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第 1 回企画委員会	 議事次第	 

	 

平成 26 年度第１回企画委員会	 議事次第	 

	 

	 

	 	 	 1.日時	 	 平成 26 年 4 月 22 日（火）10：00-11：00	 

	 

	 	 	 2.場所	 	 MCU 利用のテレビ会議システムを用いた遠隔会議	 

	 

	 	 	 3.議題	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 eK4 と知プラの関係の明確化について	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 共同研究シンポジウムの企画について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 運営委員会・外部評価委員会・事業報告シンポジウムの日程について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 履修者増 WG からの報告と今後の対応	 	 	 	 	 	 	 （議題資料 1）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (5)	 次回以降の企画委員会の開催月について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・2 ヶ月に 1回の開催について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (6)	 その他	 

	 

	 	 	 4.報告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 事業実施報告書について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （報告資料 1）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 外部評価委員長の選出について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （報告資料 2・別添資料）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 企画委員会委員長について	 

	 

	 

	 	 	 資	 料	 

	 	 	 議題資料 1	 eK4 履修者増 WG2013 年度の活動まとめ	 

	 	 	 報告資料 1	 平成 25 年度事業報告書	 進捗状況	 

	 	 	 報告資料 2	 	 外部評価委員承諾書	 進捗状況	 

	 	 	 別添資料	 	 委嘱状（26 年度）	 

	 

	 

	 

平成26年度　第１回企画委員会
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第 1 回企画委員会	 議事録	 

	 

平成 26 年度第１回企画委員会	 議事録

	 

日	 時：平成 26 年４月 22 日（火）10：00～11：00	 

場	 所：テレビ会議システムを利用した遠隔会議	 

出席者：【司会】妻鳥貴彦	 （高知工科大学）	 

	 

議	 題：	 

(1)	 eK4 と知プラの関係の明確化について	 

(2)	 共同研究シンポジウムについて	 

(3)	 運営委員会・外部評価委員会・事業報告シンポジウムの日程

について	 

(4)	 履修者増 WG からの報告と今後の対応	 

(5)	 次回以降の企画委員会の開催月について	 

	 	 ・２ヶ月に１回の開催について	 

	 

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	 

	 	 

議題資料	 

議題資料１．eK4 履修者増 WG2013 年度の活動のまとめ	 

報告資料１．平成 25 年度事業報告書	 進捗状況	 

報告資料２．外部評価委員承諾書	 進捗状況	 

別添資料	 	 委嘱状（26 年度）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

議題（１）eK4 と知プラの関係の明確化について	 

	 eK4 と知プラの関係の明確化について、妻鳥委員長から説明があった。	 

	 

	 各大学から以下の意見があった。	 

【徳島大学】	 

	 本学では、知プラはインフラ周りは eK4 を活用しているが、eK4 とは一応

別々と認識している。また知プラ科目が、eK4 参加大学でも履修できるかと

いう話は曖昧である。知プラ科目は eK4 参加大学でも履修できるという申し

合わせみたいなものがあれば良いと思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 徳島大学では、eK4 と知プラは直接関係なく別物として走っている事業と

考えているという解釈で良いか。	 

→【徳島大学】	 

	 そこは非常にセンシティブなことである。インフラやシステムは eK4 と共

用している。	 

	 科目も共用するという話であったが、eK4 と知プラと両方で科目を提供す

ることはできないような雰囲気になっている。知プラに提供する科目は eK4

にも提供出来るようにしておかなければならないと思う。そのための申し合

わせが必要だと思う。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 本学では eK4 と知プラと一緒に進めていければと思っているが、整理が少

し出来ていないと思う。	 

	 26 年度は、本学で提供している科目は、eK4 科目として出し、知プラでは

出さない。どちらかでしか一方でしか出さないといったスタンスである。香

川大学が eK4 と知プラの両方に出す科目を、本学の学生が履修するとなると、

eK4 科目として履修するのか、知プラ科目として履修するのか、ルートが二

通りになり、少しおかしな状況になると思っている。そこの整理がつけば、

eK4 でも知プラでも進めていきたいと思う。	 

大学	 出席者	 陪席者	 

徳島大学	 金西計英	 

高橋暁子	 

吉岡茂夫	 

伏見裕子	 

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	 

村井	 礼	 

植田めぐみ	 

裏	 和宏	 

金山まい	 

森田由起子	 

愛媛大学	 古賀理和	 －	 

高知大学	 藤田尚文	 

立川	 明	 

竹岡篤永	 

三好康夫	 

石川	 愛	 

四国大学	 戸川	 聡	 －	 

徳島文理大学	 山城新吾（途中参加）	 －	 

高知工科大学	 妻鳥貴彦	 

吉田真一	 

－	 
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【香川大学】	 

	 本学としてはシステムの共通部分は共用させるが、その上のレイヤーでは

eK4と知プラは異なるといった考えで、事務的に運用を進めている。よって、

今回の話の明確化というのは、ここの部分を明確にすれば良いだけの話だと

思っていた。しかし、確かに他大学の言う通り、科目の関係や履修の仕方等

は、今後検討しなければならないと感じた。その意味では今回のこの議題は

適切だったと思う。特に本学からは明確化しようという案は無く、基本的に

は分けて進めている。ただ、本学では eK4 にしても知プラにしてもスタッフ

を多く雇用しているため、そういったことで上手く回っている面もあると思

う。もちろんプラスアルファの負荷もかかっていると思う。現状も含めてコ

メントという形で報告する。	 

	 

【高知大学】	 

	 本学では単位互換科目の受入れを各学部が決める。出元が eK4 か知プラか

ということは、学部にとっては関係がないと思う。またこの間のシンポジウ

ムでも報告したが、本学の学生が eK4 科目の履修登録を行うときはメール申

請で、学内で普通に開講される科目と同じようにして履修登録を行う。そう

いった意味では、学生にとっても出元が eK4 か知プラかということは関係が

ない。担当している部局が eK4 も知プラも総合情報センター情報部門なので、

eK4 と知プラを一緒にしてくれた方がやりやすい。そういうことなので、私

個人の意見だが、将来的には eK4 と知プラを一緒にして、手を挙げてくれる

大学があればその大学も加えて単位互換協定を結び協力していければ良い

と思う。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

	 貴重な意見をありがとうございます。	 

	 ちなみに前回のシンポジウムで分かったことだが、eK4 の場合は、単位互

換協定に基づいて、学生が他大学に授業を受けに行き、他大学が授業の単位

を認め、所属大学が単位互換という形で単位を発行する。それに対して知プ

ラは、提供される科目は各大学で開講し、科目担当教員は各大学の非常勤講

師という形をとっている。eK4 の方が一手間かかっているように思える。ま

だ知プラが動いていないので、何とも言えないかもしれないが、その辺りに

関しては、高知大学はどのようなスタンスで対応するとお考えか。	 

→【高知大学】	 

	 まだ知プラが始まっていないので、はっきりしたことは答えかねる。知プ

ラは学内科目と同じ扱いになり、eK4 科目と知プラ科目は本学学生からの見

た目はいずれにしても変わらないことになる。	 

	 

