
与えるアメリカの考え方からこういったオープンコース化が進んでいると思う。
【高知工科大学】
特に意見はない。オープンにできるものはオープンにできればと個人的に思っている。
【徳島文理大学】
企画委員会で出た意見を WG で議論していきたい。
●WG で継続して進めていく。
報告（２）四国学と学際的専門科目のカテゴリについて
四国学と学際的専門科目のカテゴリについて、林事務局長から運営委員会で承認され、確定した旨の報告があっ
た。
報告（３）途中リタイア学生の実態調査について進捗状況（報告資料２）
途中リタイア学生の実態調査について、林事務局長から説明があった。現在、高知大学で当該学生に対してアンケ
ート調査を行っている。
各大学からアンケート項目についての意見があった。
【徳島大学】
アンケート結果から有益な情報が得られるかもしれないので、結果が出たら報告してほしい。
【鳴門教育大学】【愛媛大学】【高知工科大学】
アンケート項目についてはこれで良いと思う。アンケート結果を期待している。
【香川大学】
特に意見はない。
【徳島文理大学】
アンケート項目についてはこれで良いと思う。あえて項目を増やすとすれば、自大学や開講大学の教職員のサポート
は十分だったかという内容を追加しても良いと思う。
報告（４）H26 年度単位互換科目の提供について（中間報告）
平成 26 年度単位互換科目の提供について林事務局長から中間報告があった。
各大学から新規の単位互換科目について報告はなかった。各大学で平成 26 年度に向けたシラバスの検討に入って
いる時期だと思うので、もし、新規の科目があれば、なるべく早く事務局に報告していただきたい。今まで、企画委員会
で報告していたが、ここで一度報告を閉じる。各大学から報告があれば随時報告していく。
報告（５）グローバルチャレンジセミナー接続実験について（報告資料３）
グローバルチャレンジセミナー接続実験について香川大学裏技術補佐員から説明があった。
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各大学から接続実験について以下の意見があった。
【愛媛大学】
（菊川事務課長）
愛媛大学と松山大学が SONY の PCS を使っているので、これが足を引っ張っているように感じる。松山大学と愛媛大
学は直線距離で 100 メートルも離れていないので、もし良ければ、松山大学の学生を本学で収容することも出来る。
→（林事務局長）
松山大学の学生を愛媛大学で受け入れてもらうという方法も事務局で考えていた。最悪の事態でそういった対応も検
討していかなければならないと思う。
【高知大学】
業者に機器をみてもらったりはしているのか。
→（林事務局長）
業者には見てもらっている。ただし、カスケード接続に関しては、ポリコムを導入したときはどの業者もカスケード接続
は出来ると言っていたが、実際やってみると口を濁し、あまり手を出したがらない感じだった。今はどういった接続が安
定するか試している状況である。
【高知工科大学】
28 日の実験には（妻鳥委員は）参加できていないが、前々回の実験と状況は変わっていないことは認識している。想
定外の話ではあるが、直接的に影響を受けているのは本学であるので、本学で予め資料を配ったりするなどの対応を
考えなければならないが、もう一度接続実験を行うということで、それで解決できればと思っている。
報告（６）地域活性化と観光創造について
「地域活性化と観光創造」について林事務局長から報告があった。当講義は 10 月８日から開講し、対面講義では 50
人程度の受講があった。e-Learning での受講は分かり次第報告する。
[訂正]対面講義で 85 名位受講している。（11/6 eK4 定例ミーティングで岩城助教が発言）
報告（７）平成 24 年度事業報告書の発行について
平成 24 年度事業報告書を発行したことが林事務局長から報告があった。
報告（8）その他
【香川大学】
ある先生から eK4 の取り組みの執筆について依頼があった。これに関しては既に企画委員会 ML で了承を得た。念
のため、この場で報告しておく。

●次回は事務局で日程調整する。
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平成 25 年度

第 7 回 eK4 企画委員会
第 7 回企画委員会議事次第

1.日時

平成 25 年 11 月 28 日（木）11：00-12：00

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) 事業報告シンポジウムについて

（議題資料 1）

(2) 履修者数増加のための施策について （WG）

（議題資料 2）

(3) オープンコンテンツ化について（WG）

（議題資料 3）

(4) その他
H25 年度事業達成報告について
4.報告
(1) 外部評価委員の人事について

（報告資料 1）

(2) 途中リタイア学生の実態調査について進捗状況

（報告資料 2）

(3) H26 年度単位互換科目の提供について

（報告資料 3）

(4) グローバルチャレンジセミナーについて
(5) その他
資 料
議題資料 1. H24 年度シンポジウムプログラム
議題資料 2. 履修者数増加のための施策 WG_11 25
議題資料 3. OC 化 WG 進行について—今後の動き
報告資料 1. 外部評価委員の人事について
報告資料 2. 途中リタイア学生の実態調査について（高知大学）
報告資料 3. H26 年度単位互換科目の提供状況（11.5）
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第 7 回企画委員会議事録

日 時：平成 25 年 11 月 28 日（木）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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

金西計英

妹尾禎之
伏見裕子

鳴門教育大学

宮下晃一

香川大学

林 敏浩

岩城暁大

寺尾 徹

菱田かおり

村井 礼

植田めぐみ
裏和宏

愛媛大学

古賀理和

菊川昭治
石田昭夫
瀧本笑子
吉田めぐみ

高知大学

藤田尚文

武内智之

立川 明

石川 愛

三好康夫
四国大学

－

－

徳島文理大学

山城新吾

－

高知工科大学

妻鳥貴彦

－

議題
(1) 事業報告シンポジウムについて
(2) 履修者数増加のための施策について（WG）
(3) オープンコンテンツ化について（WG）
(4) その他
H25 年度事業達成報告について
報告
(1) 外部評価委員の人事について
(2) 途中リタイア学生の実態調査について進捗状況
(3) H26 年度単位互換科目の提供について（中間報告）
(4) グローバルチャレンジセミナーについて
(5) その他
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議題資料
議題資料１．H24 年度シンポジウムプログラム
議題資料２．履修者数増加のための施策 WG＿11 25
議題資料３．OC 化 WG 進行について−今後の動き
報告資料１．外部評価委員の人事について
報告資料２．途中リタイア学生の実態調査について（高知大学）
報告資料３．H26 年度単位互換科目の提供状況（11.5）
議題（１）事業報告シンポジウムについて
平成 25 年度事業報告シンポジウムについて林事務局長から説明があった。
事業報告シンポジウムのプログラムは例年通りの内容で承認された。セッション詳細など内容に関しては、各大学から
提案があれば ML で連絡をすることになった。
議題（２）履修者数増加のための施策について（WG）
香川大学村井委員から WG の進捗状況の説明があった。広報方法については、YouTube チャンネルを作成し、PV
を配信することを提案した。
高知大学から以下の意見があった。
【高知大学】
広報の方法は、村井委員の説明通りのやり方で本学も対応できると思う。しかし、実際問題は各大学で卒業単位と認
められる単位を増やしてもらわなければ履修者増加につながらないのではないか。
（村井委員）
→単位数については今後議論していきたいと思う。
●企画委員会で出た意見を参考に WG で継続して進めていく。
議題（３）オープンコンテンツ化について（WG）
香川大学岩城助教から WG の進捗状況の説明があった。
山城委員長から以下の意見があった。
（山城委員長）
特に補足はないが、各大学で眠っているコンテンツの量は膨大なので、この調査を行うとなると大変だと思う。講義内
容だけではなく、PV や講義の簡単な紹介から始めても良いと個人的に思う。
各大学から以下の意見があった。
【徳島大学】
JMOOC は関わっている人は本学にはいなかった。また、大学 ICT 推進協議会に携わっている先生に問い合わせた
ところ、その中の部会でも JMOOC に関わりのある先生はいなかった。
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【鳴門教育大学】【愛媛大学】【高知大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】
特に意見はない。
【香川大学】
（寺尾委員）
可能な範囲で協力をする。
（林事務局長）
大学 ICT 推進協議会のコンテンツ流通部会の運営委員になっているので、情報があれば提供していきたい。
（林事務局長）
12 月に東京幕張で大学 ICT 推進協議会の年会があるので、そのときに調査できればと思う。eK4 で参加される人は
私の方に連絡していただきたいと思う。
●WG で継続して進めていく。
議題（４）その他
H25 年度事業報告達成状況と H26 年度事業実施計画について、各大学にメーリングリストにて回答を依頼している。
これについて各大学からは特に意見はなかった。
報告（１）外部評価委員の人事について
外部評価委員の人事について林事務局長から報告があった。
11/28 現在で高知工科大学以外の大学の運営委員から事務局案の了承があった。
【高知工科大学】
運営委員に確認をとり、事務局に連絡する。
※12/2 に高知工科大学から回答があり、事務局案が確定した。
また委員の選出については、前回と同様に各県域の大学間で相談して決めることが事務局から提案された。
このことについて各大学から以下の意見があった。
香川県域、愛媛県域
【香川大学】【愛媛大学】
異論は無い。
徳島県域
【徳島大学】
調整させていただくことについては問題ない。
【徳島文理大学】
県域の大学間で相談して決めたいと思う。
※鳴門教育大学に意見を伺うことを失念していたため、鳴門教育大学には後にメールにて了承を得た。
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高知県域
【高知大学】
現在委員をしていただいている県立大学の先生に継続して委員をしていただけるかを打診したところ OK をもらった。
高知工科大学には申し訳ないが、このまま進めて良いか。
【高知工科大学】
是非お願いしたい。
報告（２）途中リタイア学生の実態調査について進捗状況
途中リタイア学生の実態調査について高知大学から報告があった。
この調査について各大学から以下の意見があった。
【徳島大学】
本学でもドロップアウト率は問題になっているので参考にさせていただきたいと思う。
【鳴門教育大学】
大変参考になった。ありがとうございます。
特に十数回視聴したにもかかわらず、単位取得に至らなかった学生にたいしては、運営側にも問題があるのではな
いかと思う。何回まで欠席を認める等、明確にしていく必要があると思う。
【香川大学】
運営方法については各科目の担当教員のポリシーがあるので、なかなか難しいところではある。積み上げ式の運用
であると、確かに途中で落としてしまうとどうしようもないときがあるので、少しなら遅れても視聴できるというフォローがで
きればと思う。
（林事務局長）
話題にあがっている科目は、私が担当している「コンピュータと教育」だと思うので、補足をさせていただく。この科目
では、全ての回のレポートを提出していなければ期末試験の受験資格を認めていない。これについては特に問題ない
と考えている。実際には各回のコンテンツはずっと視聴可能な状態にしている。またレポートを遅れて提出してきた学
生に対しては柔軟に対応している。ただし、レポートの締切りを過ぎても受け付けることを公表することは教育上好ましく
ないと思うので、公表はしていない。学生がやむをえない事情でレポート提出が遅れた場合は柔軟に対応している。こ
れで受験できないといったことはなかった。
しかし今回の高知大学の調査で、１回でも提出しなかった場合はもう受験資格を失うと、真面目に解釈している学生
が居るということが分かった。そういった学生にたいしてのケアをしていかなければならないと思った。方法としては、レ
ポートの提出状況を確認し、レポートの提出が抜けている学生がいた場合は連絡をしていきたい。
ただ、100 名を超える学生に対してこういったフォローをするのは大変だと思う。今後、いろんな先生に e-Learning を提
供していただく場合に、こういった負荷をどう考えていただけるのか悩ましいところではある。コンピュータと教育につい
ては、今回のご意見を参考に学生のフォローを十分検討していきたいと思う。
【愛媛大学】
本学が開講している科目は、eK4 関連の学生４名、本学の学生８名が受講している。レポートの遅れている学生に対
してのフォローは、実は昨日レポート遅れに対しての対応や方針について動画を追加し公開した。やはり学生が途中
で諦めずについて来られるようにフォローすることは大事だと思う。ただ愛媛大学は今年の２月にメディア授業科目に
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ついての申し合わせが発行され、eK4 で提供している「未来可能性を創造するための学び」が本学のメディア授業科目
第１号となった。e-Learning の出席管理とどう行うのか等のルールとの兼ね合いをどうするのか学内で四苦八苦している
ところである。
【高知大学】
こちらから特に意見はない。念のため特定の教員を個人攻撃するようなつもりでの報告ではないのでご了承いただき
たい。締切りをすぎてもレポートを受け付けていただけるのであれば e-Learning の性質上良いと思う。今後ともよろしくお
願いします。
【高知工科大学】
貴重な資料提供をありがとうございます。e-Learning に携わる人間で考えていかなければならない事柄だと思う。
【徳島文理大学】
データをありがとうございます。ドロップアウトする学生についてサポートの重要性は経験的には分かっていたことだが、
改めてデータで見ると面白い。参考にしていきたいと思う。
（林事務局長）
今回の調査はどういったサポートが必要かよくわかった資料になった。高知大学の方で丁寧な調査を行っていただき
ありがとうございました。今後もこういった調査を各大学に依頼することがあるかと思うが、その際はご協力をお願いす
る。
報告（３）H26 年度単位互換科目の提供について
平成 26 年度単位互換科目の提供について各大学から報告があった。
【徳島大学】
12 月 4 日に開催される本学の全学共通教育センター運営委員会で承認されていないので確定ではないのだが、最
終的に来年度は 4 科目提供できるよう学内で調整中である。最後の１科目は徳島県関連の偉人（モラエス）についての
科目を提供出来ればと思う。
【鳴門教育大学】
学内の業務上の手続きが終わっていないのでまだ資料としては出せていないが、例年通り「阿波学（地域社会研究）」
を提供予定である。数日以内に情報を提供する。
【香川大学】
（林事務局長）
あと３科目追加する可能性がある。現在調整中である。
【愛媛大学】
来年度提供科目について確定していないので報告できていない。来年度後期になると思うが、今年度と同様に１科
目提供する予定である。おそらく科目名が「未来可能性を創造するための学び」から変更になると思う。
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【高知大学】
本学では「流れと波の災害」を提供する予定である。
【高知工科大学】
多くの学生に受講してもらえるように広報活動等に力を入れていきたいと思う。
【徳島文理大学】
本学では報告資料３の通りこれで確定である。時間がずれる可能性はあるが前期ということは確定である。
報告（４）グローバルチャレンジセミナーについて
グローバルチャレンジセミナーについて林事務局長から報告があった。
セミナー当日は７大学で 148 名の参加があった。11 月 25 日にオンデマンドコンテンツが完成し、四国経済連合会に
その旨とログイン方法をメール連絡した。オンデマンド視聴を希望している大学には、四国経済連合会からアナウンス
がある。
報告（５）その他
徳島大学の企画委員に高橋暁子先生が推薦されたことが、林事務局長から紹介された。
徳島大学から、eK4 の補助金で購入した設備備品を廃棄するときの方法について問い合わせがあった。
事務局で手続等を確認して ML で報告することになった。
●次回は事務局で日程調整する。
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平成 25 年度

