




  

  

四国学	 

	 

	 私たちが暮らし、学んでいる四国の地では、独自の文化や伝統が培われてきました。近年では、その価値が

改めて注目され、市民の関心も高まっています。しかし一方では、人口の流出や産業の低迷など、深刻な課題

も抱えています。	 

	 そこで e-Knowledge コンソーシアム四国では、「四国学」の構築に取り組んでいます。この「四国学」では、

お遍路文化、地域史、地場産業、自然環境、防災対策など、四国の特徴を様々な観点から取り上げ、四国の成

り立ちと現状を深く理解することを目的としています。	 

	 e-Knowledge コンソーシアム四国が進める「四国学」

の最大の特徴は、関連講義の実施方法にｅラーニング

（非同期型遠隔講義）を導入している点です。	 

	 ｅラーニングは、大学の PC ルームや自宅の PC	 など、

インターネットに接続できる環境があれば、いつでもど

こでも何度でも講義を受けることができます。また、四

国の 8大学の教員が共同で教材（ｅラーニングコンテン

ツ）を開発していますので、自分の大学の講義はもちろ

ん、他大学の講義も受けることができます。	 

	 この講義を通じて、各大学で行われている四国に関す

る研究の最前線に触れ、ぜひ四国の魅力を発見してくだ

さい。	 

	 

四国学の詳細については e-Knowledge コンソーシアム四国ホームページをご覧下さい。	 

http://www-ek4.cc.kagawa-u.ac.jp/courses/	 

	 

単位互換制度について	 

	 

	 eK4 連携大学は、相互に連携・協力して教育内容を充実させ、地域のニーズに応じた多用な人材育成を推進

するため、授業科目の単位互換協定を締結しています。	 

	 単位互換制度とは、協定校の学生の皆さんが、他の大学の授業科目を履修し、そこで修得した単位を、所属

する大学（以下｢所属大学｣といいます。）において修得した単位とみなす制度です｡	 

	 連携大学からは、それぞれ特色ある授業科目や、所属大学にはないユニークな授業科目が提供され、学生の

皆さんの関心や興味に応じた授業を履修できるようにしたものです。	 

	 また、eK4 が行う単位互換の大きな特徴として、「ライブ中継」又は「ｅラーニング教材」による授業で実

施することが挙げられます。前者では、学生の皆さんは他大学に足を運ぶことなく、所属大学のキャンパスで

履修が可能です。後者については、大学キャンパスに限らず、インターネットができる環境さえあれば、「い

つでも、どこでも、何度でも」視聴することが可能です。	 

	 

eK4単位互換制度
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単位認定について	 

	 

	 	 各大学の評価基準による成績通知に基づき、所属大学の授業科目の履修単位として認定されます。	 

	 なお、各大学で修得した単位を、所属大学における修得単位としてみなす際に、その単位が所属大学のどの

科目分類に位置づけられるかについては、履修前に所属大学が決めることになります。出願前に所属大学に確

認してください。	 

	 成績証明書は、原則として所属大学が発行します。	 

	 

用語説明	 

	 

遠隔授業                               

 マルチメディア等を用いて、遠隔地においても授業を受

けることができるもの。 

 遠隔授業には、同期型のもの（テレビ会議方式などラ

イブ中継により配信するもの）、インターネットにより既に

作成されたコンテンツ（ビデオ教材やその他の学習教材）

を視聴して学習するもの（e-ラーニング）などがありま

す。 

 

遠隔講義                               

 「授業」とは、「講義」、「演習」、「実習」などを総称した

呼び名です。遠隔で行う授業のうち、「講義」を「遠隔講

義」といいます。 

 通常は、「ポリコム」などの機器を使用して、複数の会

場をつないで行う双方向の同期型（ライブ中継）による講

義のことを指します。 

 「遠隔授業」の中では「講義」が最も多いため、一般的

には「遠隔授業」を「遠隔講義」と呼んだり、逆に「遠隔講

義」のことを「遠隔授業」と呼ぶ人もいます。 

e-ラーニング                             

 e-ラーニングとは、パソコンやインターネットなどを利用

して教育を行なうことです。インターネットに接続していな

いパソコンで学習するものと、インターネットに接続した

環境で教室以外において学習できるものがあります。 

 後者は遠隔授業の一つであり、これからの e-ラーニン

グの主流です。eK4 や連携大学が行う e-ラーニングとは、

通常後者のものを指します。 

 

同期型と非同期型                         

 授業の実施形態から、ポリコムを使った遠隔講義など

の同期型授業（ライブ中継）に対して、e-ラーニングで行

うものを非同期型授業（オンデマンド）と呼ぶこともありま

す。 
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平成 26 年度	 開講科目詳細	 
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

※国立5大学（徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、高知大学、愛媛大学）には、知プラe科目として開講した

地震・火山災害を防ぐ

徳島大学

西山　賢一

学際科目A

全学部全学科

後期

【授業の目的】
2011年に発生した東日本大震災は，災害を受けやすい日本列島がもつ地学的条件をあらわにした。日本列島はプレート
が沈み込む変動帯に位置しているので，地震や火山による災害を受けやすい。さらに四国では，南海地震の発生による被
害も懸念されている。このような災害を減らすためには，地球科学の知識が必須といえる。それに加え，過去に生じた災害
の実例を学びながら，具体的な防災・減災の方法を考えていく。