【四国大学】	 

	 我々としては、知プラの枠外の組織となってしまうので、各大学の事情は

あると思うが、eK4 向けとして提供される科目を履修するかしないかの問題

に帰着してしまう。	 

	 傍観しているというわけではなく、我々は、知プラでどういう風に科目を

出し、履修をするのか、その中の枠組み作りを基本的に待つしか無いと思う。

その上で、方向性が見えてきたら、eK4 でいろいろなことが議論できるので

はないかと思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 ちなみに四国大学としては、知プラで開講されている科目を eK4 でも開講

され受け入れられることが望ましいとお考えか。	 

→【四国大学】	 

	 本学の問題だが、現段階で本学からの履修者数があまり芳しくない結果と

なっている。知プラ科目を eK4 で開講されるされない以前に、本学での履修

者をどう増やしていくかという問題がある。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 もし履修者が増えた場合、受け入れるメリットもあると思う。	 

	 

【徳島文理大学】（林事務局長代読）	 

	 本件に関しては、まず知プラの中で検討されてはどうか。	 

	 

【高知工科大学】（吉田委員）	 

	 他の私立大学と同様、本学も知プラの枠の外にいる。我々としてはあまり

意見を言うべきことが無い状況である。個人的には知プラの方でも魅力的な

科目が提供されると思うので、eK4 と共用していければ有り難いと思う。	 

【高知工科大学】（妻鳥委員長）	 

	 吉田先生の意見に付け加えると、eK4 と知プラと両方にご負担がかかって

いる先生もたくさんいらっしゃるということなので、うまく棲み分けて、eK4

と知プラが補い合える関係を築けていければと思う。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 個人の意見だが、知プラ科目が新たなカリキュラムとしてどう位置づけら

れるのかと懸念している。先生方がおっしゃるように、eK4 と知プラ相互に

発展できるよう今後運営するのが良いと思う。	 

	 

【香川大学】	 

	 事務局としては、科目の関係と履修の仕方、交通整理をすれば良いと思っ

た。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

	 今後の方向性等いろいろな意見をいただいた。良い形で進めていけるよう

考えていきたいと思う。	 

	 

●知プラとの関係性について今後も検討していく。	 

	 

議題（２）共同研究シンポジウムの企画について	 

	 平成 26 年度の共同研究シンポジウムの企画について、妻鳥委員長から説

明があった。	 

	 

	 各大学から以下の意見があった。	 

【徳島大学】【鳴門教育大学】【愛媛大学】	 

	 特に意見はない。	 

	 

【香川大学】	 

	 基本的には共同研究シンポジウムは、事業報告シンポジウムと分けて開催

した方が良いと考えている。実現可能な方法としては、昨年度 9月に開催さ

れた大学 ICT 推進協議会（AXIES）でもあったように、四国に研究会を誘致

する方法である。こういった研究会のワンセッションをもらい、eK4 で積極

的に発表することで共同研究シンポジウムの位置づけとすれば良いと思う。

ちなみに今年度も大学ICT推進協議会から9月に共同で研究会をしないかと

いう話があった。決め打ち的な発言ではあるが、そういう形で提案させて頂

ければと思う。	 

	 

【高知大学】【四国大学】【高知工科大学】	 

	 香川大学のご提案通りで良いと思う。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

	 私も他の大学連携事業のプロジェクトに関してあまり存じていないが、も

し他の連携事業のシンポジウムで共同で出来る企画が出来れば良いかなと

思う。このあたりに関して、何か情報があれば、お教え頂きたい。	 

→（林事務局長）	 

	 実際に大学連携事業を行っているコンソーシアムはある。eK4 は２年前に

全国大学コンソーシアム協議会を脱会したが、そういったところにもう一度

関わっていくことは出来ると思う。ただ問題は、会費や出張費等がかかると

いうことである。それをどうクリアしていくかが問題だと思う。	 

	 情報収集は事務局マターとさせていただく。AXIES だけではなく、昨年度

の実績で言えば、高知工科大学や高知高専で行われていた教育システム情報

学会の研究会や、電子情報通信学会の教育工学研究会等かなりの数の研究会

が四国で開催された。そこにジョイントセッションという形で持ち込めれば

と思う。まずはそういったことを私の方で調べてみる。	 
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→（妻鳥委員長）	 

	 よろしくお願いします。	 

	 各大学で共同研究シンポジウムに関して、新たにアイデアや企画があれば、

企画委員会の場で提案頂ければと思う。	 

	 

議題（３）運営委員会・外部評価委員会・事業報告シンポジウムの日

程について	 

	 運営委員会・外部評価委員会・事業報告シンポジウムの日程について、林

事務局長から説明があった。	 

各大学に照会をかけたところ、以下の日程が候補に挙がった。	 

	 

■９月運営委員会（最大６大学が参加できる日程）	 

	 ・９月１日（月）午前・午後	 	 

	 ・９月５日（金）午前・午後	 	 

	 ・９月 17 日（水）午前	 

	 ・９月 24 日（水）午前	 

	 ※９月 22 日に知プラの運営委員会が開催される予定である。	 

■３月運営委員会・外部評価委員会・事業報告シンポジウム	 

	 ・３月９日（月）	 

	 ・３月 20 日（金）（第一候補	 高知工科大学不参加）	 

	 ・３月 27 日（金）	 

	 ・３月 30 日（月）	 

	 

	 高知工科大学から以下の補足説明があった。	 

【高知工科大学】	 

	 ３月 20 日は本学の卒業式となっているので、その日は参加が難しい状況

である。	 

	 

●日程調整は引き続きメールベースで行う。	 

	 

議題（４）履修者増 WG からの報告と今後の対応	 

	 平成 25 年度 eK4 事業報告書の作成について香川大学村井委員から説明が

あった。	 

	 

（村井委員）	 

	 履修者増 WG について昨年度から立ち上げて約半年経ったが、活動で議論

された内容の報告をさせて頂く。前回の議事録で WG を一度閉じるとなった

が、まだ閉じるという結論に至ってなかった。本日はそちらの提案もさせて

頂ければと思う。	 

	 昨年度課題を洗い出し、その結果を議題資料１にまとめさせていただいた。

それについて５項目の提案をさせて頂くので、各連携大学で検討して頂けれ

ばと思う。そして企画委員会の中でいくつか項目を選び検討していき、履修

者増 WG については発展的に止めさせて頂きたいと思う。WG メンバー大学は

４大学しかなく、履修者増は８大学全体で検討しなければならないと考えて

いるので、WG は閉じてもいいかなと個人的に思っている。	 

	 

	 各大学から以下の意見があった。	 

【徳島大学】	 

	 村井先生の提案で良いと思う。履修者を増やすことは中々難しく、高知大

学で実施している通常科目と同じ方法で履修できるというのは一番いい方

法だと思う。しかし、そのようにするにはなかなかハードルが高い部分があ

る。今後も引き続き検討していかなければならないことなので、方策につい

て考えて行ければと思う。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 高知大学の履修登録方法が理想だと思う。ただ、出来ない理由がいろいろ

ある。その他は特に良い考えは浮かばない。	 

	 

【香川大学】	 

	 本学としては説明した通りである。特に補足はない。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 引き続き検討していきたいと思う。愛媛大学としては e-Learning を 50％