第 8 回 eK4 企画委員会
第 8 回企画委員会議事次第

1.日時

平成 25 年 12 月 24 日（火）11：00-12：00

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) 事業報告シンポジウムについて

（議題資料 1）

(2) 履修者数増加のための施策について （WG）

（議題資料 2，3）

(3) オープンコンテンツ化について（WG）
(4) その他
H26 年度事業実施計画詳細について
H25 年度第２回運営・外部評価委員会について

（議題資料 4）

4.報告
(1) 外部評価委員の人事について
(2) H26 年度単位互換科目の提供について

（報告資料 1）

(3) その他
資 料
議題資料 1. H25 年度シンポジウムプログラム原案
議題資料 2. 履修者数増加のための施策 WG
議題資料 3. eK4 単位互換科目マッピング調査
議題資料 4. 運営委員会議事次第（案）
報告資料 1. H26 年度単位互換科目の提供状況
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第 8 回企画委員会議事録

日 時：平成 25 年 12 月 24 日（火）11：05～12：00
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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

高橋暁子

妹尾禎之
伏見裕子

（機器不調のため途中から参加）

鳴門教育大学

宮下晃一

犬伏隆章

藤原伸彦
香川大学

愛媛大学

林 敏浩

岩城暁大

裏和宏

寺尾 徹

菱田かおり

金山まい

村井 礼

植田めぐみ

古賀理和

菊川昭治
佐々木隆志

高知大学

立川 明

－

三好康夫
四国大学

戸川 聡

－

徳島文理大学

山城新吾

－

妻鳥貴彦

－

（機器不調のため途中から参加）

高知工科大学

吉田真一
議題
(1) 事業報告シンポジウムについて
(2) 履修者数増加のための施策について（WG）
(3) オープンコンテンツ化について（WG）
(4) その他
H26 年度事業実施計画詳細について
H25 年度第 2 回運営委員会・外部評価委員会について
報告
(1) 外部評価委員の人事について
(2) H26 年度単位互換科目の提供について
(3) その他
議題資料
議題資料１．H25 年度シンポジウムプログラム原案
議題資料２．履修者数増加のための施策
議題資料３．eK4 単位互換科目マッピング調査
報告資料１．H26 年度単位互換科目の提供状況
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新企画委員の四国大学戸川委員・徳島大学高橋委員から挨拶があった。
議題（１）事業報告シンポジウムについて
林事務局長から議題資料 1「eK4 シンポジウムの原案」の説明があった。
パネル討論については、現在、四国国立 5 大学で進んでいる知のプラットフォーム形成事業における e ラーニング事
業に関して、eK4 との関わりについてのパネル討論を企画している。eK4 からは私立大学の四国大学、徳島文理大学、
高知工科大学と知のプラットフォームからは e ラーニング事業の代表者として林事務局長がパネラーとして登壇してもら
う予定で検討している。
鳴門教育大学から以下の質問があった。
【鳴門教育大学】
この eK4 事業シンポジウムというのは知のプラットフォーム形成事業のシンポジウムとは全く別で行うのか。
→（林事務局長）
このシンポジウムは、知のプラットフォームとは別で行う。
●事業報告シンポジウムのプログラム内容について事務局原案が企画委員会で承認された。機器不調のため議題１
に参加できなかった徳島大学・徳島文理大学には別途事務局から連絡する。
（林事務局長）
なお、プログラム 5 の講演に関しては、NICT から「大学連携等に置ける JGN-X の期待」といったような内容の講演を
頂けるか、個人レベルで打診をしている。これ以外でも案のある大学は事務局に連絡頂きたい。1 月の企画委員会まで
には講演内容を確定したいと思う。
議題（２）履修者数増加のための施策について（WG）
香川大学村井委員から WG の進捗状況の説明があった。
（2）広報方法については、WG 内のメール審議で概ね了承を頂けた。徳島大学から PV 内容に関しての意見があった
ので、PV の内容を検討し、WG で議論していく。
（4）アンケートについては、徳島大学・四国大学から意見があったので、事務局原案を改善したものを作成し、WG で
議論していきたいと思う。
香川大学から以下の報告があった。
【香川大学】
現在学内で科目カテゴリの振り分けを検討している。また各学部等で発行しているカリキュラム関係の冊子に eK4 科
目を掲載してもらうことを検討中である。これにより履修者増加につながればと考えている。
他の連携大学からは特に意見はなかった。
●WG で継続して進めていく。
議題（３）オープンコンテンツ化について（WG）
香川大学岩城助教から WG の進捗状況の説明があった。
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オープン化出来るコンテンツのリストアップについては、1 月に期限を設定し直し、連携大学に調査を行ってもらいた
い。
徳島文理大学から以下の意見があった。
【徳島文理大学】
オープン化できるコンテンツを全部リストアップするのは難しいと思うので、オープン化できることが分かった段階で、
随時連絡していけば良いと思う。
●WG で継続して進めていく。
議題（４）その他
H26 年度事業実施計画の各大学の詳細及び H25 年度第 2 回運営委員会・外部評価委員会について林事務局長か
ら説明があった。
議題資料 4 運営委員会議事次第（案）について鳴門教育大学から年度の間違いの指摘があった。他の連携大学から
特に意見はなかった。
報告（１）外部評価委員の人事について
外部評価委員の再任依頼の状況について各県域の依頼大学から報告があった。
【徳島県域・徳島文理大学】
四国学院大学の神野先生に再任を打診している。しかし神野先生からまだ返事をもらっていない。申し訳ないが eK4
事務局からも打診してもらいたい。
→（林事務局長）
確認という形で、神野先生に事務局から連絡をする。
【愛媛県域・愛媛大学】
来年度の委員の人選について学内で検討しているところである。個人的には、同じ先生に委員をして頂きたいと思っ
ている。
【高知県域・高知大学】
前回も報告したが、再任で話を進めている。
【香川県域・香川大学】
竹内委員・三木委員に再任で内諾をもらった。
その他の連携大学からは特に意見はなかった。
報告（２）H26 年度単位互換科目の提供について
平成 26 年度単位互換科目の提供について各大学から報告があった。
報告資料 1「H26 年度単位互換科目の提供状況」で訂正があった。
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[訂正箇所]
誤… 徳島文理大学 地方政府論 学際科目 B
正… 徳島文理大学 地方政府論 四国学 B
【徳島大学】
本学から提供する 4 科目については eK4 科目として提供することは決まっているが、知プラ e 科目として提供するか
話を進めているところである。学内的な承諾は得られていない。これについては、事務局と相談させてほしい。
→（林事務局長）
eK4 の企画委員会の報告としては、eK4 科目として提供することが決定しているということでよろしいか。
→【徳島大学】
はい。
【鳴門教育大学】
「阿波学」について日程確認中である。近日中に提出する。
【香川大学】
eK4 に 7 科目を提供予定である。また、参考までに新規 3 科目は知プラ e にも提供予定である。
【愛媛大学】
「未来可能性を創造するための学び」については、まだ未定である。決まり次第連絡する。
【高知大学】【四国大学】【高知工科大学】【徳島文理大学】
特に補足はない。
報告（３）その他
議題資料 3「eK4 単位互換科目マッピング調査」について林事務局長から補足説明があった。
（林事務局長）
高知工科大学から返事をもらっていないが、高知工科大学は今年度科目の受け入れがなかったので、斜線にしてい
る。
→【高知工科大学】
斜線の対応で良い。
また鳴門教育大学から報告があった。
【鳴門教育大学】
本学も未回答なので表が空欄になっていると思う。教務に確認し、エクセルファイルで回答する。

●次回は事務局で日程調整する。
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平成 25 年度

第 9 回 eK4 企画委員会
第 9 回企画委員会議事次第

1.日時

平成 26 年 1 月 30 日（木）11：00-12：00

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) H25 年度第２回運営委員会・外部評価委員会について