【授業の概要】
災害科学の基礎となる地球科学の知識を学びながら，地震災害と火山災害について理解を深める。また，防災情報やハ
ザードマップ（災害予測図）の活用法についても学ぶ。

【授業計画】
　１．ガイダンス
　２．地震・火山災害の特徴（イントロダクション）
　３．地震の特徴
　４．地震災害１：２０１１年東日本大震災(1) = 地震の特徴
　５．地震災害２：２０１１年東日本大震災(2) = 津波
　６．地震災害３：２０１１年東日本大震災(3) = 原発震災(1)
　７．地震災害４：２０１１年東日本大震災(4) = 原発震災(2)
　８．地震災害５：１９２３年関東大震災
　９．地震災害６：１９９５年阪神大震災
　１０．地震予知
　１１．南海地震の特徴と被害予測
　１２．火山の特徴
　１３．火山災害１：１９９０～９５年・雲仙普賢岳噴火災害
　１４．火山噴火予知
　１５．地震・火山災害を防ぐ（まとめと課題）
　１６．試験

【成績評価の方法】
期末に定期試験を実施し，成績評価をおこないます。ただし，本授業はe-ラーニング形態ですので，各回，課題が出ます。
各回の課題の提出状況は，成績評価に反映します。また，LMS上のアクセス履歴は，出欠状況に替わるものとして成績評
価の資料として用います。さらに，毎週定期的に教材にアクセスせず，定期試験の直前にまとめて視聴するといった振る舞
いが認められた場合，成績評価に反映します。

【受講者へのメッセージ】
この授業はe-ラーニングの形態でおこないます。定期試験以外は，対面の授業をおこないません。基本的に，授業の進行
は，皆さんの自主性に任せられます。皆さんは，計画的に学習を進めるよう注意してください（e-ラーニング形態は自由度が
高い反面，多くの学生が，途中でリタイアしてしまうことが分かっています）。高度な自律性が求められることを理解した上，
本科目を履修するようにしてください。
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

※国立5大学（徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、高知大学、愛媛大学）には、知プラe科目として開講した

徳島大学

気象災害を防ぐ

学際科目A

西山　賢一

後期

全学部全学科

【授業の目的】
 日本列島は地形が急峻で平地が少なく，しかも湿潤多雨な気候環境下にあるため，台風や豪雨による災害が毎年繰り返
されている．このような災害を減らすためには，地球科学の知識が必須といえる．それに加え，過去に生じた災害の実例か
ら学びながら，具体的な防災・減災の方法を考えていく． 【授業の概要】災害科学の基礎となる地球科学の知識を学びなが
ら，気象災害，特に土砂災害と洪水災害を中心に理解を深める．また，防災情報やハザードマップ(災害予測図)の活用法
についても学ぶ．

【授業計画】
    豪雨災害から学ぶ
    気象観測と気象現象
    台風・高潮災害
    豪雨・豪雪・雷による災害
    異常気象とは何か?
    洪水でできた日本の平野
    豪雨災害1:洪水災害
    豪雨災害2:都市水害
    山崩れでできた日本の山地
    豪雨災害3:土砂災害
    豪雨災害4:深層崩壊
    気象情報の種類と活用法
    気象災害のハザードマップ(災害予測図)
    水のめぐみを生かす
    試験
    総括授業

【成績評価の方法】
期末に定期試験を実施し，成績評価をおこないます。ただし，本授業はe-ラーニング形態ですので，各回，課題が出ます。
各回の課題の提出状況は，成績評価に反映します。また，LMS上のアクセス履歴は，出欠状況に替わるものとして成績評
価の資料として用います。さらに，毎週定期的に教材にアクセスせず，定期試験の直前にまとめて視聴するといった振る舞
いが認められた場合，成績評価に反映します。

【受講者へのメッセージ】
この授業はe-ラーニングの形態でおこないます。定期試験以外は，対面の授業をおこないません。基本的に，授業の進行
は，皆さんの自主性に任せられます。皆さんは，計画的に学習を進めるよう注意してください（e-ラーニング形態は自由度が
高い反面，多くの学生が，途中でリタイアしてしまうことが分かっています）。高度な自律性が求められることを理解した上，
本科目を履修するようにしてください。
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

※国立5大学（徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、高知大学、愛媛大学）には、知プラe科目として開講した

徳島大学

「モラエスの徳島」〜グローバリズムと異邦人〜

学際科目A

宮崎　隆義

後期

全学部全学科

【授業の目的】
　グローバルという言葉が声高に叫ばれているが，その根底には越境ということがある。政治，経済，科学技術，医療，環
境，文化，芸術など，ありとあらゆるものが国境を超え全地球に及んで，複雑な問題を生み出している。複雑に絡み合った
問題を解く手がかりは，ひとつの価値観に囚われることなく複数の視点で眺めてみることであろう。人や物，芸術，文化の往
来と影響関係には長い歴史があるが，それも越境故に豊かなものになっている。その往来のひとつの例として，徳島のモラ
エスを取り上げてみたい。モラエスは，何回か日本にやってきた後に，１８９９年から日本で暮らし，その後１９１３年から１６年
の間庶民の中で暮らした。元ポルトガル海軍の軍人で後に在神戸ポルトガル領事となった人物だが，軍人，文人，外交官と
して，その当時の日本を，徳島を眺めて作品を書き残している。そこには現代のわれわれに対して示唆するものが多く含ま
れている。この授業を通して，グローバリズムと異邦人ということを考えながら，異文化の理解ということを考えてみたい。