以上含む授業はメディア授業科目として位置づけられている。本学ではこう

いった科目に対して、学生に前期１科目と後期１科目という制限を設けてい

る。本学の学生を増やすには、このことを含めて検討しなければならない状

況である。	 

	 

【高知大学】【徳島文理大学】	 

	 特に意見はない。	 

	 

【四国大学】	 

	 最終的にご提案頂いた案で良いと思う。WG の終結についても WG 内で賛同

を得ているので、これで良いと思う。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 本学でもなかなか履修者が増えないので、なんとかしていきたいと考えて

いる。各大学様々な事情があるかと思うが、出来るところからやっていけれ

ばと思う。例えば、議題資料１であるように YouTube のチャンネルをつくる

など少しずつ試していければと思う。WG に関しては、ご提案の通り一度閉

じるということでいきたい。今後どうするか検討していければと思う。	 

	 

（村井委員）	 

	 議題資料１の内容を一度各大学で検討して頂き、次回企画委員会で５項目

のうち、どの項目について議論していくか詰めていければと思う。そういう

形で企画委員会で継続して進められれば良いと思う。	 

	 

●履修者増 WG は閉じることになった。次回企画委員会で履修者増加の方策

について、今後の方向性を検討していく。	 

	 

議題（５）次回以降の企画委員会の開催月について	 

	 	 	 	 	 ・２ヶ月に１回（偶数月）開催について	 

	 次回以降の企画委員会の開催について、妻鳥委員長から説明があった。前

回企画委員会で徳島大学から企画委員会の開催について、知プラは隔月で委

員会を開催しているので、その委員会とずらし eK4 の企画委員会も隔月開催

にしてはどうかという意見があった。	 

	 

	 これについて徳島大学から以下の補足があった。	 

【徳島大学】	 

	 緊急案件があれば、そのときに応じて開催またはメール審議で対応すれば

良いと思うので、２ヶ月に１回の開催で問題ないと思う。	 

	 

	 他の大学からは異論は出なかった。	 

	 

●今後企画委員会は隔月（偶数月）で開催されることになった。緊急案件は

メール審議等で対応する。	 

	 

議題（６）その他	 

	 林事務局長から、５月から平成 27 年度の単位互換科目の調査を行う旨の

報告があった。	 

	 

報告（１）事業報告書について	 

	 事業報告書の進捗状況について林事務局長から報告があった。	 
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報告（２）外部評価委員長の選出について	 

	 外部評価委員長の選出について林事務局長から報告があった。今後状況報

告は ML でする。	 

	 

報告（３）企画委員会委員長について	 

	 企画委員会副委員長について妻鳥委員長から報告があった。	 

（妻鳥委員長）	 

	 副委員長には１名は香川大学の林先生、もう１名は事前に内諾をとってい

ないが、eK4 立ち上げ時からいらっしゃる愛媛大学の古賀先生にお願いした

い。	 

（古賀委員）	 

	 協力させて頂く。	 

	 

●企画委員長に妻鳥先生、副委員長に古賀先生、林先生が就任した。	 

	 

●次回は事務局で日程調整する。	 
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第 2 回企画委員会	 議事次第	 

	 

平成 26 年度第 2 回企画委員会	 議事次第	 

	 

	 

	 	 	 1.日時	 	 平成 26 年 6 月 30 日（月）11：00-12：00	 

	 

	 	 	 2.場所	 	 MCU 利用のテレビ会議システムを用いた遠隔会議	 

	 

	 	 	 3.議題	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 平成 27 年度 eK4 事業実施計画について	 	 	 	 	 	 （議題資料１）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 eK4 と知プラの関係の明確化について（科目開講等について）	 （議題資料２）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 共同研究シンポジウムの企画について	 	 	 	 	 	 	 （議題資料３）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 運営委員会・外部評価委員会・事業報告シンポジウムの日程について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (5)	 外部評価委員会の開催方法について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (6)	 履修者増のための対策について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （議題資料４）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (7)	 その他	 

	 

	 	 	 4.報告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 事業実施報告書について	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 外部評価委員長の選出について	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 eK4 ホームページのサーバ変更について	 

	 

	 

	 	 	 資	 料	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 1	 	 平成 27 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	 	 eK4 と知プラの関係の明確化について	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 3	 	 JMOOC と eK4	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 4	 	 eK4 履修者増 WG からの提案	 

	 

	 

平成26年度　第２回企画委員会
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第 2 回企画委員会	 議事録	 

	 

平成 26 年度第 2 回企画委員会	 議事録

	 

日	 時：平成 26 年 6 月 30 日（月）11：00～12：00	 

場	 所：テレビ会議システムを利用した遠隔会議	 

出席者：【司会】妻鳥貴彦	 （高知工科大学）	 

	 

議	 題：	 

(1)	 平成 27 年度 eK4 事業実施計画について	 	 

(2)	 eK4 と知プラの関係の明確化について（科目開講等について）	 

(3)	 共同研究シンポジウムの企画について	 

(4)	 運営委員会・外部評価委員会・事業報告シンポジウムの日程

について	 

(5)	 外部評価委員会の開催方法について	 

(6)	 履修者増のための対策について	 

(7)	 その他	 

	 

報	 告：	 

(1)	 事業実施報告書について	 

(2)	 外部評価委員長の選出について	 

(3)	 eK4 ホームページのサーバ変更について	 

	 	 

議題資料	 

議題資料１．平成 27 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．eK4 と知プラの関係の明確化について	 

議題資料３．JMOOC と eK4	 

議題資料４．eK4 履修者増 WG からの提案	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

報告（１）事業実施報告書について	 

	 事業報告書の進捗状況について林事務局長から報告があった。	 

	 

報告（２）外部評価委員長の選出について	 

	 外部評価委員長の選出について林事務局長から報告があった。	 

	 「竹内委員にお願いしたい」というご意見が１件出ている。	 

	 6 月 28 日で互選の締切になったので、ここまで出た内容に基づき、会長

名で委員長の選出が行われる予定。	 

	 ML で状況の報告・了承をお願いしたい。	 

	 

報告（３）eK4 ホームページのサーバ変更について	 

	 eK4 ホームページのサーバ運用について、林事務局長から報告があった。	 

	 平成 26 年 9 月の段階で、サーバの入れ替えが行われる。	 

	 

議題（１）平成 27 年度 eK4 事業実施計画について	 

	 平成 27 年度 eK4 事業実施計画（案）について、林事務局長から説明があ

った。	 

	 	 

	 各大学以下の意見があった。	 

【徳島大学】【鳴門教育大学】【香川大学】【愛媛大学】【高知大学】【鳴

門教育大学】【高知工科大学】	 

	 特に意見はない。	 

	 

大学	 出席者	 陪席者	 

徳島大学	 高橋暁子	 伏見裕子	 

吹田真穂	 

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	 

	 

岩城暁大	 

植田めぐみ	 

裏	 和宏	 

金山まい	 

久保まゆみ	 

愛媛大学	 古賀理和	 

仲道雅輝	 

根本淳子	 

－	 

高知大学	 立川	 明	 

竹岡篤永	 

三好康夫	 

武内智之	 

石川	 愛	 

四国大学	 欠席	 －	 

徳島文理大学	 山城新吾	 －	 

高知工科大学	 妻鳥貴彦	 

吉田真一	 

－	 
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	 林事務局長から補足があった。	 

四国大学から、「事業計画（案）について特に意見なし」とメールをいただ

いていた。	 

	 