（議題資料 1）

(2) 事業報告シンポジウム

（議題資料 2）

(3) 履修者数増加のための施策について（WG）

（議題資料 3）

(4) オープンコンテンツ化（WG）
(5) その他
幹事制の導入について
4.報告
(1) 外部評価委員の人事について
(2) H26 年度単位互換科目の提供について

（報告資料 1）

(2) H26 年度コンテンツ作成計画書について

（報告資料 2）

資 料
議題資料 1. H25 運営・外部評価委員会資料一式
議題資料 2. H25 年度シンポジウムプログラム（案）
議題資料 3. eK4 単位互換科目マッピング調査
議題資料 4. オープンコンテンツ化に対する調査結果
報告資料 1. H26 年度単位互換科目の提供状況
報告資料 2. H26 年度コンテンツ作成計画書
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第 9 回企画委員会議事録

日 時：平成 26 年 1 月 30 日（木）11：05～12：00
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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

金西計英

伏見裕子

荒木秀夫
鳴門教育大学

宮下晃一

－

藤原伸彦
香川大学

林 敏浩

岩城暁大

裏和宏

村井 礼

菱田かおり

金山まい

植田めぐみ
愛媛大学

古賀理和

菊川昭治
石田昭夫

高知大学

藤田尚文

－

立川 明
三好康夫
四国大学

欠席

－

徳島文理大学

欠席

－

高知工科大学

妻鳥貴彦

－

吉田真一
議題
(1) H25 年度第 2 回運営委員会・外部評価委員会について
(2) 事業報告シンポジウムについて
(3) 履修者数増加のための施策について（WG）
(4) オープンコンテンツ化について（WG）
(5) その他
幹事制の導入について
報告
(1) 外部評価委員の人事について
(2) H26 年度単位互換科目の提供について
(3) H26 年度コンテンツ作成計画書について
議題資料
議題資料１．H25 運営・外部評価委員会資料一式
議題資料２．H25 年度シンポジウムプログラム（案）
議題資料３．eK4 単位互換科目マッピング調査
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議題資料４．オープンコンテンツ化に対する調査結果 ※資料なし
報告資料１．H26 年度単位互換科目の提供状況
報告資料２．H26 年度コンテンツ作成計画書
報告（１）外部評価委員の人事について
外部評価委員の人事について林事務局長から進捗状況の報告があった。
報告（２）H26 年度単位互換科目の提供について
報告資料１「H26 年度単位互換科目の提供状況」について、各大学から以下の補足があった。
【徳島大学】【高知工科大学】
特に補足はない。
【鳴門教育大学】
本学からは「阿波学」を提供予定だが、学内で困っていることがある。この「阿波学」を eK4 と知プラの両方で提供する
か、どちらか一方になるか、先日の知プラの会議でも議論されていたが、結論が出なかった。結論次第で、この科目の
提供が微妙になってくると思う。現状では eK4 に提供する。
→（林事務局長）
知プラの情報は別途お知らせいただきたい。
【香川大学】
本学では新たに３科目追加し、既存の科目と合わせて７科目を提供する予定である。「情報のいろは」の備考の欄は、
主に香川大学向けの注釈となっている。連携大学の学生に関しては特に問題ない。
【高知大学】
本学から提供予定の科目は、担当教員が二人いるが、そのうちの一人が亡くなられた。今後の対応についてはもう一
人の担当教員と相談して決定する。申し訳ないが、提供を取り下げる可能性があることをご了承頂きたい。
→（林事務局長）
そういう状況ならば例外的な対応ということで仕方ないと思う。
【愛媛大学】
本学から提供予定であった「未来可能性を創造するための学び」は、26 年度は eK4 では開講しないことになった。
先日知プラ５大学の学長会議があったと聞いている。私自身は知プラには関わっていないのだが、先ほど鳴門教育
大学からも意見があったように、各大学の提供科目は知プラと eK4 で振り分けるのか。知プラの現状がどうなっているか
教えていただきたい。
→（林事務局長）
現状としては知プラと eK4 で振り分ける方向で進んでいると考えていただいて結構である。学生から見るとどちらも受
けられる形で進んでいる。ここで明確なことが言えないのは、知プラが 26 年度どういった形で開講するか最終的な決定
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がまだ出ていない。それを見ての判断になるが、基本的には eK4 と知プラで科目を分ける。ただし学生から見てどちら
も受けられるという体制になるように今調整している。
→【愛媛大学】
26 年度知プラで科目を開講することは、現状から言って可能なのか。また単位互換という話と共同実施という話と両
方聞いているが、どちらで実施するのか。
→（林事務局長）
可能です。学長レベルで承認していただければ、話を進められる状況である。
知プラ科目は 26 年度は単位互換で実施する予定である。もし学長レベルでまかりならないという判断が出た場合は、
知プラで提供予定の科目は、知プラとしては提供できないということになる。
→【愛媛大学】
単位互換のための手続きが今進んでいるということでよいか。
→（林事務局長）
はい。不明な点はまたご連絡頂きたい。eK4 の企画委員会なのでこういう状況で進んでいるということをこの程度でと
どめておければと思う。
報告（３）H26 年度コンテンツ作成計画書について
H26 年度コンテンツ作成計画書について林事務局長から説明があった。
これについて各大学から補足があった。
【徳島大学】
特に補足はない
【鳴門教育大学】
まだコンテンツ作成計画書は提出できていないが、作成して提出する。
【香川大学】
既存の４科目は昨年度のものを再利用する。新規３科目についてはこれから作成していく。きっちり間に合うよう段取
りをしている。ややざっくりした報告であるので、何かあればご連絡いただきたい。
【高知大学】
報告（２）で述べた事情があるので、「流れと波の災害」は今のところどうなるか分からない状況である。
（林事務局長）
徳島文理大学はまだ接続できていないようだが、一応徳島文理大学の科目は既存の２科目なので再利用ということ
で特に問題ないと思う。
各大学この作成書に従い、進めて行ってもらいたい。また、状況が変わりそうなときは逐次連絡を入れていただきた
い。
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議題（１）H25 年度第 2 回運営委員会・外部評価委員会について
H25 年度第２回運営委員会・外部評価委員会の議事次第及び議第資料について林事務局長から説明があった。
議題資料「H25 年度 eK4 事業実施計画の達成状況」について、愛媛大学から質問があった。
【愛媛大学】
⑪「著作権処理の共同対応の検討」について、25 年度の達成状況をどう記入すれば良いか悩んでいる。事務局では、
共同対応という視点でどのように実施されたのかということを確認させていただきたい。
（林事務局長）
著作権処理は共同対応で実施ということだったが、各大学個別対応という方向で進んでいる。実施計画とズレが生じ
ているが、そういう状況である。
【愛媛大学】
個別対応をどのように実施したか書けばよいのか。
（林事務局長）
はい。ただ実施計画には共同対応と書かれているので、「共同対応に協力する」といった内容で良いかと思うが、全
体としては個別に対応することになっているので、ここは運営・外部評価委員会で事務局から補足説明しようと思う。
【愛媛大学】
そこの部分を記入してまた事務局にお送りする。
●企画委員会で了承された。徳島文理大学には別途確認し、事後了承を得た後、次に進めていくことになった。
議題（２）事業報告シンポジウムについて
林事務局長から事業報告シンポジウムのプログラム原案の説明と MCU を使ったポリコムの接続実験の協力依頼があ
った。
高知大学から以下の意見があった。
【高知大学】
原案について、プログラムだけではなく出来れば開催日時と場所を記載してほしい。
→（林事務局長）
きちんとしたプログラム案をメーリングリストに送る。
●プログラム原案に沿って進めていくことが了承された。また接続実験についても協力の了承を得た。接続実験の詳
細は事務局から連絡をする。
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議題（３）履修者数増加のための施策について（WG）
香川大学村井委員から WG の進捗状況の説明があった。
（香川大学村井委員）
履修者増加のための課題がいくつか出てきた。卒業要件、学生への周知、学生対応への窓口の向上等である。資料
のマッピング調査を見ると、卒業要件に認めているが履修者の増加に繋がっていないことも確認できる。
各大学で考えなければならないこともあるが、eK4 全体で考えなければならない明確な打開策は WG では見つかって
いない。課題は認識できているが結論が出ない状況である。WG では今年度は問題点の洗い出しまでをしたいと思う。
また来年度以降はどういう方向で進めていくのか、もしくは WG を継続するのか、しないのかも含めたゴール設定をメー
リング審議しているところである。
●WG で継続して進めていく。
議題（４）オープンコンテンツ化について（WG）
香川大学岩城助教から WG の進捗状況の説明があった。
（香川大学岩城助教）
議事次第には議題資料 4 となっているが、資料作成が間に合わなかったので、口頭で進捗を説明する。
WG では以下の３点について調査を行った。
・オープン化出来るコンテンツのリストアップ
・他事業の著作権対応の調査
・JMOOC 等の関係者の調査
オープン化出来るコンテンツのリストアップについては、各大学から回答をいただいたが、オープン化出来るコンテン
ツはなかった。香川大学では特に利用許諾が必要としないオープン化出来るコンテンツは３つあった。
著作権対応については、各大学から調査結果が得られなかった。香川大学では、ネットベースで調査を行ったところ
結果が得られた。
JMOOC 等の関係者の調査については、各大学の回答は関係者なしであった。
この調査結果について山城先生と協議して、今後 WG をどのように進めていくか連絡する。
【徳島大学】
JMOOC に携わっている人の調査については引き続きお願いしたいと思う。
【鳴門教育大学】
本学は WG メンバーだが、あまり回答できることがなかった。まだ学内でオープンコンテンツ化について積極的な発想
がないので、こういった状況である。
【香川大学】
先ほど岩城先生から説明があった通りである。
【愛媛大学】
オープン化出来るコンテンツについて本学で調査した結果、授業として提供できるものはなかった。ただ愛媛大学広
報室では YouTube「愛媛大学チャンネル」で大学や職員、授業の紹介といったものはある。
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●WG で継続して進めていく。
議題（５）その他
幹事制の導入について
林副委員長から企画委員会の幹事制の導入の検討の提案があった。
【徳島大学】
具体的な内容が分からないのだが、主旨は理解したので検討したいと思う。
（林事務局長）
具体的な内容は今のところ無い。幹事制について検討した結果、特に問題なければ、私の方から次のステップとして、
具体的な内容を提案したいと考えている。
【鳴門教育大学】
どういう風になるかイメージできない。このまま香川大学が引っ張っていってもらいたい。
→（林事務局長）
このまま香川大学がやってもいいが、eK4 のスタンスとして、香川大学が単純に引っ張っていくがいいのか、eK4 として
連携８大学でニュートラルに運営していくのが良いかという提案である。実際ずっと香川大学で引っ張っていくことにな
るかもしれないが、これを是とするか、もう少しニュートラルに各大学が積極的に関わっていくような形が良いのかの提
案である。幹事制の導入の検討の結果、やはりこれは必要ないとなれば、この議題は下げようと思う。
→【鳴門教育大学】
検討する。
【香川大学】
特に問題ない
【愛媛大学】
検討されるのは良いが、幹事は毎年変わるのか。企画委員会の中で各 WG があり、その中で委員長がいて、いろい
ろ議論しているので、それとは違うのか。
→（林事務局長）
学会のイメージで考えている。学会ではいろいろな委員長がいて、副委員長、委員がいるが、その委員会を運営する
ために、もちろんその学会の事務局がお手伝いすることもあるが、その学会が主体性を持つために幹事制を導入され
ている場合がある。それは単年度の場合もあるし、複数年度の場合もある。副委員長が幹事を兼任する場合もある。そ
ういうイメージで考えている。
→【愛媛大学】
つまり幹事として、いろいろ行事等を提案していくことになるのか
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→（林事務局長）
提案の主体が事務局では本当はおかしいのではと感じている。委員会の中の決められた幹事が提案するのがきれい
な形だと思う。
→【愛媛大学】
検討する。
【高知大学】
まだよく分からないが、検討を始めるのは問題ない。
【高知工科大学】
いまいちピンと来ないが、できるところから始めて行ければと思う。
●幹事制の導入について、幹事制の必要性等も含め、今後企画委員会で検討を進めていくことになった。
DS の運用について（報告）
（林事務局長）
企画・システム専門委員会の ML で既に情報は流れているが、今 eK4 で運用している e-Learning シボレス認証の部分
のディレクトリーサービス（DS）は今まで徳島大学の方でサーバー管理していただいている。これはほとんど徳島大学の
ボランティアによるものである。この DS を来年度以降香川大学の方で予算をつけ、きちんと運用していこうと考えている。
そのため DS の運用が変更となるので、このために必要な各大学の情報を事務局に送ってほしいと連絡を入れている。
ご協力お願いします。
●次回は事務局で日程調整する。
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平成 25 年度