【授業の概要】
ヴェンセスラウ・デ・モラエスの生涯とその作品を眺め，ゆかりの場所を紹介しながら，理解を深め，同時に異文化理解という
ものを考える。

【授業計画】
　１．ガイダンス
　２．異邦人ということ
　３．モラエスの生涯
　４．モラエスの時代と同時代人―ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）
　５．モラエスの時代と同時代人―ジョーゼフ・コンラッド
　６．モラエス顕彰の概観―戦前と戦後
　７．モラエスの著作
　８．徳島のモラエス
　９．モラエスの徳島
　１０．『徳島の盆踊り』とゆかりの場所１
　１１．『徳島の盆踊り』とゆかりの場所２
　１２．『おヨネとコハル』１
　１３．『おヨネとコハル』２
　１４．『日本精神』と異邦人のまなざし１
　１５．『日本精神』と異邦人のまなざし２
　１６．定期試験（レポート）

【成績評価の方法】
　毎回の簡単な感想と定期試験（レポート）の評価を総合判断して成績の評価をする。本授業はe-learning形態なので，毎
回簡単な感想を提出してもらい，また，LMS上のアクセス履歴は，出欠状況に替わるものとして成績評価の資料として扱う。
さらに，毎週定期的に教材にアクセスしないで，定期試験の直前にまとめて視聴するといったことが認められた場合，成績
評価に反映する。

【受講者へのメッセージ】
モラエスが生きた時代と現代を比べながら，機会があればモラエスゆかりの場所を訪れて下さい。
同時に，自分たちのふるさとに，自分たちの周りにモラエスのような人がいないか考えてみて下さい。
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開講大学

単位互換大学 徳島大学 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 高知工科大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

四国学A

（注1）ｅ－ラーニングによる非同期型遠隔授業及び歩き遍路体験参加（２泊３日：９月２４日～９月２６日（予定））のため，曜
日・時限の設定はありません。
（注2）定期試験（レポート）の内容については，e－ラーニング教材の中で説明します。

鳴門教育大学

阿波学（地域文化研究）

藤原　伸彦、宮下　晃一ほか

ｅ-ラーニングによる非同期型遠隔授業及び歩き遍路体験参加
（２泊３日：９月２４日～９月２６日（予定）)のため、曜日・時限の設定はありません。

〈目的及び主旨〉
四国の文化アイデンティティたる遍路を体験的・実践的に学ぶことを通じ，地域理解を深め，地域の教育リーダーとしての教
員資質を養う。まず，講義により，遍路に関する基礎理解を形成する。遍路の歴史や文化，遍路と地域社会のかかわりなど
について知る。そして，実際に遍路道を歩き，現地体験のなかで地域の伝統や自然を学ぶ。遍路を支えてきた地域の人々
とも交流し，その営みの現状や課題を考察する。

〈到達目標〉
講義により，地域社会における遍路文化に関する基礎理解を得る。歩き遍路体験により，遍路地域の文化や自然，遍路を
支える人々の活動，自治体の取組などを直接知る。以上を通じ，教育や学校にたずさわろうとする者にとっての，地域文化
を理解・尊重する基盤的態度・視座を形成する。

〈授業計画〉
　1.授業計画 ガイダンス（1週）
　2.講義（2～5週）
　（1）遍路の歴史と社会
　（2）遍路の文化と教育
　3.歩き遍路体験（6～14週）
　（1）事前オリエンテーション（遍路道の歩き方，準備に関する留意点など）
　（2）歩き遍路体験（2泊3日）
　　・日程：９月２４日～９月２６日（予定）
　　・コース：未定
4.総括（15週）

〈成績評価方法〉
各回の小レポートと 終レポートにより評価。

〈テキスト・参考文献〉
適宜，紹介する。

〈履修上の注意事項〉
現地実習に必要な宿泊代および飲食代は受講者負担である。

すべての学部，学年
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

香川大学では主題科目B-3として開講。平成22～25年度に本科目の単位取得者は履修できません。

香川大学

コンピュータと教育

学際科目A

林　敏浩

前期・月・1

※H25年度と同じ内容を考えております。

【授業の概要】
　近年、情報通信技術（ICT）を活用した教育が様々な教育機関で実施されるようになってきた。また、予習・復習などの自
宅等における学習者主体の学習にもICTの利用が増えてきている。本講義ではこのような情報通信技術（ICT）を活用した
教育・学習、それらを支える教育・学習システムについて講義する。

【到達目標】
　本講義では、情報通信技術（ICT）を活用した教育・学習の観点から、
　（１）教育・学習方法の概要
　（２）それを支える情報通信技術
　（３）教育・学習支援システム
　（４）支援システムを活用事例
　などを理解することを達成目標とする。