議題（２）eK4 と知プラの関係の明確化について（科目開講等につい

て）	 

	 eK4 と知プラの関係の明確化について、林事務局長から説明があった。	 

	 	 「知プラ開講科目の取扱に関して」を主問題と位置づけて、今後企画委員

会で検討を進めていくことを、事務局提案とさせていただきたい。	 

	 

	 各大学から以下の意見があった。	 

【徳島大学】	 

	 徳島大学では知プラで提供する科目も eK4 で連携している大学様全員に

使って頂けた方がいいのではないかという意見は出ている。実際にどのよう

にやるかというところはまだ進められていないが、前回の議事録にもあるよ

うに、知プラ科目は eK4 参加大学でも履修できるという申し合わせみたいな

ものがあればやりやすいのではないかと思っている。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 林先生、知プラと eK4 は明確に分けた方が事業を推進する立場としてはよ

ろしいのか。	 

→（林事務局長）	 

	 大学連携 e-Learning 教育支援センター四国のセンター長として発言をさ

せていただくが、補助金をいただいているので、事務的な観点からは分けた

方がいいと思う。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 鳴門教育大学	 宮下の個人的な考えだが、徳島大学のご意見と大体同じよ

うに考えている。	 

	 現実問題として、eK4 に対応するのと知プラに対応するのと両方やるのは

少ししんどいところがあって、知プラ向けに準備する科目が自動的に eK4 で

も活用されるというかたちが取れると現実的にはやりやすいと考えるが、実

際にやろうとした場合には知プラは共同実施、eK4 は単位互換というところ

でちょっと仕組みが違うというところをどう考えればよいのか。	 

	 いずれにしても、別々に二本経て走らせるというのはなかなか負担感のあ

ることだと思っているので、合流させていければと思っている。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 eK4 と知プラの方とでどちらがどちらというわけでもなく、対応としては

同じような対応で別々にうまくすみ分けられるような仕組みができるとい

いなとは思う。	 

	 

【香川大学】	 

	 香川大学も基本的には、香川大学から提供する e-Learning 科目は eK4 と

知プラ両方にそのまま提供できることがいいのかなという風に考えている。

単位互換と共同実施の問題点はあるが、そこは 3つの視点で考えなければい

けないのかなと思っている。1つ目は学生の視点、2つ目は担当教員の視点、

3つ目は事務処理の視点、その 3つがあります。大体の発言をさせていただ

けるのであれば、双方が同じような仕組みになるのが一番いいのだろうなと

は個人的には思っている。	 

	 まずは、単位互換にしろ共同実施にしろ、学生にとって履修できる体制は

低限確保しないといけないと考えている。	 

	 

→（妻鳥委員長）	 

	 事務手続きに関しては単位を出すという意味でも、少なくとも教員や事務

は、手続は別の対応をせざるをえないと思うが、少なくとも学生から見たと

きに、eK4 だの知プラだの意識できるのが望ましいと思うが、どちらも同じ

ように履修できるような仕掛けになるといいのではと個人的に思う。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 特になし。	 

【高知大学】	 

	 資料に出ているものと大体似たような意見である。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 本学は eK4 との付き合いという形になるので、知プラとは付き合いできな

いという感じである。	 

	 知プラの科目が eK4 の科目として提供されるのであれば学生にとっても

嬉しいのだが、なければなくて困らないという感じになると思う。	 

	 例えば eK4 の方で設備等を使いたいとか、eK4 の科目を知プラの参加大学

にもというような話になれば協力はする。	 

	 

【高知工科大学】（吉田委員）	 

	 資料で見せていただいた意見以外は特にない。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 四国大学も資料の方にご意見があると思う。今回いただいたご意見や視点

を踏まえて、また議事録の方に反映させていただき、また次以降の議論に繋

げていければと思う。	 

	 

【高知大学】（立川委員）	 

	 国立 5大学には知プラに 1本化するような感じで連携し、知プラの事務と

eK4 の事務の間で単位互換の協定を結び、eK4 に参加している残りの 3大学

は eK4 で知プラの科目を単位互換で取るようにできたらいいのではないか。	 

→（林事務局長：知プラセンター長として）	 

	 今立川先生がおっしゃった通りでいいと思う。細かな実装については詰め

るところがあるのかなと思うが、基本的にそうなると思っている。ゆるやか

にそういう合意が取れつつあると思うが、それをきちんとした合意にするの

がこの議題だと思うし、また eK4 側から明確に知プラ側にこうして欲しいと

いう依頼を出すフェーズに移っていくのだと思っている。	 

	 

【高知大学】（立川委員）	 

	 そういう方向で動いていただけると、こちらも手続等が楽になるので、そ

の方がいいと思う。	 

	 

議題（３）共同研究シンポジウムの企画について	 

	 平成 26 年度の共同研究シンポジウムの企画について、林事務局長から説

明あった。	 

	 

	 各大学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】	 

	 この方向で是非進めていただきたいと思う。	 

	 

【香川大学】	 

	 教育関係学会の研究会とも可能であれば連携できるようなことも考えて

いるので、また提案させていただければと思う。年間に３回、４回あっても

いいのかなという気持ちではいる。	 

	 

【愛媛大学】【高知大学】【高知工科大学】	 

	 特に意見はない。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 シンポジウムの進め方に関しては異論はない。	 
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議題（４）運営委員会・外部評価委員会・事業報告シンポジウムの日

程について	 

	 運営委員会・外部評価委員会・事業報告シンポジウムの日程について、妻

鳥委員長から説明があった。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

もし何か意見があれば、メーリングリスト等でご確認いただければと思う。	 

	 

議題（５）外部評価委員会の開催方法について	 

	 外部評価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。	 

	 

	 外部評価委員会は遠隔会議を基本としているが、ある外部評価委員より、

「対面で実施するべきではないか」とご意見が出た。これに関して、遠隔よ

り対面の方がよいという利点があるが、旅費の発生等の問題があるので、ま

ず企画委員会で実施方法について検討していかなければならない。	 

	 ご意見いただいた外部評価委員とは、すでに事務局レベルで色々ご意見を

伺っている。	 

	 今後、これを検討するということでよいかということを念のため、この場

でご承認いただきたい。	 

	 まず、 初は事務局レベルで動きながら、次に企画委員会の正・副委員長

でご相談させていただき、次回企画委員会にこの対応に関してご提案できれ

ばと思っている。	 

	 

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。遠隔というかたちでもよいかと思う。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 次回の企画委員会に向けてご検討いただくことに了解した。	 

	 

【香川大学】	 

	 事務局原案の通りでよろしくお願いしたい。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 お金があれば対面でやる方がいいと思うが、旅費の問題があるので、それ

次第ではないか。	 

	 

【高知大学】	 

	 原案の通りでよいと思う。旅費等があるので、遠隔でも仕方がないかとは

思うが。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 引き続き検討を続けるということに異論はない。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 特に意見はない。	 

	 

●本件に関して意義・異論はでなかったので、次回の企画委員会で開催方法

についての検討を進めることになった。	 

	 