第 10 回 eK4 企画委員会
第 10 回 企 画 委 員 会 議 事 次 第

1.日時

平成 26 年 2 月 26 日（水）11：00-12：00

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) eK4 企画委員長の任期について

（議題資料 1）

(2) H25 年度第２回運営委員会・外部評価委員会について
（議題資料 2）

事業報告（追加分）について
(3) 事業報告シンポジウム（実施方法）について

（議題資料 3）

(3) 履修者数増加のための施策について（WG）

（議題資料 4）

(4) オープンコンテンツ化（WG）

（議題資料 5）

(5) その他
幹事制の導入について
4.報告
(1) 外部評価委員の人事について

（報告資料 1）

資 料
議題資料 1. e-Knowledge コンソーシアム四国企画委員会規則
議題資料 2. H25 年度運営・外部評価委員会議事次第、ほか
議題資料 3. H25 年度シンポジウムプログラム
議題資料 4. 履修者増 WG の今後の議論について
議題資料 5. オープンコンテンツ化 WG 報告
報告資料 1. H26 年度からの外部評価委員の人事について
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第 10 回 企 画 委 員 会 議 事 録

日 時：平成 26 年２月 26 日（水）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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

金西計英

妹尾禎之
伏見裕子

鳴門教育大学

宮下晃一

－

竹口幸志
香川大学
愛媛大学

林 敏浩

菱田かおり

裏和宏

村井 礼

植田めぐみ

金山まい

古賀理和

吉田あきえ

仲道雅輝
高知大学

藤田尚文

武内智之

立川 明

石川 愛

三好康夫
四国大学

戸川 聡

－

徳島文理大学

山城新吾

－

高知工科大学

妻鳥貴彦

－

吉田真一
議題
(1) eK4 企画委員長の任期について
(2) H25 年度第 2 回運営委員会・外部評価委員会について
事業報告（追加分）について
(3) 事業報告シンポジウム（実施方法）について
(4) 履修者増加のための施策について（WG）
(5) オープンコンテンツ化について（WG）
(6) その他
幹事制の導入について
報告
(1) 外部評価委員の人事について
議題資料
議題資料１．e-Knowledge コンソーシアム四国企画委員会規則
議題資料２．H25 運営・外部評価委員会議事次第、ほか
議題資料３．H25 年度シンポジウムプログラム
議題資料４．履修者増 WG の今後の議論について
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議題資料５．オープンコンテンツ化 WG 報告
報告資料１．H26 年度からの外部評価委員の人選について
参考資料１．外部評価委員の推薦手順
議題（１）eK4 企画委員長の任期について
eK4 企画委員長の任期について林事務局長から説明があった。
（林事務局長）
委員長・副委員長の任期については企画委員会規則の第４条に記載されている。規則には、委員長は会長が指名
し、副委員長は委員長が指名するとある。委員長については、藤井会長と相談するフェーズに入っている。現在委員
長をされている徳島文理大学山城先生は、今年度３月までの任期となっているので、次回３月の企画委員会では新し
い委員長を確定させたいと思っている。運営委員会・企画委員会には企画委員長についての報告を挙げようと思う。ま
た４月には新副委員長が確定するように進めようと思う。
このことについて、各大学からは特に異論は出なかった。
【徳島文理大学】
同じ大学で固定化しないようお願いしたい。
●次回企画委員会には企画委員長を確定させることが了承された。委員長候補者には、eK4 会長から事前に打診を
する。また委員長が決まり次第、４月には副委員長を決める。
議題（２）H25 年度第２回運営委員会・外部評価委員会について
事業報告（追加分）について
第２回運営委員会・外部評価委員会の議題資料および事業報告の追加分について、林事務局長から説明があっ
た。
（林事務局長）
運営・外部評価委員会の議事次第の最終確認をこの場でしていただきたい。
昨日追加の参考資料１．外部評価委員の推薦手順をお送りした。これは運営委員会の議事次第「議題（３）平成 26 年
度以降の外部評価委員の人選について」でも追加資料として提出するので、この場でご了承いただきたい。
このことについて、各大学からは特に異論は出なかった。
●運営・外部評価委員会の議事次第および運営委員会の追加資料について企画委員会で承認された。
（林事務局長）
運営委員会・外部評価委員会・シンポジウムはポリコムで開催するのでご協力をお願いしたい。
議題（３）事業報告シンポジウム（実施方法）について
事業報告シンポジウムの実施方法について林事務局長から説明があった。
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（林事務局長）
各大学の事業報告についてシンポジウムの資料の締切りを 2 月 24 日にしている。まだ未提出の大学は早急に資料提
出をお願いしたい。なお資料提出に受理確認メールが事務局から来ていない場合は、事務局に問い合わせていただ
きたい。
また WG 報告 2「オープンコンテンツ化」については、事務局の岩城先生と徳島文理大学山城先生とで話し合いをさ
れていると思うが、どちらがご発表になるか決まっているか教えていただきたい。
→（山城委員長）
発表については、はじめの部分だけ私が発表し、詳細は岩城先生にお願いしようと思っている。
シンポジウムの内容について、各大学から特に異論は出なかった。
【四国大学】
議題（２）のときに説明すればよかったのだが、３月７日は本学の一般入試となっており、ポリコムを使える部屋がこの日
は使えないので、今回の運営・外部評価委員会およびシンポジウムは、本学は遠隔参加しないことになった。事務局に
は事前に連絡してあるが、運営委員と企画委員の代理者が香川大学に赴き参加させてもらうことになっている。
パネル討論については、既にお題をいただいているので、それについてコメントさせていただき、パネル討論の場で
ご紹介していただけたらと思う。
●シンポジウムの内容について企画委員会で承認された。
議題（４）履修者数増加のための施策について（WG）
香川大学村井委員から WG の進捗状況の説明があった。
（村井委員）
4 つの審議項目（本 WG の目標設定、課題の洗い出し、課題の方策、来年度以降の WG の検討）について各大学か
ら回答をいただいている。議題資料 4 に各大学の回答をまとめているが、知プラとの関係について指摘している回答も
あるので、改めてまとめて次回企画委員会でご報告したい。場合によっては、議題提案させていただきたい。
各大学から以下の意見があった。
【愛媛大学】
やはり課題１「卒業要件に含める」について、本学では eK4 科目を通常の科目として開講しておらず、卒業要件の概
数として取り扱っていることが一番の問題だと思う。今後検討していかなければならないと思う。
【高知大学】
事前に送付した資料の通りである。今度のシンポジウムでも報告しようと思うが、eK4 科目を本学の通常科目と同じよう
に履修登録出来るようにしたことで履修者が増加した経緯がある。これを参考に出来るのではないかと思う。
【四国大学】
送付した資料の通りである。国立５大学では知プラの件もあるので、再検討する時期であると思う。
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【徳島文理大学】
卒業要件に関しては本学でも難しい課題である。その他参考できることがないか学内で検討してみようと思う。
●WG で継続して進めていく。
議題（５）オープンコンテンツ化について（WG）
林事務局長から議題資料５について説明があった。
山城委員長から以下の補足説明があった。
（山城先生）
オープンコンテンツ化はこのままでは非常に難しいと思う。各大学にメリットが見えにくいので、別のアプローチに変え
た方が良いと思う。
各大学から以下の意見があった。
【愛媛大学】
オープンコンテンツについて本学の広報室に問い合わせて調べてみた。YouTube「愛大チャンネル」で教員紹介はし
ているが授業についてのコンテンツはなかった。本学においては、授業をオープンコンテンツ化することに対して、著
作権処理が大きな問題となっている感じがする。
【高知大学】
以前も申し上げた通り、是非積極的に取り組んでほしい。
●WG で継続して進めていく。
議題（６）その他
幹事制の導入について
幹事制の導入について、林事務局長から説明があった。
（林事務局長）
幹事制については、事務局がどの程度の範囲の委員会活動までコミットしていくかが問題かと思い、発議をさせてい
ただいたが、正副委員長で議論した結果、事務局と企画委員会の関係等、コンソーシアム全体で議論しなければなら
ないことが分かってきた。いきなり企画委員会で審議する内容ではないので、一度企画委員会の議題から下げ、３月の
運営員会には間に合わないと思うが、今後は運営委員会で発議提案して審議していきたいと思う。このことについてご
了承いただきたい。
このことについて各大学から特に異論は出なかった。
●幹事制の導入について、企画委員会の議題から下げることが了承された。
報告（１）外部評価委員の人事について
報告資料１について林事務局長から説明があった。
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徳島文理大学から以下の指摘があった。
【徳島文理大学】
四国学院大学の神野先生について、HP を見てみると副学長の役職を退任されているようなので、確認をお願いした
い。
●報告資料１について誤りがあったので、後日修正したリストを送付する。
【誤り】
高知県域の委員の抜け
神野委員の役職
その他 平成 26 年度単位互換科目について
【愛媛大学】
eK4 単位互換科目について、前回知プラとの関係で振り分けるのか等の話をさせていただいたが、結局どういった状
況なのか教えていただきたい。
→（林事務局長）
現在、連携推進会議で、知プラ科目を平成 26 年度のみ単位互換で単位認定することが審議されている。知プラ科目
の単位互換が決まり、提供科目が確定しなければ、eK4 科目も確定しない状況である。21 日の締切りの審議で、その
後学長のメール審議に入る。それが確定すれば、どういった動きになるのか明示的に報告できると思う。これが３月の
上旬〜中旬になると思う。歯切れの悪い回答になるが、３月上旬頃に知プラの体制が確定して提供科目をどうするか動
き出す予定になっている。eK4 事務局として回答できるのはここまでである。
→【愛媛大学】
高知大学提供の科目が実際開講されるか分からない状態で、それ以外の徳島・香川大学提供の科目は eK4 か知プ
ラかどちらかで開講される予定と考えて良いか。
高知大学の科目はどんな状況か教えていただきたい。
→【高知大学】
当該科目は、撮り直しが必要な部分があるので、それが出来てから公開という流れになる。スケジュールはまだ決まっ
ていない。
→【愛媛大学】
平成 26 年度は開講自体が未定ということでよろしいか。
→【高知大学】
はい。
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その他平成 26 年度単位互換科目について各大学から以下の報告があった。
【徳島大学】
来年度は本学から 4 科目提供する予定となっているが、知プラの単位互換が決まっていないため、名目上は eK4 と
知プラに提供していることになっている。しかし、両方に２重で科目を出すのはおかしいので、知プラの協定書が確定し
た時点で、おそらくこの４科目は知プラへの提供となる。では、eK4 で科目を出さないのかと言うことになるが、最初の知
プラ設立の経緯で、知プラの科目は eK4 に提供をすることになっていたと思う。知プラで提供する科目は eK4 の８大学
で利用できると理解しているので、その辺りの枠組みはきちんとできていないが、来年度この４科目を知プラ科目にする
と言ったときに、公私立 3 大学に本学の科目が提供されないと言った事態は避けたいと思う。そこのところを考えながら、
来年度 4 月からどうなるか分からないが、知プラの科目を eK4 にも出しているようにしたい。知プラの科目を eK4 でも使
える申し合わせも何もないので、どっち付かずだがその辺りをお認めいただきたい。
→（林事務局長）
その辺に関してはもう一度事務局と相談させていただき、事情を整理し各大学にお伝えする形が良いと思う。
→【徳島大学】
それで良い。
【香川大学】
新規で３科目を提供する予定だが、知プラの単位互換協定が締結されれば、当該科目は国立５大学に対しては知プ
ラ科目として、公私立３大学に対しては eK4 科目として提供させていただく予定で進めている。
【愛媛大学】
４月からの学生募集等で、どの科目を提供するか、３月の会議で確定させなければならないので、よろしくお願いしま
す。