【授業計画】
　第１回目：講義ガイダンス、「コンピュータと教育」の講義で何を学ぶか？
　第２回目：e-Learningでいかに学ぶか？
　第３回目：遠隔講義でいかに学ぶか？
　第４回目：ICTを活用した教育・学習支援（1）
　第５回目：ICTを活用した教育・学習支援（2）
　第６回目：教育・学習支援システム（１）：フレーム型システム
　第７回目：教育・学習支援システム（２）：ドリル＆プラクティス型CAIシステム
　第８回目：教育・学習支援システム（３）：ゲーム＆シミュレーション型システム
　第９回目：教育・学習支援システム（４）：アドリブ型・情報検索型・質問応答型システム
　第１０回目：高度教育・学習支援システム（１）：知的CAI概説
　第１１回目：高度教育・学習支援システム（２）：知的CAIシステム
　第１２回目：高度教育・学習支援システム（３）： いろいろな高度教育システム
　第１３回目：高度教育・学習支援システム（４）： 協調学習支援システム
　第１４回目： 近のトピックス： e-Knowlegeコンソーシアム四国
　第１５回目： 近のトピックス：未来の教育システム
　第１６回目：定期試験

全学部全学科　
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

※H25年度と同じ内容を考えております。

授業の概要
四国の歴史･文化について講義する。各回では、四国で活躍した人々の事績や、都と四国との結びつき、四国に残された
遺跡･史跡、各地の方言、四国に関わる文学作品など、四国の歴史･文化に関わるテーマを取り上げる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業の目的
四国の各大学に在籍する自分が暮らす地域の歴史と文化について知識を得ることができる。歴史に関わる回では、現代的
課題でもある四国地域と京阪神地域との結びつきなどについて、理解を深めることもできる。文化に関わる回では、四国の
風土や歴史に関わった文学や方言の内実について、いくらか知ることができる。
本授業での学習を通じて、四国の歴史と文化に関する研究の背景や現状について説明できるようになることが目標である。
　
到達目標
四国地域の「歴史と文化」についてのいくつかのトピックを詳しく説明できる。

成績評価の方法と基準
各回の小テストと期末テストにより評価する。

授業計画並びに授業及び学習の方法
【授業計画】
　①ガイダンス
　②平安末阿波武士と仏教文化　(大石 雅章/鳴門教育大学副学長）
　③四国の万葉集と古代史　（田中省造/四国大学文学部)
　④屋島合戦にいたる源平両軍の軍略(1)　(田中健二 /香川大学教育学部）
　⑤屋島合戦にいたる源平両軍の軍略(2)
　⑥屋島合戦にいたる源平両軍の軍略(3)
　⑦中世の瀬戸内海水運(1)　(田中健二 /香川大学教育学部）
　⑧中世の瀬戸内海水運(2)
　⑨阿波商人の活躍と江戸時代の経済　(桑原　恵/徳島大学総合科学部）
　⑩物理学者・寺田寅彦の文学　（永橋 禎子 /高知県立文学館）
　⑪菊池寛について-高松の生んだ文豪-　(藤井 雄三 /高松市教育委員会）
　⑫壺井栄と黒島傳治におけるプロレタリア文学の側面（渡邊史郎/香川大学）
　⑬香川の方言(1　(柴田 昭二/ 香川大学教育学部）
　⑭香川の方言(2)
　⑮愛媛を歩く方言の旅　(清水 史 /愛媛大学法文学部）

【授業及び学習の方法】
ｅ－ラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義と、通常の対面講義を組み合わせて行う。第1回(ガイダンス)と、第
16回(期末レポート)は、通常の対面講義で実施するので、指定の日時に教室に集まること。
第2回～第15回は、インターネットで配信されるｅ－ラーニング教材を、大学や自宅などで視聴したうえで学習する。視聴す
る際には、ノートへの書き取りなど、主体的な態度を心がけなければ、講義を理解することは不可能である。

香川大学

四国の歴史と文化

四国学A（歴史・文芸部門）

田中　健二、渡邊　史郎、林　敏浩、岩城　暁大

前期・月・５

＊香川大学学生は、平成22年度以降入学者のみ履修可能。
H22/23.24.25年度に本科目の単位取得者は、履修できない。

全学部全学科　※香川大学生は履修制限あり
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開講大学

単位互換大学 徳島大学 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 高知工科大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

※国立5大学（徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、高知大学、愛媛大学）には、知プラe科目として開講した

香川を学ぶ

香川大学

岩城　暁大

四国学A

全学部全学科

後期・月・１

講義概要

【授業計画】
※講義の内容については変更になる可能性があります。
　①ガイダンス　受講方法と注意事項について
　②栗林公園の美と歴史
　③讃岐の盆栽
　④讃岐の伝統食
　⑤瀬戸内海運の歴史
　⑥讃岐漆芸～玉楮象谷の世界～
　⑦香川の手袋産業（スワニー・オオジー・手袋ギャラリー）
　⑧大学と地場産業との連携
　⑨香川の国際協力団体によるカンボジアでの支援活動
　⑩まちづくりの事例
　⑪高松の街活性化プロジェクト
　⑫瀬戸内海と瀬戸内法
　⑬里海を守り育てる人と法
　⑭ゲリラ豪雨等災害と避難のシュミレーション
　⑮他の学生のレポートを閲覧とその批評（LMS上で行う）
※LMS：講義配信システム。Learning Management Systemの略。