議題（６）履修者増のための対策について	 

履修者増のための対策について、村井委員が欠席だったため、林事務局長か

ら説明があった。	 

	 

【徳島大学】	 

	 どの項目も引き続き検討が必要と思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 積極的に進めるべきか、やらないよりかはやる方がよいか、できるところ

からやっていきましょうというものなのか、色々話があると思うが、その辺

りに関してはどうお考えか。	 

→【徳島大学】	 

こちらでもすぐにできそうなことと、できそうにないことがあるので、内部

で検討が必要かなと思っている。今日は委員の先生がいないので、持ち帰っ

て優先順位を検討したいと思う。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 昨年度 eK4 の科目を提供したところ、初めて 5名受講者がいた。	 

	 その事情は、本学の時間割が変更になり、その結果として卒業要件を満た

さない学生が出てきた。これはいかんということで、積極的に eK4 の科目を

受講させ卒業に至ったという経緯になる。	 

	 eK4が非常に魅力的な科目が提供されるとか学生にとって非常に必要なも

のになってくれば、当然大学としても積極的に取らせるし、学生も積極的に

取ってくれると思う。そういった eK4 で提供されるものが内容によって積極

的に展開するように進めていくか、これはこれで置いていくかというような

考えになっていくのではないか。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 特にこれから履修者増につながる補作に関して、これから検討していくと

いうことについては、ご異論ないということでよろしいか。	 

→【鳴門教育大学】	 

はい、その通りである。	 

	 

【香川大学】	 

	 まだ香川大学の中で練りきれた案ではないが、項目 1～4 までざっくりと

検討している。	 

	 まず項目 1に関しては、大学として履修者増への方策の検討をしていきた

いと思う。鳴門教育大学	 宮下先生がおっしゃったように、ある意味テクニ

カルに単位数の少ない学生の救済措置としても e-Learning としての柔軟性

を考えるのであればありだと思うので、そういうのも含めて検討を進めてい

くのが実際的かなと個人的に思う。	 

	 項目 2に関しては、事務局で原案を考えた方がいいのかなと思う。	 

	 項目 3に関しては、これも香川大学でいくつか開講しているので、アンケ

ート調査の検討を進めていければと考えます。	 

	 項目 4に関しては、個人的な意見として、まだこれはやらなくて、少しア

クションを起こしてみて、後ほどドロップアウトをどこまで考えるのかとい

うことを再度検討してはどうかなと思っている。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 ドロップアウトの話に関しては、7月にあるシンポジウムで JMOOC さんと

のお話にもあるかと思う。私の知る範囲で、MOOC の話でもドロップアウト

というのはかなり深刻な問題になっているかと思う。またそちらの方のお話

を伺った上で、こちらの方でも話が進めていければと思う。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 愛媛大学でも検討をしたいと思うが、項目 3については、去年実施した。	 

項目 4については、ドロップアウトをした学生にはアンケートは実施できな

いわけで、その原因等について今後も検討していかなければいけないと思う。	 

	 

【高知大学】	 

	 項目 1についてはすでにやっているということで、項目 2は林先生がおっ

しゃったが、テスト的に 5分程度の短いもので構わないので、とりあえず作

っていただいたものを共有できれば参考になるかなと思う。項目 3は、本学

も愛媛大学もやっているということだったので、わりと簡単ではないかと思

う。項目 4は高知大学の事情から言うと、ある程度は仕方ないかなと思って

いる。極端な話でいうと、ドロップアウトを 0にすることを目標にするとい

うのではなく、たくさん取れば勤勉でない学生は続かないということが分か
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ってきたので、そうではなく取りたい意思があったが何らかの事情で続かな

かったという人のための相談窓口を作る程度のことでよいのではないか。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 MOOCの方でもやはり資格取得のためにe-Learningを活用して資格取得に

繋げていくという話だが、その科目の単位取得事態難しいし、ドロップアウ

トも出てきてしまうというところで、その辺りの割合をどう上げていくかと

いうのが現実的な問題になっている。その辺の話もまた 7月のシンポジウム

でお伺いできればと思っている。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 どの項目も必要なものだと思うし、進めていければと思う。この件に関し

ては、林先生のご意見と同じだと思う。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 実際に履修者がいない状況が続いている。文系学部が少ないということと、

その学部が学部再建でゴタゴタしている。来年度色々変わってきたところで

全学的にこういうかたちで参加を増やしていけるかというようなことを個

別に検討したいと思っている。こちらについては、時間が欲しい。	 

項目 4に関しては、高知大学	 立川先生と同じような意見で、必ずどの授業

でもドロップアウトは出ると思っているが、e-Learning 独特の要因で落ち

てしまう人というのを JMOOC など色々なところが情報収集し、対応していけ

たらと思っている。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

こちらの対策についてもこれからどのように実施していくか、企画委員会で

何らかのかたちでご提案に繋げていけるかと思っている。	 

	 

議題（７）その他	 

議題及び報告についてその他の項目はない旨、林事務局長から説明があった。	 

	 

●次回は事務局で日程調整する。	 
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第 3 回企画委員会	 議事次第	 

	 

平成 26 年度第 3 回企画委員会	 議事次第	 

	 

	 

	 	 	 1.日時	 	 平成 26 年 8 月 21 日（木）14：00-15：00	 

	 

	 	 	 2.場所	 	 MCU 利用のテレビ会議システムを用いた遠隔会議	 

	 

	 	 	 3.議題	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 知プラ開講科目の取扱について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （議題資料１）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 外部評価委員会の開催方法について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 履修者増のための対策について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （議題資料２）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 平成 26 年度第 1回運営委員会について	 	 	 	 	 	 （議題資料３）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (5)	 共同研究シンポジウム（９/５開催）について	 	 	 	 	 	 （議題資料４）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (6)	 その他	 

	 

	 	 	 4.報告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 事業実施報告書について	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 外部評価委員長の選出について	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 平成 27 年度 eK4 事業実施計画について	 	 	 	 	 	 	 （報告資料１）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 グローバルチャレンジセミナーについて	 	 	 	 	 	 	 （報告資料２）	 

	 

	 

	 	 	 資	 料	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 1	 	 知プラ開講科目の取扱に関して	 	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 2	 	 履修者増のための対策について	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 3	 	 平成 26 年度第１回運営委員会議事次第（案）	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 4	 	 	 「eK4 共同研究シンポジウム／第 1回 AXIES-csd 研究会」プログラム（案）	 

	 	 	 	 	 	 報告資料 1	 	 平成 27 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画（案）	 

	 	 	 	 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	 

	 

	 

平成26年度　第３回企画委員会
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第 3 回企画委員会	 議事録	 

	 

平成 26 年度第 3 回企画委員会	 議事録

	 

日	 時：平成 26 年 8 月 21 日（木）14：00～15：00	 

場	 所：テレビ会議システムを利用した遠隔会議	 

出席者：【司会】妻鳥貴彦	 （高知工科大学）	 

	 

議	 題：	 

(1)	 知プラ開講科目の取扱について	 	 

(2)	 外部評価委員会の開催方法について	 

(3)	 履修者増のための対策について	 

(4)	 平成 26 年度第 1回運営委員会について	 

(5)	 共同研究シンポジウム（9/5 開催）について	 

(6)	 その他	 

	 