●次回は事務局で日程調整する。
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平成 25 年度

第 11 回 eK4 企画委員会
第 11 回 企 画 委 員 会 議 事 次 第

1.日時

平成 26 年 3 月 31 日（月）10：00-11：00

2.場所

MicrosoftLync による遠隔会議

3.議題
(1) H26 年度事業実施計画について

（議題資料 1-1，1-2）

・企画委員会、事業シンポジウム、共同研究シンポジウムの開催計画について
・メールマガジン・ニュースレターの発行計画について
(2) 履修者数増加のための施策について（WG）

（議題資料 2）

(3) オープンコンテンツ化（WG）
(4) 事業報告書について

（議題資料 3）

(5) その他
・平成 26 年度以降の企画委員会開催方法について
4.報告
(1) H25 年度運営・外部評価委員会および事業報告シンポジウム報告

（報告資料 1-1，1-2，1-3）

(2) 外部評価委員の人事について

（報告資料 2）

(3) 企画委員会 委員長について
資 料
議題資料 1-1. 平成 26 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画
議題資料 1-2. H26 年度事業実施予定イベント一覧（案）
議題資料 2. 履修者増 WG の報告
議題資料 3. 平成 25 年度事業報告書 進捗状況
報告資料 1-1. 平成 25 年度第 2 回運営委員会 議事録（案）
報告資料 1-2. 平成 25 年度外部評価委員会 議事録（案）
報告資料 1-3. H25 年度第 2 回運営委員会・外部評価委員会から出た意見
報告資料 2. 外部評価委員長の選出手順
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第 11 回 企 画 委 員 会 議 事 録

日 時：平成 26 年３月 31 日（月）10：00～11：00
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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

金西計英

伏見裕子

荒木秀夫
高橋暁子
鳴門教育大学

藤原伸彦

－

宮下晃一
竹口幸志
香川大学

林 敏浩

植田めぐみ

村井 礼

金山まい

寺尾 徹
愛媛大学

古賀理和

吉田あきえ

仲道雅輝
高知大学

藤田尚文

石川 愛

立川 明
三好康夫
四国大学

－

－

徳島文理大学

山城新吾

－

高知工科大学

妻鳥貴彦

－

吉田真一
議題
(1) H26 年度事業実施計画について
・企画委員会、事業報告シンポジウム、共同研究シンポジウムの開催計画について
・メールマガジン、ニュースレターの発行計画について
(2) 履修者数増加のための施策について（WG）
(3) オープンコンテンツ化について（WG）
(4) 事業実施報告書について
(5) その他
・平成 26 年度以降の企画委員会の開催方法について
報告
(1) H25 年度運営・外部評価委員会、および、事業報告シンポジウムの報告
(2) 外部評価委員の人事について
(3) 企画委員会 企画委員長について
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議題資料
議題資料１—１．平成 26 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画
議題資料１—２．H26 年度事業実施予定イベント一覧（案）
議題資料２．履修者増 WG の報告
議題資料３．平成 25 年度事業報告書 進捗状況
報告資料１—１．平成 25 年度第 2 回運営委員会 議事録（案）
報告資料１—２．平成 25 年度外部評価委員会 議事録（案）
報告資料１—３．H25 年度第２回運営委員会・外部評価委員会から出た意見
報告資料２．外部評価委員長の選出手順
報告（１）H25 年度運営・外部評価委員会、および、事業報告シンポジウムの報告
H25 年度運営、外部および事業報告シンポジウムについて、林事務局長から報告があった。各大学からは特に意見
は出なかった。
報告（２）外部評価委員の人事について
外部評価委員の選出および委員長選出について、林先生から今後の流れの報告があった。各大学からは特に意見
は出なかった。
議題（１）H26 年度事業実施計画について
・企画委員会、事業報告シンポジウム、共同研究シンポジウムの開催計画について
・メールマガジン・ニュースレターの発行計画について
H26 年度の事業実施に予定のイベントについて、林事務局長から説明があった。
【徳島大学】
平成 26 年度事業実施のイベントについて林先生の説明に異論は無い。
今後の eK4 のあり方を考えていくときに、是非知プラと eK4 との関係をはっきりさせて、枠組みをきちんと作った方が良
いと思う。
→（林事務局長）
WG を立ち上げて、検討していくということでよろしいか。
→【徳島大学】
WG を立ち上げても検討が進まなければ意味が無いと思う。
【鳴門教育大学】【高知大学】
徳島大学金西先生と同じ意見である。知プラとの関係を整理してもらいたい。
【香川大学】
議題資料１−２に各種講習会とあるが、本学では講演会を開いたときに、eK4 に映像等を撮ってもらうことがある。今後
はそういった講演会で eK4 が協力しているということを示していければ良いと思う。方法について考えていきたいと思う。
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【愛媛大学】【徳島文理大学】【高知大学工科大学】
特に意見はない。
（林事務局長）
共同研究シンポジウムや各種研修会等の案は、またご意見を頂ければと思う。
●H26 年度の事業実施計画について企画委員会で了承された。eK4 と知プラとの関係の整理については、事務局で
eK4 会長と相談して、どういった流れで進めていくのか検討していく。
議題（２）履修者増加のための施策について（WG）
香川大学村井委員から WG の進捗状況の説明があった。
（村井委員）
現在、資料２に上げた通りの内容で４月２日を期限に WG 内のメンバーに照会をかけている。結果は次回企画委員会
で報告したいと考えている。またシンポジウムで発表のあった高知大学の事例が履修者増加に役立つと思うので、その
辺りの検討等を含めて提案させていただこうと思う。１つ１つが重いタスクとなっているので全て出来るかどうかは企画委
員会の中での検討となると考えている。WG の中ではさすがに追いきれないと思うので、一旦履修者増 WG としては閉
じて、あるいは議論を停止したい。自大学以外の履修者増加を目指す発展的な議論停止ということで受け止めていた
だければと思う。
●履修者増 WG は閉じることになった。
議題（３）オープンコンテンツ化について（WG）
徳島文理大学山城委員長から WG の進捗状況の説明があった。
（山城先生）
各大学で調査してもらったところ、各大学でオープン化出来るコンテンツが少ないということが分かった。今のところ打
てる手段があまりないが、今後の WG の提案として、以下の３点について検討してほしい。また一度オープンコンテンツ
化 WG を閉じて、仕切り直しをしたい。
・香川大学のオープン化出来る３コンテンツを先行的にオープン化した方が良いのではないか。
・先行のオープンコンテンツ化の実装については香川大学に委任したい。YouTube に eK4 チャンネルを作り、そこにア
ップロードすれば良いと思う。履修者増 WG で YouTube を利用するという話があったので、それと一緒にしても良いと
思う。
・今後については、先行的にオープン化したコンテンツのアクセス管理等行いながら、新しくオープン化出来るコンテン
ツが出てきたら、その段階で改めて検討をすれば良いと思う。
●山城委員長からの３つの提案については、今後企画委員会で検討し、オープンコンテンツ化 WG は一度閉じること
になった。
議題（４）事業報告書について
平成 25 年度 eK4 事業報告書の作成について林事務局長から説明があった。
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●平成 25 年度 eK4 事業報告書の作成について、企画委員会で了承された。
議題（５）その他 平成 26 年度以降の企画委員会開催方法について
平成 26 年度以降の企画委員会の開催方法について林事務局長から説明があった。
香川大学の Lync2010 のライセンスが３月末で切れるので、４月以降は再度ライセンスを取り直しになる。４月以降の企
画委員会は、引き続き Lync で行うかあるいはテレビ会議システムで行うか検討していきたい。
【徳島大学】
本学としては Lync よりむしろ Polycom（テレビ会議システム）の方がよい。
また、企画委員会も毎月ではなく２、３ヶ月に１回でも良いと思う。ご検討頂きたい。
【鳴門教育大学】【愛媛大学】【高知大学】
Polycom の方がよい。
【香川大学】【高知工科大学】
特にどちらでも問題ない。
【徳島文理大学】
本学では Polycom が置いてある部屋が講義室も兼ねているので、授業が始まるとその部屋が使われてしまう。今後
Polycom で会議を行うのであれば、H.323 対応のソフトウェアベースのテレビ会議のアプリを何か紹介いただけると非常
に助かる。あるいは Google ハングアウトなどの無料の多地点のテレビ会議システムを利用するかをご検討頂きたい。
→（林事務局長）
H.323 プロトコルのフリーアプリをこちらで調べて、提案できればと思う。
●４月以降の企画委員会は MCU を介したテレビ会議システムで開催することになった。
報告（３）企画委員長の選出について
企画委員長の選出について、林事務局長から説明があった。
eK4 会長の指名により、平成 26 年度からは高知工科大学妻鳥先生に企画委員長をお願いすることになった。

●次回は事務局で日程調整する。
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eK4 運営委員会
運営委員名簿

会長

藤井 宏史

香川大学理事・副学長（教育担当）

副会長

深見 公雄

高知大学理事（教育担当）・副学長

高石 善久

徳島大学理事（教育担当）

西園 芳信

鳴門教育大学理事（教育研究担当）・副学長（教育研究担当）

松本 長彦

愛媛大学理事（教育担当）・副学長

川本 幸彦

四国大学副学長

中村 昌宏

徳島文理大学総合政策学部長・教授

磯部 雅彦

高知工科大学副学長・教育本部長
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平成 25 年度

第 1 回 eK4 運営委員会
第 1 回運営委員会議事次第

日時

平成 25 年 9 月 19 日（木）10：00-11：00

場所

MicrosoftLync による遠隔会議

1.開会

有馬会長挨拶

2.議題
(1) H26 年度以降の事業実施計画について

（議題資料 1，参考資料 1）

(2) 四国学と学際的専門科目のカテゴリについて

（議題資料 2，3）

(3) 企画委員会規則の改定について

（議題資料 4）

(4) その他
3.報告

4.閉会

(1) 公開講座「地域活性化と観光創造」について

（報告資料 1）

(2) グローバルチャレンジセミナーについて

（報告資料 2）

(2) H25 年度単位互換科目の現状報告

（報告資料 3）

深見副会長挨拶

配布資料
議題資料 1. H26 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画（案）
議題資料 2. 四国学と学際的専門科目のカテゴリ（案）
議題資料 3. eK4 単位互換科目一覧（分類変更案）
議題資料 4. e-Knowledge コンソーシアム四国企画委員会規則（改訂案）
報告資料 1. 「地域活性化と観光創」チラシ
報告資料 2. グローバルチャレンジセミナーへの協力依頼
報告資料 3. H25 単位互換科目_現状報告
参考資料 1. H25 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画
関係資料
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第 1 回運営委員会議事録