【授業及び学習の方法】
ｅ－ラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義と、通常の対面講義を組み合わせて行う。第1回(ガイダンス)は、通
常の対面講義で実施するので、指定の日時に教室に集まること。

第２回～第15回は、インターネットで配信されるｅラーニング教材を、大学や自宅などで視聴したうえで学習する。視聴する
際には、ノートへの書き取りなど、主体的な態度を心がけなければ、講義を理解することは不可能である。
各回の内容について、理解度を測るため講義内容に基づいた小レポートを実施する。

【成績評価の方法と基準】
各回の小レポート。自分でテーマを決める課題レポート、期末レポート。
課題レポートについては在住する県で地域に関するテーマを個人で決め、現地での写真撮影等含め調査を行いレポート
の作成を行うこととする。

【オフィスアワー】
特に設けない。Moodle内のコミュニケーションツール（フォーラム等）やガイダンスで通知するメールアドレスを活用すること。

【履修上の注意】
履修上の注意・担当教員からのメッセージ
第1回ガイダンスに出席する事・学生教育研究災害傷害保険（略称:「学研災」）等に加入していることが履修許可の必要条
件である。
受講方法の詳細については、第1回(ガイダンス)で説明するので必ず出席すること。

本講義を履修する際には、各自でパソコンからのLMSへの登録が必要となるが、登録作業をガイダンス日から所定の日数
以内（詳細はガイダンスで説明）に完了すること。締め切りまでに登録が完了できなかった場合は履修を許可しない。また、
香川大学の学生は教務システムへの履修登録も忘れずに行うこと。
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

※国立5大学（徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、高知大学、愛媛大学）には、知プラe科目として開講した

地域コンテンツと知財管理

香川大学

村井　礼

学際科目A

全学部全学科

後期・月・５

授業の概要
地域コンテンツを紹介しながら、知的財産管理の基礎的知識について講義する。各回ではインターネット時代におけるコンテンツの保護や特許出願といった知財管
理の基礎的な事項についてとりあげる。

授業の目的
香川県を中心とする各地域のコンテンツ（発明、商標、デザイン、コンテンツなど）について知識を得ることができる。知的財産管理に関する基礎知識を習得し、問題
意識をもって身近な事例に接することができる。

到達目標
知的財産管理の基礎を理解し、社会において地域コンテンツを管理する際に注意すべき点などについて考察することができる。

成績評価の方法と基準
各回の小テストと期末テストにより評価する。

授業計画並びに授業及び学習の方法
【授業計画】
　①ガイダンス　地域コンテンツと知財管理
　②知財法の体系、知財管理の基礎
　③インターネットとデジタルコンテンツ
　④コンテンツの保護　その１
　⑤コンテンツの保護　その２
　⑥コンテンツの保護　その３
　⑦発明の保護　その１
　⑧発明の保護　その２
　⑨発明の保護　その３
　⑩係争対策
　⑪罰則・雑則
　⑫ブランドの保護
　⑬デザインの保護
　⑭知財管理と周辺領域　その１
　⑮知財管理と周辺領域　その２

【授業及び学習の方法】
ｅ－ラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義と、通常の対面講義を組み合わせて行う。第1回(ガイダンス)と、第16回(期末レポート)は、通常の対面講義
で実施するので、指定の日時に教室に集まること。
第２回～第15回は、インターネットで配信されるｅ－ラーニング教材を、大学や自宅などで視聴したうえで学習する。視聴する際には、ノートへの書き取りなど、主体
的な態度を心がけなければ、講義を理解することは不可能である。
各回の内容について、理解度を測るため教科書の内容に基づいた小テストを実施するので、教科書は必ず購入すること。
教科書
「マンガで学ぶ知的財産管理技能検定3級 短マスター」 佐倉 豪　三和書籍出版　2,415円
 http://www.amazon.co.jp/dp/4862510868/
オフィスアワー　　月曜日３時限目。質問の受付場所はe-Learning相談室(幸町キャンパス総合情報センター２階)。遠隔の場合は、Moodle内のコミュニケーションツー
ル（フォーラム等）も積極的に活用すること。
【履修上の注意】
教材を視聴する際は、話のポイントをノートに書き取るなど、主体的な学習態度を心がけること。受講方法の詳細については、第1回（ガイダンス）で説明する。

受講方法の詳細については、第1回(ガイダンス)で説明するので必ず出席すること。なお、第1回ガイダンスに出席する事が
履修許可の必要条件である。

本講義を履修する際には、各自でパソコンからのMoodle（LMS）への登録が必要となるが、登録作業をガイダンス日から所
定の日数以内（詳細はガイダンスで説明）に完了すること。締め切りまでに登録が完了できなかった場合は履修を許可しな
い。
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

※国立5大学（徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、高知大学、愛媛大学）には、知プラe科目として開講した

情報のいろは

香川大学

林　敏浩

学際科目A

全学部全学科

後期・火・５

授業の概要
情報は我々の生活を考える上で必ず出てくるキーワードである。我々が扱っている情報とはどのようなものなのか、本講義
では情報を様々な視点から俯瞰してその特徴について講義する。