報	 告：	 

(1)	 事業実施報告書について	 

(2)	 外部評価委員長の選出について	 

(3)	 平成 27 年度 eK4 事業実施計画について	 

(4)	 グローバルチャレンジセミナーについて	 

	 

議題資料	 

議題資料１．知プラ開講科目の取扱に関して	 

議題資料２．履修者増のための対策について	 

議題資料３．平成 26 年度第１回運営委員会議事次第（案）	 

議題資料４．「eK4 共同研究シンポジウム／第 1回 AXIES-csd 研究

会」プログラム（案）	 

報告資料１．平成 27 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実

施計画（案）	 

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	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

議題（１）知プラ開講科目の取扱について	 

	 知プラ開講科目の取扱について、林事務局長から説明があった。	 

	 各大学からいろいろな意見が出ているので、まずは、委員長・副委員長で

今後の進め方について議論し、前に	 進めていくことを事務局提案としたい、

と意見があった。	 

	 

各大学から以下の意見があった。	 

【徳島大学】	 

	 林先生の方から説明があった通りで問題はない。委員長等の方でご議論い

ただいて特に問題ないと思う。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 林先生のご意見に基本的に賛成だが、具体的に行う時のことを考えるとま

だイメージが沸かないところがある。例えば、授業を提供していて単位を出

す場合に、知プラの方はそれぞれの大学の非常勤講師として、それぞれの大

学の学生に対して単位を出す。eK4 の方は、提供大学の科目を他大学の学生

が受けにきているイメージである。知プラと eK4 で取り扱い方が違う所ので、

実際どうなるのかが少しイメージしにくい。その辺を整理していただければ

と思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 私の理解としては、eK4 については単位互換ということで、各科目の単位

については、例えば鳴門教育大学の授業であれば、他大学の受講生の単位認

定を鳴門教育大学で行う。その鳴門教育大学で認められた単位を、例えば香

川大学に伝えて、香川大学は単位互換協定に基づき、鳴門教育大学の科目を

香川大学の科目として単位を認めて受け入れるという形を取っている。	 

	 知プラについては、鳴門教育大学の授業を香川大学の学生が受けるといっ

た時に、鳴門教育大学の科目の担当教員が、香川大学の非常勤講師という形

で授業を行う。単位認定としては香川大学の非常勤講師の持つ単位として認

定される、という風に理解している。	 

→（林事務局長）	 

	 知プラは、例えば私が授業を行う場合、私自身は他の国立大学の徳島大

学・鳴門教育大学・愛媛大学・高知大学それぞれの非常勤講師となって、各

大学	 出席者	 陪席者	 

徳島大学	 荒木秀夫	 

金西計英	 

高橋暁子	 

伏見裕子	 

吹田真穂	 

鳴門教育大学	 宮下晃一	 

竹口幸志	 

－	 

香川大学	 林	 敏浩	 

村井	 礼	 

岩城暁大	 

裏	 和宏	 

金山まい	 

久保まゆみ	 

愛媛大学	 古賀理和	 

根本淳子	 

石田昭夫	 

高知大学	 竹岡篤永	 

三好康夫	 

石川	 愛	 

四国大学	 山本耕司	 

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	 

－	 
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大学にある科目を担当し、単位を出すという形になる。	 

	 eK4 の単位互換はあくまでも、開講している大学で単位を出してもらい、

それを自分の大学に持ち帰り読み替えているという作業になる。そこが大き

な違いとなっている。	 

	 宮下先生がおっしゃるように、eK4 と知プラでは、学生から見ると単位の

出され方が違う。もちろん先生にとっても違う。こういう状況を整理しない

といけないと考えている。	 

	 場合によっては eK4 も共同実施だというような話も極論としてはありえ

るかなと思っていたので、まずそういうところの大きな枠組として、正・副

委員長で議論を始めたらいいのではないかというのが今回の趣旨である。	 

→（宮下委員）	 

	 林先生が今おっしゃった方向で是非ご検討いただければと思う。	 

	 

【香川大学】	 

	 学生にとって不利益のないようにしなければいけないというのが第一に

ある。実際に我々がやることに関しては、コンテンツを提供し採点をする。

採点の仕方は素点で出すなど、知プラにおいては、これ以降のやり方は受け

入れ側で変わっていくと思う。それまでの部分は、eK4 と知プラで変わらな

いと思っている。	 

	 議事録にあったように、学生にとって履修できる体制を 低確保というの

が大前提になると思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 そういう意味では、知プラ科目と eK4 科目で、学生から違うように見えな

いような工夫があってもいいのかもしれないと思った。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 私個人の意見だが、知プラ５大学が提供する科目が、公私立３大学の学生

にできるだけ eK4 科目として受講できるような体制だったらいいと思う。	 

	 

【高知大学】	 

	 特になし。このように進めていただければと思う。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 非常勤講師や科目の共通化など、かなり事務的に煩雑になるなという予感

がする。	 

	 本学に関しては、全学教務委員会で、eK4 科目に関しては卒業単位を含め

ないという姿勢が当分変わらないと思う。恐らく知プラにとっても同様だと

思う。そうなると、現行と同じように履修者増は見込めないという気がして

いる。事務局同士で話をして頂いて、できるのだったら嬉しいが、手続とし

て負担が増えそうだという懸念もある。今のところ全面的にやるぞという感

じでいくのはどうかなという気はしている。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 本学でも知プラは関係ないが、知プラと eK4 とで持っているコンテンツや

リソースというのをお互いにうまく活用できるようにできたらいいと個人

的に思っている。	 

	 また、今知プラに参加していなくても、将来的には、面白いコンテンツが

後から新たに履修できる、そういった 初に決まった枠組みの中だけではな

く、発展的に広がっていく仕掛けみたいなものをキープできておけばいいか

なと思う。こういった準備をしておいて、もし希望があれば、それに応えら

れるような形にしていければいいと思う。	 

	 今は無理かもしれないが、将来的にうまく活用できるようになればいいか

なと思っているので、そのときはよろしくお願いできればと思う。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 正・副委員長で議論していただくことについて、異論はない。	 

	 

【四国大学】	 

	 我々も高知工科大学や徳島文理大学と同じ環境だと思うが、直接関与でき

ないポジションにあると思う。とは言え、知プラで制作されるであろう高品

質なコンテンツが利用できれば、それはそれで我々も嬉しいと思っている。

それについての話し合いや、何らかの枠組みを構築していくことに関しては、

我々も前向きに考えていければと考えている。	 

→（林事務局長）	 

	 今いろいろと意見が出ているところなので、その意見に基づいて整理をさ

せてほしい。	 

	 まずは知プラ科目を eK4 参加大学でも履修できるという方向で考えてい

く。ただし運用方法が違うので、そこの辺をどうするかということについて

少し詰めたいというところである。	 

	 

議題（２）外部評価委員会の開催方法について	 

	 外部評価委員会の開催方法について、林事務局長より説明があった。	 

	 この開催方法については、企画委員会では、「外部評価委員会の開催方法

は原則遠隔会議で行う」ということ、さらに外部評価委員の方々には遠隔で

各会場からご参加いただくという方向で進めていきたいと思う。これについ

て、ここで審議および了承をいただきたい。	 

→（古賀委員）	 

	 林先生がおっしゃった「原則として」が少し気になったが、今年度の外部

評価委員会は遠隔で行うという決定でよろしいか。	 

→（林事務局長）	 

	 今年の分に関して遠隔で行うということを、ここで了承を得たいと考えて

いる。	 

	 