日 時：平成 25 年９月 19 日（木）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）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

高石喜久

荒木秀夫

吉岡茂夫

金西計英

妹尾禎之

坂東健一

伏見裕子

宮下晃一

東博信

藤原伸彦

犬伏隆章

鳴門教育大学
香川大学

愛媛大学

西園芳信
有馬道久

松本長彦

林敏浩

菱田かおり

寺尾徹

岩城暁大

福家隆

植田めぐみ

此枝昇

裏和宏

澤井直樹

遠山沙希

古賀理和

仲道雅輝

佐々木隆志 石田昭夫
高知大学

深見公雄

菊川昭治

瀧本笑子

藤田尚文

武内智之

三好康夫

石川愛

四国大学

欠席

－

徳島文理大学

中村昌宏

山城新吾

高知工科大学

欠席

妻鳥貴彦

１開会 有馬会長挨拶
２議題
(1) 平成 26 年度以降の事業実施計画について（議題資料１、参考資料１）
(2) 四国学と学際的専門科目のカテゴリについて（議題資料２、３）
(3) 企画委員会規則の改定について（議題資料４）
(4) その他
３報告
(1) 公開講座「地域活性化と観光創造」について（報告資料１）
(2) グローバルチャレンジセミナーについて（報告資料２）
(3) H25 年度単位互換科目の現状報告（報告資料３）
(4) その他
４閉会 深見副会長挨拶
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配布資料
議題資料１．H26 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画（案）
議題資料２．四国学と学際的専門科目のカテゴリ（案）
議題資料３．eK4 単位互換科目一覧（分類変更案）
議題資料４．e-Knowledge コンソーシアム四国企画委員会規則（改訂案）
報告資料１．「地域活性化と観光創造」チラシ
報告資料２．グローバルチャレンジセミナーへの協力依頼
報告資料３．H25 単位互換科目_現状報告
参考資料１．H25 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画
関係資料
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会長挨拶
おはようございます。本日はお忙しい中、平成 25 年度第１回運営委員会にご出席いただきましてありがとうございます。
本日は来年度の事業実施計画や科目の定義、あるいは規則の改定等についてお諮りいたしますが、これまで企画委
員会を中心に原案作りをしていただきまして、この場をお借りしてみなさまにお礼を申し上げます。ありがとうございまし
た。併せて現在進行中の本年度の授業につきましても来年３月に行われる外部評価委員会で良い評価がいただける
ように、引き続きご協力をお願い申し上げます。
最後に私事になりますが、９月末をもちまして任期満了により理事を退任することになりました。それに伴い、eK4 会長
も自動的に退任となります。２年間本当にお世話になりましてありがとうございました。e-Learning という言葉もよく知らな
かった私ですが、この２年間 e-Learning の重要性・可能性、運営の難しさを勉強した２年間でした。eK4 が今後ますます
発展されますようお祈りしております。
議題（１）平成 26 年度以降の事業実施計画について（議題資料１、参考資料１）
林事務局長から平成 26 年度の eK4 事業実施計画について説明があった。
●平成 26 年度事業実施計画（案）は運営委員会で承認された。
議題（２）四国学と学際的専門科目のカテゴリについて（議題資料２、３）
林事務局長から四国学と学際的専門科目について説明があった。
各大学から以下の意見があった。
【徳島大学】
特に意見は無い。議題資料２「③読替の原則」の部分は、結局のところ、受け入れる大学で自由に解釈し直して受け
入れれば良いという理解をしておりますので、特にこちらで申し上げることはない。原案通りで良い。
【鳴門教育大学】【徳島文理大学】【高知工科大学】
原案で異論はない。
【香川大学】
学内で検討した結果、議題資料２の教養共通科目という言葉について、資料には教養共通科目と教養科目という２
種類の表記があるが、これを統一した方が良いという意見が出た。本学でこういう意見があったということをご披露して
おきたい。これについてまた議論していただければと思う。
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【愛媛大学】
３つのカテゴリに分類されたということで、自校でどのように読み替えるか、判断しやすくなったと思う。このカテゴリ分
けで本学は対応可能だと思う。
【高知大学】
議題資料２のカテゴリ分けについては非常に分かりやすくなったと思う。
議題資料３について１香川大学と４愛媛大学の「担当者の希望」の項目で「分類は「学際科目 A」だが、香川大学（愛媛
大学）では共通教育科目での開講も可能」と書かれているが、そもそも学際科目 A というのは議題資料２のカテゴリ分け
を見ると、教養共通科目ということなので、文章の意味がよくわからない。「分類は「学際科目 A」なので」ということでは
ないか。「だが」という反対の意味を書かれている意図が分からなかった。このことでメールにてご質問させていただい
た。
→（林事務局長）
「だが」という言葉を使っているが、反対を強調するわけではない。深見先生からご指摘いただいた表現で良いと思う。
このことは愛媛大学の科目にも該当しているので、後ほど愛媛大学にもご意見を頂きたい。この香川大学と高知大学で
出た意見は念のため、もう一度企画委員会で再確認をしたいと考えている。
→【愛媛大学】
明らかに文章がおかしい。分類は「学際科目 A」であるので愛媛大学では共通教育科目での開講予定」とするのが正
しいと思う。最初は「学際的専門科目」だった部分を「学際科目 A」に置き換えたためこのようなことになったのだと思う
ので、文章を修正していただければと思う。
→【高知大学】
学際科目 A は教養共通科目ということなので回りくどい説明をしないでも良いと思う。
→（林事務局長）
愛媛大学の意見も含めて香川大学も確かにその通りだと思うので、文言上の軽微な修正を行うというスタンスで進め
ようと思う。
→【高知大学】
それで良いと思う。議題資料３の３の本学科目を参考に香川大学と愛媛大学の科目を同じような表記にするか、もしく
は３科目を統一した表記にしていただければと思う。
●運営員会から出た意見は、９月末に開催される企画委員会で議論し、軽微な修正をすることになった。修正した案を
運営委員会でメール審議し進めていくことになった。承認されたものは第２回運営員会で報告としてあげる。
議題（３）企画委員会規則の改定について（議題資料４）
林事務局長から企画委員会規則について説明があった。
●企画委員会規則は運営委員会で承認された。
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議題（４）その他
特に発言はなかった。
報告（１）公開講座「地域活性化と観光創造」について（報告資料１）
林事務局長から公開講座「地域活性化と観光創造」について報告があった。
各大学から以下の意見があった。
【徳島大学】
受講希望学生がいれば申し込みをさせていただく。
【鳴門教育大学】
学生にアナウンスしていきたい。
一つお伺いしたいが、各回で学生がちゃんと受講しているか受講確認をする等、他の科目と同様の運営をされるの
か。各回で担当する講師が変わるので、e-Learning の課題をクリアできるのか少し心配をしている。
→（林事務局長）
まず履修者がちゃんと受講しているかの確認だが、確認はとらない、また課題も出さないと地域マネジメント研究科か
ら聞いている。授業としてはそういった方法だが、システム的には視聴ログを取ることが可能である。この視聴ログをどの
ように取り扱うかは地域マネジメント研究科が決めることになるので、この点については要相談ということになる。事務局
で把握していることは以上だが、このような回答でよろしいか。
→【鳴門教育大学】
状況がよくわかった。改めて学内で検討していきたい。
【香川大学】
特になし
【愛媛大学】
公開講座「地域活性化と観光創造」というのは香川大学の地域マネジメント研究科の正規の科目として開講されるの
か。
→（林事務局長）
はい。地域マネジメント研究科の学生には単位化される。
→【愛媛大学】
修士の修了要件のための単位として認定されるということでよろしいか。
→（林事務局長）
はい。そのように聞いている。
→【愛媛大学】
公開講座なので、一般の方も受講できる設定にされているということか。
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→（林事務局長）
はい。これは四国ツーリズム創造機構の要望でそうなったと聞いている。
→【愛媛大学】
もし本学でこの科目を利用する場合、先ほど指摘のあった受講確認や時間外学習の設定等は本学で工夫するとして、
大学院の科目として読み替えることも可能であるということか。
→（林事務局長）
どう運用されるかにもよるが、それは可能な範囲だと考える。
→【愛媛大学】
あるいは単位化を目的としないで、大学院の学生だけではなくて学部の学生にも視聴出来るようにするというやり方も
可能であるということでよろしいか。
→（林事務局長）
はい。
→【愛媛大学】
ありがとうございました。本学で検討したいと思う。
【高知大学】
この公開講座については面白そうなので、本学でも周知を行い、学生に受講してもらいたいと思っている。先ほどの
愛媛大学の松本先生からのご意見から一点確認したいことがある。この講座は eK4 では単位互換はしないということで
よろしいか。もし eK4 の連携大学学生がこの講座で単位互換をするなら、eK4 以外で、例えば愛媛大学と香川大学間
にある取り決めの中で単位認定をするということで、eK4 としては単位互換をしないという理解でよろしいか。
→（林事務局長）
はい。このことについては以前から各大学に確認をとっていたが、当講座は eK4 単位互換科目としての開講は考えて
いない。
→【高知大学】
個人的にはとても興味深い試みだと思う。議題資料２のカテゴリ分けで、大学院の修士課程のいわゆる学際科目 G
「観光人材育成講座」となっているが、これは今回の講座とは別の講座と考えてよろしいか。
→（林事務局長）
この資料を作った段階では、名称が「観光人材育成講座」だったが、最終的に「地域活性化と観光創造」に決定した。
さらに補足すると、７月の段階では、eK4 単位互換科目として扱うかどうかの議論をしていたので、議題資料２に名前が
載っている。