授業の目的
本講義では、いくつかの視点から情報の特徴および関連する内容を包括的に学習する。

到達目標
（１）情報と知覚、認知、感覚の観点から説明できる。
（２）情報科学の基礎的な項目（表現、圧縮、エラー処理、情報量）を説明できる。
（３）コンピュータと関連づけて情報を説明することができる。
（４）インタネットを中心に我々がどのように情報に向き合うべきか意見を述べることができる。

成績評価の方法と基準
期末テストにより評価する。各回の小レポートが全て提出されていない場合は不合格とする。

授業計画並びに授業及び学習の方法
【授業計画】
　第1回目　講義ガイダンス、「情報のいろは」で何を学ぶか？
　第2回目　情報と知覚
　第3回目　情報と認知
　第4回目　情報と感覚
　第5回目　情報の表現(１)　情報と２進数
　第6回目　情報の表現（2）　様々なメディアの表現
　第7回目　情報の圧縮
　第8回目　情報のエラー処理
　第9回目　情報量
　第10回目　情報の探索
　第11回目　情報と手続き
　第12回目　コンピュータと情報（１）　論理演算
　第13回目　コンピュータと情報（２）　算術演算
　第14回目　情報と社会（１）　インタネットの世界
　第15回目　情報と社会（２）　インタネットの光と影
　第16回目　定期試験

【授業及び学習の方法】
e-Learningによる非同期型授業として実施する。受講はインタネットに接続できるパソコンでLMS（Learning Management
System）にアクセスして、e-Lerarningコンテンツを視聴する形態になる。出席確認も兼ねて各回で理解度を判定する小レ
ポートを課す。第16回目の定期試験は対面で実施する。

【履修上の注意】
e-Learningは基本的には自学自習ですので計画的な履修（コンテンツ視聴、オンラインレポート提出）を心がけてください。
e-Learningの落とし穴（詳細はコンテンツ内で説明しています）に落ち込まないようにしてください。

受講方法の詳細については、第1回(ガイダンス)で説明する。
本講義を履修する際には、各自でパソコンからのMoodle（LMS）への登録が必要となるが、登録作業をガイダンス日から所定の日数
以内（詳細はガイダンスで説明）に完了すること。締め切りまでに登録が完了できなかった場合は履修を許可しない。
H26年度は香川大学の夜間主のe-Learning科目（火・前半（６・７）のクオーター制）として開講するが、連携大学には現時点では時
限は未定とする。
香川大学の夜間主学生向けの「情報のいろは」はクオーター制であるが、連携大学学生向けには半期制（１週間に１コマ）で提供す
る
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

全学部全学科　※香川大学生は履修制限あり

＊H25年度と同内容を考えています。

授業の概要
四国における地域振興の取組みを以下の側面から学びます。第1は、産業です。各県の代表的な地場産業が地域の中で果たして
いる役割や活性化策について考えます。第2は、地方制度です。近年の地方分権改革との関わりで各県の将来像を考えます。
第3は、交流や文化振興による地域づくりです。瀬戸内国際芸術祭などが事例に取り上げられます。これらを通して私たちが居住す
る四国という地域社会への理解と関心を培い、地域活性化への道を探ります。

授業の目的
地場産業、地方分権改革、文化・観光といった観点から四国地域の現状認識や地域活性化に関する実践的関心を培うこと。
この授業目標に関連したレポート課題を課します。

到達目標
地場産業、地方分権改革、文化・観光といった観点から四国地域の現状認識や地域活性化に関して概要を説明できる。

成績評価の方法と基準
授業毎の小テストと期末レポート（予定）

授業計画並びに授業及び学習の方法
【授業計画】
　（1）ガイダンス　（林、室井）
　（2）讃岐のハマチ養殖と野網和三郎　（嶋野勝路（全国海水養魚協会会長））
　（3）讃岐うどん　（香川政明（さぬき麺業社長））
　（4）香川の手袋産業　（原直行（香川大学））
　（5）香川の石材産業　（西成典久（香川大学））
　（6）高知の林業と製造業　（石筒覚・霜田博史（高知大学））
　（7）高知の企業と伝統技術　（中道一心（高知大学））
　（8）四万十の今と昔　原直行（香川大学））
　（9）文化力とまちづくり　（竹内守善（香川大学非常勤講師））
　（10）瀬戸内国際芸術祭　（三井文博（アーキペラゴ理事））
　（11）アートとエコツーリズム　（石井亨（香川大学非常勤講師））
　（12）共同体の崩壊　（石井亨（香川大学非常勤講師））
　（13）四国四県の政治経済の歴史　（八幡和郎（徳島文理大学））
　（14）四国の展望―知事インタビュー-　（八幡和郎（徳島文理大学））
　（15）四国の展望―知事インタビュー-　（八幡和郎（徳島文理大学））
　（16）期末テスト

【履修上の注意】
教材を視聴する際は、話のポイントをノートに書き取るなど、主体的な学習態度を心がけること。受講方法の詳細については、第1回
（ガイダンス）で説明する。

香川大学

四国の地域振興

四国学A（社会部門）

武重　雅文、林　敏浩、岩城　暁大

後期・金・１

＊香川大学学生は、平成22年度以降入学者のみ履修可能。
＊H22年度「地場産業から見た四国の社会」、H23年度「四国の自然と社会」、H24・25年度「四国の地域振興」の単位取得
者は、履修できない。
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