各大学からは特に異論は出なかった。	 

	 

●外部評価委員会の開催方法について、今年度は遠隔で実施するということ

で進めることになった。	 

	 

議題（３）履修者増のための対策について	 

履修者増のための対策について、香川大学村井委員から説明があった。	 

議題資料２-２「第３回企画委員会全般的な意見出し」についての期限が8/21

になっているが、9/3 に延長する。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

	 この件について再度次回の企画委員会で検討させていただきたいと思う。

今回の「検討方向」等について何かご意見やアイデアがあれば、今の時点で

結構なのでご意見等を頂ければと思う。頂いた意見は、議題資料２-２の表

に反映させていきたいと思っている。	 

	 

各大学から以下の意見があった。	 

	 

【徳島大学】	 

	 今すぐに我々の方から特に何かという意見はない。今後こちらの方でも検

討させていただき、基本的には今のおっしゃっていただいた通りかと思う。	 	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 今回の各項目というのが eK4 を想定した質問であるわけだが、今 eK4 と共

に知プラにも取り組んでいて、知プラにも eK4 にも通ずるような質問もある。

また知プラと eK4 で少し違うような状況の部分もあるような気もする。いず

れにせよ、回答する。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 知プラとかぶっている部分もあるかと思う。eK4 に携わっている方の多く

が、知プラにも関わっていると伺っている。立場上、eK4 のためにやってい

ただければと思うが、両方にメリットのあるようなかたちになっていければ

一番いいのではないかと、個人的に考えている。その辺りのご理解とご協力

の方をお願いできればと思う。	 
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【香川大学】	 

	 これまでもこの話は長い間やっていたが、出口が見えない状況で進んでい

るような気がする。	 

	 その理由の一つは、目標を設定していないということがあると思う。例え

ば、各大学で一年間の実績として「100 名履修する」というような目標をた

てることができるのであれば、もう少し突っ込んだ議論もできるのではない

かと個人的には思っている。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 知プラの方では、そういう具体的な数値目標は設定されているのか。	 

→（林事務局長）	 

	 それは設定されていない。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 確かに、具体的な数値目標の設定をどうするかということは、明確にしづ

らい部分はあるかと思う。	 

	 そういった事情で、実際、新たにどういう取り組みを行うか、あるいは制

度作り・仕組み作りからやっていくということで進んでいると思う。しかし、

まず始めに、科目やコンテンツがないと始まらないので、科目をどのように

増やしていくか、また実際にどのように単位互換制度を使って単位を出して

いくか、というところまでの実証まではできたのではないかと思う。	 

	 次に設定すべき目標というのは、それをどのように活用していくか、履修

者をどのように増やしていくか、また知プラとの関係をどうしていくか、と

いうことになると思う。	 

	 具体的に数値で出せるかどうかというのは、色々な状況があるので一概に

言えないかとは思う。しかし、この機会に eK4 として進むべき方向を、履修

者を増やすという観点からも一つ新たに設定できればと考えている。こうい

った議論を発展していき、いい方向に進んでいければいいかなと個人的には

考えている。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 昨年度の授業で実施したアンケートをこの書式に書いて送りたいと思う。	 

	 項目 7「卒業要件を満たさない学生への救済措置としての eK4 の活用」に

ついては、e-Learning 授業の場合、対面の授業に比べると授業時間外学習

の確保、例えば、レポートを書かせてもそのノルマの量が e-Learning の方

が甘く、採点もかなり甘いなと、昨年度授業を行って感じた。	 

	 その辺が、科目の信用度と合わせて、科目の位置づけや各大学がどのくら

い学生に受入れるのかというところとつながっているのかなと思った。	 

→（妻鳥先生）	 

	 e-Learning 授業だとドロップアウト率が非常に高く、修業率が非常に低

いという話が先日の JMOOC との共同研究シンポジウムでもあったかと思う。	 

	 対面授業と e-Learning 授業との違いは、先生から学生を見えているかど

うかというところが大きいのかなと思っている。eK4 の e-Learning 授業は

卒業要件にされている大学もある。単位取らないと卒業できないということ

になった時に、何とかしてやりたいなという気に先生をさせてしまうという

ような側面があるかと思う。そういう意味では、eK4 の e-Learning 授業は、

通常の e-Learning 授業とは違い、学生との距離が近いという観点にもでき

るのかなと思っている。これについては、各大学での事情もあるかと思うの

で、ご意見を出して頂いて、次回の企画委員会等で様子を見てみたい。	 

	 

【高知大学】	 

	 アンケートには回答したいと思う。しかし、本学に依頼されている履修者

増への取り組み事例の説明の資料については、既に作成し、色々な発表の時

に使っていただいている。これ以上のものは何もないので、それをご活用い

ただけるといいかなと思う。	 

→（村井委員）	 

	 私なりにまだ少し疑問点があるので、スライドベースでまとめてみて、立

川先生に伺いながら進める。	 

	 

【四国大学】	 

	 アンケートの依頼等をいただいたら、私らなりに考えて回答させていただ

きたいと思う。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 アンケートについて、講師に対するアンケートや本学から他大学を受けに

行っている学生、あるいは本学に来てもらっている他大学の学生など対象が

色々考えられると思うが、これまでに実施されたものを見ながら協力してい

きたいと思う。	 

	 項目 7については、残念だが、本学では実施できない。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 いただいた資料をもとに、協力していきたいと思う。	 

	 

●村井委員が各大学のアンケートのとりまとめを行ことになった。	 

	 

議題（４）平成 26 年度第 1 回運営委員会について	 

	 平成 26 年度第 1回運営委員会について、林事務局長から説明があった。	 

外部評価委員会の開催方法については、議題３で審議し了承いただいた内容

が運営委員会で諮られることになる。各大学からは特に意見は出なかった。	 

	 

議題（５）共同研究シンポジウム（9/5 開催）について	 

	 共同研究シンポジウム（9/5 開催）について、林事務局長から説明があっ

た。	 

	 プログラム案のセッション２のパネルディスカッションの部分について、

曖昧に設定しているのは、eK4 で他にこういったテーマで発表できるという

ものがあったら、ここで提案いただきいと考えているからである。	 

	 それを審議し了承して、このプログラムに組み入れたいと考えている。す

でにメーリングリストで問合せをしているので、そのご意見をいただきたい。	 

	 

各大学から以下の意見があった。	 

	 

【徳島大学】	 

	 シンポジウムについては、協力できる部分は是非協力したいと思っている

が、徳島大学から何か発表するのは難しい。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 今のところ、特に提案できるものはない。シンポジウムの開催には異議は

ない。	 

	 

【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】	 

	 特に異議はない。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

	 一つ確認だが、パネルディスカッションは、特に eK4 から誰か参加すると

いったことを前提にされているのか。遠隔で出るのだったら、パネラーにな

ってほしいということか。	 

→（林事務局長）	 

	 遠隔で参加していただける方に適宜質問を振っていくので、JMOOC 共同研

究シンポジウムの時と同じようなかたちで意見をいただければと思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 是非ともこの機会にシンポジウムへご参加いただけるよう、私の方からも