148
e-Knowledge Consortium Shikoku

→【高知大学】
こういった取り組みを香川大学でするということであれば、事前に H25 年度の eK4 単位互換科目の中にリストアップし
ておいていただけると、他の大学も単位認定のある大学向けの授業として受講できるのではないか。そのほうが受講者
も増えるのではないか。
→（林事務局長）
高知大学からの意見を参考に進めたいと思う。この講座は単年度の開講ではなく、次年度も形式は変わるかもしれな
いが、開講するということを四国ツーリズム創造機構から伺っている。これは地域マネジメント研究科が主体となって行
われるので、地域マネジメント研究科にも状況を伝えてうまく連携できるよう考慮したい。
【徳島文理大学】
本学でも周知していきたい。
（山城先生）
この講座は公開講座として開講されているが、教職員も聴講はできるのか。
→（林事務局長）
テクニカルな面では特に問題はない。シボレス認証でログインしていただければ問題ない。シボレス認証に教職員の
アカウントがあれば e-Learning での受講はできる。また地域マネジメント研究科からは教職員の受講は許可しないという
ことは言われていない。一般の方が受講可能になるので、テクニカルな面、運用面から教職員の受講は問題ないと思う。
必要があれば地域マネジメント研究科に確認をとる。
→（山城先生）
その場合、香川大学の窓口はどこになるのか。
→（林事務局長）
地域マネジメント研究科になる。
【高知工科大学】
本学でもぜひ学生に勧めて視聴させたい。
●今後に引き継ぐべき意見もあったので、それを含め地域マネジメント研究科と相談して話を進めていきたい。
報告（２）グローバルチャレンジセミナーについて（報告資料２）
グローバルチャレンジセミナーについて林事務局長から報告があった。
各大学から以下の意見があった。
【徳島大学】
阿波製紙から講師を招くのであれば、本学から講演してもらうことも本学としては可能である。
→（林事務局長）
四経連にそういうことも可能だということをお伝えしようと思う。
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【鳴門教育大学】【香川大学】【高知大学】【徳島文理大学】【高知工科大学】
特に意見はない。
【愛媛大学】
特に意見はないが、一点質問したいことがある。別紙の 2 場所の括弧内について「セミナー終了後（１ヶ月程度）は、
eK4 のオンデマンド型のコンテンツとして活用」という文言があるが、この終了後（１ヶ月程度）というのは、終了後１ヶ月
間オンデマンド配信するということか、それとも終了の１ヶ月後オンデマンド配信するということか。
→（林事務局長）
セミナー終了後にすみやかにコンテンツ化を行い、香川大学 Moodle にコンテンツをアップロードする予定である。そ
こから１ヶ月間無料でオンデマンドコンテンツを視聴できるという意味である。
報告（３）H25 年度単位互換科目の現状報告（報告資料３）
平成 25 年度単位互換科目の現状について林事務局長から報告があった。
各大学から報告についての補足があった。
【徳島大学】
本年度開講の本学提供科目に他大学の受講希望がなかった。
今年度は対応できなかったが、来年度に向けて提供方法を工夫し、企画委員会で報告させていただきたいと思う。
【鳴門教育大学】
今年度後期の科目で本学学生が数名受講することになっているので、よろしくお願いします。提供科目についても来
年度にはもう少し増やせるように検討中である。
【香川大学】（寺尾先生）
引き続き、他大学提供科目の出来るだけ多数学生を受け入れられるように努力したいと思う。
【愛媛大学】
まず昨年度の「未来可能性を創造するための学び」について、担当教員の不手際があり、受講生のみなさん、事務局
の皆さんにご迷惑おかけしたことをお詫びします。今年度はきちんと準備を進めており、学生に支障がでないよう配慮
するつもりである。
【高知大学】
他大学から eK4 科目として提供されたものは出来るだけ多くの学生に受講してもらいたいと思っているので、基本的
にはすべての科目の受け入れを認めている。報告資料３「平成 25 年度後期単位互換科目の受け入れ状況」の愛媛大
学科目の本学の受け入れ可否について、こういったふうに書かせていただいている理由は、受け入れの可否の問い合
わせがあった段階で愛媛大学の授業の細かなスケジュールが確定していなかったためである。保留とさせていただい
たのは、受け入れを認めない可能性があるというわけではなく、16 回の授業のスケジュールが確定した段階で本学でも
受け入れを認める方向である。
【徳島文理大学】
自校以外の受講生をいかに増やしていくかを今後検討していきたい。
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【高知工科大学】
来年度以降受入られるよう検討していきたい。
報告（４）その他
高知大学から以下の意見があった。
【高知大学】
報告（３）の本学の意見に関係することだが、平成 25 年度後期単位互換科目をリストアップしているが、科目スケジュ
ールが確定してから科目提供されたほうが、混乱がなくなると思うので、各大学配慮頂ければと思う。
副会長挨拶
eK4 副会長を務めている高知大学深見です。有馬先生や林先生のご尽力で、eK4 も充実した授業が提出されるよう
になりました。受講生の数も増えているということで大変喜ばしいことだと思っています。以前から申し上げているように、
特に四国学という四国の大学が特色ある四国に関係した題材を扱った授業を、他大学の学生にも受講できるように提
供することは、面白い試みだと思いますし、重要なことだと思っていますので、これからもそのような授業がどんどん増え
ていくことを祈っています。最後になりましたが、会長の挨拶にありましたように、有馬会長が今月末をもって退任される
ということで、私自身も驚いておりますが、先生にはいろいろとお世話になりました。今後ともよろしくお願いを申し上げ
ます。
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平成 25 年度

第 2 回 eK4 運営委員会
第 2 回運営委員会議事次第

日時

平成 25 年 3 月 7 日（金）10：00-11：00

場所

Polycom による遠隔会議

1.開会

藤井会長挨拶

2.議題
(1) 平成 25 年度の事業実施報告

（議題資料 1，別添資料 1，2，3）

(2) 平成 26 年度の事業計画について

（議題資料 2，別添資料 4）

(3) 平成 26 年度以降の外部評価委員の人選

（議題資料 3，参考資料）

(4) その他
3.報告
(1) 四国学と学際的専門科目のカテゴリについて

（報告資料 1，2）

(2) 公開講座「地域活性化と観光創造」について

（報告資料 3）

(3) H26 年度の単位互換科目について

（報告資料 4）

(4) その他
4.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. H25 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施報告
議題資料 2. H26 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画
議題資料 3. H26 年度以降の外部評価委員の人選進捗状況
別添資料 1. H22〜H25 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. H25 年度 eK4 事業実施計画の達成状況
別添資料 4. H26 年度 eK4 事業実施計画の詳細検討
報告資料 1. 四国学と学際的専門科目のカテゴリ（確定）
報告資料 2. eK4 単位互換科目一覧（分類変更・確定）
報告資料 3. 「地域活性化と観光創造」について（報告）
報告資料 4. H26 年度 eK4 単位互換科目一覧
参考資料

外部評価委員の推薦手順

関係資料
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第 2 回運営委員会議事録

日 時：平成 26 年３月７日（金）10：00～11：00
場 所：Polycom を利用した遠隔会議
出席者：【司会】林敏浩 （香川大学）
大学

出席者

陪席者

徳島大学

高石喜久

金西計英

吉岡茂夫

高橋暁子

妹尾禎之
伏見裕子

鳴門教育大学

藤原伸彦（代理出席）

竹口幸志

東博信
犬伏隆章

香川大学

藤井宏史

林敏浩

菱田かおり

寺尾徹

植田めぐみ

村井礼

裏和宏

岩城暁大

金山まい

愛媛大学

松本長彦

古賀理和

菊川昭治

高知大学

深見公雄

藤田尚文

三好康夫

立川明

武内智之

竹岡篤永

石川愛

四国大学

赤松茂樹（代理出席）

－

徳島文理大学

中村昌宏

山城新吾

高知工科大学

妻鳥貴彦（代理出席）

－

１開会 藤井会長挨拶
２議題
(1) 平成 25 年度の事業実施報告（議題資料１、別添資料１、２、３）
(2) 平成 26 年度の事業計画について（議題資料２、別添資料４）
(3) 平成 26 年度以降の外部評価委員の人選（議題資料３、参考資料）
(4) その他
３報告
(1) 四国学と学際的専門科目のカテゴリについて（報告資料１、２）
(2) 公開講座「地域活性化と観光創造」について（報告資料３）
(3) H26 年度の単位互換科目について（報告資料４）
(4) その他
４閉会 深見副会長挨拶
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配布資料
運営委員・外部評価委員名簿
議題資料１．H25 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業報告
議題資料２．H26 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画
議題資料３．H26 年度以降の外部評価委員の人選進捗状況
別添資料１．H22、H23、H24、H25 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．H25 年度 eK4 事業実施計画の達成状況
別添資料４．H26 年度 eK4 事業実施計画の詳細検討
報告資料１．四国学と学際的専門科目のカテゴリ（確定）
報告資料２．eK4 単位互換科目一覧（分類変更・確定）
報告資料３．「地域活性化と観光創造」について（報告）
報告資料４．H26 年度 eK4 単位互換科目一覧
参考資料

外部評価委員の推薦手順

関係資料
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１開会
藤井会長挨拶
年度末の大変お忙しい時期に、この平成 25 年度第 2 回運営委員会にご出席頂き、誠にありがとうございます。平成
25 年 10 月より会長を仰せつかっております、香川大学教育担当理事の藤井と申します。何卒よろしくお願い申し上げ
ます。本日用意しております議題は、本年度の事業実施報告と来年度の事業実施計画並びに来年度以降の外部評
価委員の人選についての３つです。時間の制約がございますが、実りのある議論ができますことを祈念しています。
２議題
議題（１）平成 25 年度の事業実施報告 （議題資料１、別添資料１、２、３）
平成 25 年度の eK4 事業実施報告について、林事務局長から説明があった。
高知大学から以下の意見があった。
【高知大学】
特に異論は無い。議題資料１事業実施（案）の①で「企画委員会内にワーキンググループを設置し、履修者増および
ドロップアウト対策について検討している」と書かれているが、特に履修者増に関してどのような検討をされたのか教え
ていただきたい。
→（香川大学 村井企画委員）
履修者増 WG に関して、今年度は主に問題点の洗い出しということで議論させていただいた。詳細はこの後開催され
るシンポジウムで報告させていただくが、広報の強化、学生へのアンケート実施、卒業要件の認定の調査等いろいろな
問題の洗い出しをし、今後どのようにしていくかという提案をさせていただいている。
→【高知大学】
ありがとうございます。別添資料１の履修人数を見ると、毎年履修者が増加している傾向にある。しかし、必ずしも自大
学以外の履修者はそれほど多くない。せっかく各大学からコンテンツを提供していただいているので、今後履修者が増
えていくような工夫を皆さんで考えていければと思う。
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●平成 25 年度の事業実施報告について、運営委員会で承認された。履修者増加のための施策については、引き続き
WG で検討していく。
議題（２）平成 26 年度の事業計画について（議題資料２、別添資料４）
平成 26 年度の事業計画について、林事務局長から説明があった。
各大学から以下の意見があった。
【鳴門教育大学】
本学から特に補足はないが、個人的にコンテンツを１つ出せればと考えている。ただ、15 回分を作成するのは難しい
ので、どこかで共同でやってほしいと考えている。そういったマッチングもどこかでやらせていただければと思う。
→（林事務局長）
具体的なコンテンツ開発、あるいは授業設計については、協力体制が必要になってくるかと思う。また企画委員会に
おろして対応していきたい。
【高知工科大学】
林事務局長からも説明があったが、本学では四国学という形の科目提供が難しいので、LMS 等の技術的な部分で支
援をしていきたい。今年度については、特に香川大学の LMS のバージョンアップがあり、今まで作成したモジュールが
そのまま使えない状態なので、その辺りの調査を行っていた。来年度はそれを踏まえた上で、システムやモジュールの
検討・開発をして eK4 へ貢献していければと考えている。
●平成 26 年度の事業計画について運営委員会で承認された。
議題（３）平成 26 年度以降の外部評価委員の人選 （議題資料 ３、参考資料）
平成 26 年度以降の外部評価委員の人選について、林事務局長から説明があった。
[H26 年度以降外部評価委員]
神野 明