全学部全学科　※香川大学生は履修制限あり

＊H25年度と同内容を考えています。

授業の概要
四国に学び生活しているが、本当に四国のことを知っていると言えるだろうか。何気なく見逃している四国の自然のすがたを科学することで見えてくる、驚くような自
然環境の仕組みを探す旅に出よう。地形が物語る壮大な四国形成史のドラマ。豪雨地帯と乾燥地帯の同居する島に生きる人々の水資源を求める知恵のかずかず。
地球 大級のプレート境界型地震・東南海・南海地震の危険が迫る太平洋岸。それとたたかおうと立ち上がる地域の力。「美しさ」を取り戻したかに見える瀬戸内の
環境に忍び寄るかつてない危機。そこから見える自然の営みと人間の関わり方の新たな模索。２１世紀の四国を展望するための視点の数々を提供する講義群であ
る。

授業の目的
・四国の自然を地球誌の中にとらえ直す視点の転換を体験する。
・四国の自然の魅力をさぐるツアーに、友達を連れて行けるようになる。
・四国の自然の循環のメカニズムを理解する。
・四国が直面する洪水や地震などの脅威に地域の中で正しく対処できるようになる

成績評価の方法と基準
各回の小テストと期末試験（予定）

授業計画並びに授業及び学習の方法
【授業計画】
　（１）ガイダンス

第１部：四国の自然環境
四国の自然環境を人の暮らしとの関係で考える講義群．日本有数のため池を建造してきた讃岐の人々の歴史．四国の代表的の河川のなり立ちや生い立ち．気候と
水環境の特質．地球史と讃岐のジオサイトを考える．
　（２）ため池の歴史　　黒川義夫（前香川県農政水産部）
　（３）四国の河川環境と暮らし・防災　　古田昇（徳島文理大学文学部教授）
　（４）四国の気候と水資源　　寺尾徹（香川大学教育学部教授）
　（５）讃岐の地形と地質の面白さ　　長谷川修一（香川大学工学部教授）
第２部：瀬戸内と土佐の海洋と環境
地域の地質的特性を住民の力にして世界ジオパークの仲間入りを果たした室戸からの報告．瀬戸内海の高度成長期以降の水質の変化にともなう生産性低下問題
について理解する．太平洋側の黒潮の流れる土佐の海の環境についても考える．
　（６）ジオパークは人を幸せにできるのか　　柚洞一央（室戸ジオパーク推進協議会）
　（７）瀬戸内の島々　　中山良太（中国四国地方環境事務所）
　（８）瀬戸内海の浅海環境の抱える問題　　多田邦尚（香川大学農学部教授）
　（９）黒潮と土佐の海の環境学　　深見公雄（高知大学理事（教育担当））
第３部：災害に備える
四国の大地のなり立ちに基づいて，四国で繰り返されてきた自然災害の特徴と防災を考える．四国各地の東南海・南海地震対策や，地域の人々や児童の防災対策
の取り組みに学ぶ．
　（10）防災マップの作成　　今村健二（日本損保協会）
　（11）四国の大地の成り立ちから学ぶ自然災害　　西山賢一（徳島大学総合科学部准教授）
　（12）先人の教えに学ぶ―四国防災88話― 　　松尾裕治（JACIC四国地方センター）
　（13）災害と交通インフラ―国の南海トラフ巨大地震対策―　　 松本秀應（国土交通省四国地方整備局）
第４部：持続可能な自然と社会
持続可能な自然との関係を考える．
　（14）持続可能な社会づくりのための環境教育①　　小林修（愛媛大学国際連携推進機構アジア・アフリカ交流センター・准教授）
　（15）持続可能な社会づくりのための環境教育②
　（16）期末テスト
※一部変更の可能性があります．

【履修上の注意】
教材を視聴する際は、話のポイントをノートに書き取るなど、主体的な学習態度を心がけること。受講方法の詳細については、第1回（ガイダンス）で説明する。

＊香川大学学生は、平成22年度以降入学者のみ履修可能。
＊H22・24・25年度「四国の自然環境と防災」、H23年度「四国の自然と社会」の単位取得者は、履修できない。

香川大学

四国の自然環境と防災

四国学A（自然部門）

寺尾　徹、武重　雅文、林　敏浩、岩城暁大

後期・金・２
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

高知大学

流れと波の災害

学際科目A

佐々　浩司, 岡村　眞

後期　曜日時限の指定なし（配信日は金曜日）

【履修期間】
　平成24年10月5日（配信開始）～平成25年2月8日

※H25年度と同じ内容を考えております。
  しかし、内容を一部 新のものに差し替えるなど、今年度使用したコンテンツに追加撮影・編集する可能性があります。

【授業テーマと目的】
豪雨・台風・波浪・地震に起因する自然災害について、自然科学と社会科学の両面から講義します。受講者が災害を捉え
る眼力を養い、災害観を形成する手助けとなることを目的とします。

【成績評価の方法と基準】
成績評価レポート4回（2，5，8，13回目）分を平均して配点。
1コマ視聴毎にレポートを提出することにより出席確認及び習熟度の確認をはかる。毎回のレポートが10回以上（15回のうち
2/3以上）提出されない場合は、成績評価の対象とはなりません。