…四国学院大学学長特別補佐

竹内 守善

…地域振興アドバイザー

三木 義久

…四国経済連合会専務理事

野田 松太郎 …株式会社愛媛キャンパス情報サービス 代表取締役社長・愛媛大学名誉教授
野嶋 佐由美 …高知県公立大学法人理事・高知県立大学副学長
●平成 26 年度以降の外部評価委員の人選について、上記の５名の方に委員就任を依頼することが運営委員会で承
認された。
外部評価委員就任後、委員の互選により委員長を選出する流れとなる。来年度の外部評価委員会では体制が整っ
ている状態にする。これについては eK4 事務局から随時状況を報告する。
議題（４）その他
特に発言はなかった。
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３報告
報告（１）四国学と学際的専門科目のカテゴリについて（報告資料１、２）
四国学と学際的専門科目のカテゴリについて、林事務局長から報告があった。
各大学からは特に意見は出なかった。
報告（２）公開講座「地域活性化と観光創造」について（報告資料 ３）
公開講座「地域活性化と観光創造」について、林事務局長から報告があった。
各大学から以下の意見があった。
【徳島大学】
本学から１名受講希望があったかと思うが、利用していなかったということで残念に思う。授業自体は非常に興味深い
科目なので、可能であれば来年度も協力したいと個人的に思う。
【香川大学】
受講希望はあったが、実際利用していなかったという非常に残念な結果となったが、もしかしたら eK4 の提供科目同
様、科目を提供する大学の学生は受けるが、他大学の学生はなかなか受けないという共通した問題があるかもしれな
いし、固有の問題があるかもしれない。これからもう少し問題を調査する必要があると思う。
→（林事務局長）
そういった調査もしなければならないと思う。
【愛媛大学】
結果は残念だったが、他の大学の先生のおっしゃる通り、授業内容は非常に興味深いものなので、是非企画委員会
で広報の方法等の改善策を検討していただければと思う。
→（林事務局長）
企画委員会で議論をすすめるよう提案していきたい。
【高知大学】
本学でも履修者はいなかった。一つ質問させていただきたいのだが、来年度は単位を伴わない e-Learning 開講をさ
れるということだが、今年度の授業は 15 回撮影してコンテンツとして残っていると思う。これは来年度以降どのように活
用されるのか。単位認定関係なく、もし視聴希望者がいれば、アクセスして視聴することは可能なのか。
→（香川大学 岩城助教）
授業は 15 回すべて撮影し、アーカイブ化している。しかし、本学の地域マネジメント研究科には、そのコンテンツを用
いて何かに利用するということは伺っていない。もし、視聴希望の申し出があれば、地域マネジメント研究科に連絡して
から使用するといった体制が必要になってくる。現時点では、コンテンツとして何かに利用するという取り決めはされて
いない。
→【高知大学】
今はアクセスできず、もし視聴希望があればそちらに連絡をして、そこからそちらで検討されると理解した。たとえば、
第１回目の講義を見てから、面白そうだなと感じて 15 回全部見たいという人もいると思う。まず連絡をしなければならな
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いとなれば、躊躇する人がほとんどだと思う。せっかく 15 回撮影されているので、それを有効活用できるように考えてい
ただきたいと思う。
→（林事務局長）
引き続き、岩城先生のほうで対応していただきたい。15 回撮影しているので、こういった貴重なコンテンツを上手く活
用できるよう検討していきたいと思う。eK4 運営委員会でこういった話が出たことを香川大学の地域マネジメント研究科
に伝え、協力を要請するような形にしたいと思う。
【四国大学】【徳島文理大学】
貴重なコンテンツなので、検討を進めていってもらいたいと思う。
【高知工科大学】
本学からは受講希望者はいなかった。
一つ伺いたいのだが、12 名の受講希望者があったにも関わらず、誰もログインしなかった原因等をアンケートで調査
されているのであれば、教えていただきたい。もし、アンケートをとられていない場合は、アンケートをとることをご検討さ
れてはいかがかと思う。
→（香川大学 岩城助教）
地域マネジメント研究科に確認はとっていないが、アンケートをとるといった話は聞いていない。
また、12 名の受講希望者がいたにも関わらず、オンデマンド視聴者が 0 だったということに関しては、12 名のうち 10
名は対面で受講しており、対面での授業を受けられなかった場合にオンデマンドの授業を受けるといった利用方法をと
っていた。
アンケートに関しては、地域マネジメント研究科に連絡をとり、対応を進めたいと思う。
●運営委員会で出た意見をもとに、地域マネジメント研究科に連絡をとり、検討を進めていく。
報告（３）H26 年度の単位互換科目について（報告資料４）
平成 25 年度単位互換科目の現状について林事務局長から報告があった。
各大学から報告についての補足があった。
【徳島大学】
林事務局長の説明の通りである。知のプラットフォーム形成事業のこともあるが、連携大学に迷惑のかからないように
対応していきたいと思う。本学から提供予定の４科目は、知プラにも提供予定なので、今後少し変更があることを申し添
える。
【鳴門教育大学】
本学からは「阿波学」の１科目を提供予定である。受講生を増やせればと思う。
【香川大学】（林事務局長）
本学からは 7 科目提供予定である。報告資料４の備考欄にいろいろ書いているが、これは本学学生に向けてのもの
であるので、特に連携大学の学生には影響ないと考えている。
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【高知大学】
本学では、佐々先生と大年先生が担当する「流れと波の災害」という授業を提供していた。しかし、大年先生が先頃
お亡くなりになられた。佐々先生が担当されている部分の内容が少し古くなってきたということもあり、撮り直しを希望さ
れていた矢先のことであった。この授業は、基本的には 26 年度も開講予定であるが、大年先生の代わりの先生を見つ
け、コンテンツをすべて撮り直す。その準備が終わり次第、提供させていただく。現時点では、保留という形にしたいと
思う。
【徳島文理大学】
「情報社会論」「地方政府論」の２科目を引き続き提供させていただく。できるだけ多くの学生に受講してもらえれば有
り難いと思う。
報告（４）その他
特に報告は出なかった。
４閉会
深見副会長挨拶
高知大学の深見です。先ほどの報告にもありましたように、コンテンツが増えて、内容も充実してきています。今後は、
受講生がますます増えるよう、特に自校以外の学生が増えるよう各大学で努力していただきたいと思います。引き続き
よろしくお願いいたします。
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大 学 ICT 推 進 協 議 会 学 習 コンテンツ共 通 流 通 部 会
総 会 ・第 ２回 研 究 会
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「e ラーニング『四 国 学 』におけるコンテンツ開 発 と配 信 」 香 川 大 学 総 合 情 報 センター 岩 城 暁 大

eK4

: http://www-ek4.cc.kagawa-u.ac.jp/
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「e-Learning におけるエンタメ性 とコミュニケーション強 化 」 四 国 大 学 教 授 村 井 礼
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「ｅＫ４の取 組 における成 果 と課 題 、今 後 の展 望 」 香 川 大 学 教 授 林 敏 浩
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DB
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eK4 の遠隔会議システムを活用した取り組み
四 経 連 グローバルチャレンジセミナー

11 月 7 日（木）、四経連は、香川大学において、学生を対象に「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、企業が必要とするグローバル人材を育成する目的で、四経連と大学が連携し実施したもので、昨年に続き二回目
の開催となったものである。
当日は、会員企業で海外事業に携わった経験のある方 2 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 6 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、7 大学あわせて 148 名に達し、受講後のアンケートでは、セミナーの内容を評価する意見が多く寄せられた。
講師
〇帝國製薬㈱ 理事 事業開発部、国際部担当 中川 昭 氏
〇阿波製紙㈱ 取締役常務執行役員 生産管理部長 長尾 浩志 氏

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、松山大学
※四国大学、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
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講演要旨

帝國製薬㈱ 中川 昭 氏

阿波製紙㈱ 長尾 浩志 氏

「グローバル、いつ行くの？ 今でしょ！」

「失敗を恐れず、グローバルな視野でチャレンジを。」

私は、外資系企業に約 20 年勤務した後、2005 年に帝國製薬

私は、タイで 4 年間海外勤務を経験した。その経験を踏まえ、

に入社した。現在は、事業開発部、国際部を担当しており、

グローバル人材に必要なことは何かを述べたい。

様々な外国企業と取引している。このような私の経験を通した

まずは、異国の文化に積極的に馴染もうとする姿勢こそが、

話をしたい。

仕事にとって最も大切であることを現地で学んだ。「郷に入れ

新入社員からの 6 年間は、北海道・東北地方の約 40 の病院

ば郷に従え」式の柔軟な対応が要求される。

を一人で担当していた。ほぼ毎日出張であり、一日の平均移

海外赴任では、限られた人員で会社を管理することになるた

動時間は 6 時間であった。移動の面などで非効率な点もあっ

め、責任と権限は幅広く、重くなる。そのため、語学力、マネジ

たが、コツコツと頑張ったお陰で、社会人として必要な心構え

メント力などの総合的能力を身に付けることが必要となる。これ

などを身に付けることができた。その後、海外の方とやり取りを

らの能力を、現地で業務をこなしていく中で、勉強しながら身

することとなったが、この 6 年間が自分の基礎になったと今では

に付けていくことは苦しいことであったが、出来た時の達成感

思っている。

はひとしおであった。

外資系企業に勤務している時に、選ばれて海外に派遣され

現地では異業種企業の方との交流を通じて、生の情報が得

ている先輩方を見て、是非自分もそうなりたいと思ったことが、

られることで、新たな発見があった。インターネット主流の今日

自分の中の強いモチベーションとなった。また、日本にない治

では、世界中の情報を机上で瞬時に調べることが出来るが、そ

療法や新薬を日本に持ってくることや、未導入の開発システム

のままでは生きた情報にはならない。頻繁にコニュニケーショ

を日本に導入することに大変生き甲斐を感じていた。

ンを取ることで、現地の生の声をいち早くキャッチでき、「知性」

グローバル企業ならではの経験として、これまでに外国人の

と「感性」を磨くための貴重な場となった。その際、言葉を十分

様々なボスに仕えてきた。泣きたくなるような苦労もしてきたが、

話せなくても、接する機会を増やせばおのずと語学力は身に

素晴らしい方々にマーケティングなどを教えていただいたこと

付いてくるものである。

が、今の私の礎となっている。

グローバル人材とはどういう人かということであるが、語学が堪

グローバルで活躍している方々を見て感じることは、自分の

能であるからグローバル人材ということではない。語学が重要

専門性を持っていることである。また、前向き思考で、積極的な

なツールであることは間違いないが、総合力がないとグローバ

コニュニケーション力を持つことも重要。英語力だけでは生きて

ルな対応は出来ない。そのためには、異文化を理解しようとす

いけないが、英語力を磨けば、グローバルで活躍する道は早

る力、環境に適応する力などが大事になってくる。特に若い皆

い。

さんには、チャレンジ精神、失敗してもやってみることができる

最後に、グローバルへ出ていくためのアドバイスをすると、ま

力を身に付けていってもらいたい。

ず何より心身共に健康であることが第一である。また、仕事もプ

最後に、ヘンリーフォードの言葉を皆さんに送りたい。「20 歳

ライベートも楽しむ感覚が大事であり、家族を大切にしていた

であろうが 80 歳であろうが、学ぶことをやめた者は老人である。

だきたい。今はインターネット時代であり、積極的に海外の友

学び続ける者はいつまでも若い。人生で一番大切なことは、若

達も作っていただきたい。グローバルな挑戦をするかどうかは

い精神を持ち続けることだ。」

皆さん次第であるが、是非、色々な機会を見つけて準備をした
ら良いと思う。
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