【授業計画】
　1. オリエンテーション
　 気象や災害に関連する予備知識
　2. 四国の国土の特徴と自然災害
　3. 気象概説：低気圧高気圧、雲、雨、風
　4. 豪雨や突風をもたらす気象擾乱
　5. 突風・強風災害
　6. 流域内の水循環と災害との関わり(1)
　7. 流域内の水循環と災害との関わり(2)
　8. 洪水災害・浸水災害と防災対策
　9. 海面の変動と海の波（波の分類と特性）
　10. 高波・高潮災害
　11. 海岸浸食と保全対策工
　12. 海岸災害のまとめ
　13. 高知県内の津波防災対策事例
　14. 高知市中心部の津波浸水対策
　15. 里山・里川で発生する災害と防災
　16. 東日本大震災における津波被害（補講）

【授業及び学習の方法】
全回オンデマンド型（非同期型遠隔講義）で行われます。週に1回インターネットで配信されるｅラーニング教材を、大学や
自宅などで視聴し、指定された期限までにレポートをメールで提出する形で学習する。

詳細については、別紙（平成26年度2学期　高知大学提供科目の受講方法等について　等）に記載しているのでそちらを
参照すること。

全学部全学科
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

【授業の概要】
 　『地方主権の時代』といわれるように、自分たちの思いで地域作りをしていける時代がやってきた。また、市町村合併が進
み、道州制も話題になっている。だが、地方主権は地方にバラ色の未来を保証するものでなく、厳しい責任をとることを迫る
ものでもある。
 
【授業の目的・達成目標】
 　本科目では、四国の歴史やいま起こりつつある出来事を題材に地方自治や地域作りについて考え、公務員、教師、民間
人となるための準備や将来の仕事に役立つような知識を得ることを目指す。
 
【授業及び学習の方法】
 　e-Knowledgeコンソーシアム四国の枠組みで四国八大学で共同使用するためのe-learning教材を使用しての学習。 な
お、必要に応じて面談あるいは電話、メール等で個別指導をします。
 
【成績評価の方法と基準】
  　口頭（徳島文理大学学生については面談。他大学学生については可能なら面談、でなければ電話等）及びレポート
 
【授業計画】
　【1】はじめに（本科目の全体像について概略を説明する）
　【2】県民性の不思議（四国四県をはじめとする４７都道府県の県民性とそれがもたらすもの）
　【3】土佐の歴史（戦前まで）
　【4】坂本龍馬の生涯（小説やドラマと違う土佐の平凡な青年がどうして大きな仕事を実現できたか）
　【5】讃岐の歴史（戦前まで）
　【6】伊予の歴史（戦前まで）と『坂の上の雲』の真実（伊予松山の幕末維新と主人公たちの生涯）
　【7】阿波の歴史（戦前まで）
　【8】市町村の成り立ちとこれから（地名についての議論も含む）
　【9】都道府県と道州制①（経済を中心に）
　【10】都道府県と道州制②（交通を中心に）
　【11】高知県政の展開と課題
　【12】香川県政の展開と課題
　【13】愛媛県政の展開と課題
　【14】徳島県政の展開と課題
　【15】まとめ（全体の復習）

徳島文理大学

地方政府論（四国の政治・行政・経済の歴史とこれから）

四国学B

八幡　和郎

前期・月・３

全学部全学科
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開講大学

単位互換大学

開講科目名

区分

担当教員

学期・曜日・校時

対象学生

備考

講義概要

徳島大学 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 高知工科大学

全学部全学科

【授業の概要】
　情報技術がいかに進歩しようとも、新技術を開発するのも、その技術を使う恩恵に与（あずか）るのも人間である。本講義で
は人間社会と情報技術の関係を考察し、技術者としてどのように社会と向き合い社会に貢献することを考える。

【授業の目的・達成目標】
　到達目標：情報技術と人間の関係を理解し、説明できるようになる。

【授業及び学習の方法】
　ｅラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義。

【成績評価の方法と基準】
　中間レポート（30%）と期末試験(60%)＋平常点(10%)
※平常点＝受講回数
※期末試験はテスト形式の予定(筆記テスト)
　 試験実施方法は受講者に直接指示する。

【授業計画】
　【1】メディアと人間　人間関係の物質的基礎
　【2】記号とコミュニケーション
　【3】話し言葉と本　テキストの復権
　【4】記号と行動　解釈という行為
　【5】映像世界と伝達
　【6】時間概念
　【7】空間概念
　【8】電気通信の歴史　電信　無線　有線
　【9】放送と報道
　【10】情報と法
　【11】文化と情報経済
　【12】コンピュータの歴史
　【13】情報セキュリティの今
　【14】情報化社会のゆくえ まとめ(1)
　【15】まとめ(2)　参考資料紹介

情報社会論

学際科目B

松村　豊大

前期・金・１

徳島文理大学
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e-Learning コンテンツ画面	 

	 

コンテンツ画面	 例	 

四国学「四国の歴史と文化」ガイダンス	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

四国学「四国の歴史と文化」	 コンテンツ「都へ上る、讃岐へ下る（1）」
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単位互換科目履修者状況
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コンテンツ作成状況
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