各連携大学様にお願いしたいと思う。	 

	 

議題（６）その他	 

	 追加の議題はない旨、林事務局長から説明があった。	 

	 

報告（１）事業実施報告書について	 
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	 事業実施報告書について、林事務局長から報告があった。	 

平成 25 年度事業報告書を 8月末完成予定で準備を進めている。	 

	 

報告（２）外部評価委員長の選出について	 

	 外部評価委員長の選出について、林事務局長から報告があった。	 

竹内委員に委員長就任の承諾の確認をしているところである。	 

	 

報告（３）平成 27 年度 eK4 事業実施計画について	 

	 平成 27 年度 eK4 事業実施計画について、林事務局長から報告があった。	 

運営委員会の資料として出す予定である。	 

	 

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。	 

メイン会場は愛媛大学になるが、MCU を活用しながら、セミナーを遠隔配信

するという形になるので、eK4への協力依頼が四国経済連合会からきている。	 

	 

愛媛大学からグローバルチャレンジセミナーについて、質問があった。	 

【愛媛大学・事務員】	 

	 グローバルチャレンジセミナーは、今回愛媛大学を主会場として開催する

が、今使っている香川大学の MCU を使うということでよろしいか。	 

→（林事務局長）	 

	 香川大学で運用している MCU を使用する。サポートとして、本学の技術補

佐員の裏が担当する。	 

	 

●次回は事務局で日程調整する。	 
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第 4 回企画委員会	 議事次第	 

	 

平成 26 年度第 4 回企画委員会	 議事次第	 

	 

	 

	 	 	 1.日時	 	 平成 26 年 10 月 23 日（木）11：00-12：00	 

	 

	 	 	 2.場所	 	 MCU 利用のテレビ会議システムを用いた遠隔会議	 

	 

	 	 	 3.議題	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 知プラ開講科目の取扱について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （議題資料 1-1、1-2）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 履修者増のための対策について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （議題資料 2）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 単位互換科目の受け入れについての対応策	 	 	 	 	 （議題資料 3-1、3-2）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 その他	 

	 

	 	 	 4.報告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 外部評価委員会の開催方法について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （報告資料 1）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 事業実施報告書について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 平成 27 年度単位互換科目の提供について	 	 	 	 	 （報告資料 2）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 グローバルチャレンジセミナーについて	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (5)	 事業報告シンポジウム（3/20 開催）の招待講演者について	 	 （報告資料 3）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (6)	 その他	 

	 

	 

	 	 	 資	 料	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 1-1	 	 知プラ e 開講科目の取扱についての意見まとめ	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 1-2	 	 「知プラ e開講科目の取扱について」正副委員長打合せメモ	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 2	 	 	 【アンケート結果】履修者増のための対策について	 

	 	 	 	 議題資料 3-1	 	 H26 年度 eK4 単位互換科目各大学受け入れ状況表	 

	 	 	 	 議題資料 3-2	 	 平成 26 年度の単位互換科目受入否についての経緯	 

	 	 	 	 	 	 報告資料 1	 	 	 外部評価委員会開催方法についての方針	 

	 	 	 	 報告資料 2	 	 	 H27 年度提供科目調査結果	 

	 	 	 	 報告資料 3	 	 	 招待講演者プロフィール	 

	 

	 

平成26年度　第４回企画委員会
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第 4 回企画委員会	 議事録	 

	 

平成 26 年度第 4 回企画委員会	 議事録

	 

日	 時：平成 26 年 10 月 23 日（木）11：00～12：00	 

場	 所：テレビ会議システムを利用した遠隔会議	 

出席者：【司会】妻鳥貴彦	 （高知工科大学）	 

	 

議	 題：	 

(1)	 知プラ e 開講科目の取扱について	 	 

(2)	 履修者増のための対策について	 

(3)	 単位互換科目の受入れについての対応策	 

(4)	 その他	 

	 

報	 告：	 

(1)	 外部評価委員会の開催方法について	 

(2)	 事業実施報告書について	 

(3)	 平成 27 年度単位互換科目の提供について	 

(4)	 グローバルチャレンジセミナーについて	 

(5)	 事業報告書シンポジウム（3/20 開催）の招待講演者について	 

(6)	 その他	 

	 

議題資料	 

議題資料 1-1．知プラ e開講科目の取扱についての意見まとめ	 

議題資料 1-2．「知プラ e開講科目の取扱について」正副委員長打

ち合わせメモ	 

議題資料 2．	 【アンケート結果】履修者増のための対策について	 

議題資料 3-1．H26 年度 eK4 単位互換科目各大学受入れ状況表	 	 

議題資料 3-2．H26 年度の単位互換科目受入否についての経緯	 

報告資料 1．	 外部評価委員会開催方法についての方針	 

報告資料 2．	 H27 年度提供科目調査結果	 

報告資料 3．	 招待講演者プロフィール	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

議題（１）知プラ e 開講科目の取扱について	 

	 知プラ e開講科目の取扱について、妻鳥委員長から説明があった。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

	 議題資料 1−2「『知プラ e 開講科目の取扱について』の打合せ議事メモ」

の①②の原案についてご了承頂きたい。	 

	 ①	 知プラ e科目を eK4 科目として提供して頂けないか	 

	 ②	 eK4 科目を共同実施で提供できないか	 

	 

	 各大学から以下の意見があった。	 

【徳島大学】	 

	 ①については、これは従前から本学から申し上げていたことなので賛成で

ある。	 

	 さらに②の共同実施も特に異論はない。細かいことを言えば、事務手続き

が煩雑になるので、事務の方でご面倒をかけると思う。その辺の調整が必要

になると思う。	 

	 

【香川大学】	 

	 ①、②の原案で良いと思う。②に関しては、提供される科目を全て共同実

施にするというわけではなく、共同実施と単位互換科目を柔軟に切り分けら

れればと考えている。知プラ eの国立５大学は共同実施という形が良いかも

しれないが、公私立３大学は共同実施では難しい部分があると思う。この辺

りは柔軟に対応すれば良いと思う。	 

	 

大学	 出席者	 陪席者	 

徳島大学	 荒木秀夫	 

金西計英	 

高橋暁子	 

岸本	 博	 

伏見裕子	 

吹田真穂	 

鳴門教育大学	 宮下晃一	 

竹口幸志	 

－	 

香川大学	 林	 敏浩	 

村井	 礼	 

岩城暁大	 

植田めぐみ	 

裏	 和宏	 

金山まい	 

久保まゆみ	 

愛媛大学	 古賀理和	 

仲道雅輝	 

矢野博子	 

吉田あきえ	 

高知大学	 立川	 明	 

竹岡篤永	 

三好康夫	 

石川	 愛	 

四国大学	 山本耕司	 

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	 

－	 
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【鳴門教育大学】【愛媛大学】【高知大学】【徳島文理大学】【高知工科大

学】	 

	 特に異論はない。	 

	 

●知プラ e科目の取扱については、議題資料 1-2①②の原案で進めていくこ

とになった。	 

	 

議題（２）履修者増のための対策について	 

	 履修者増のための対策について、香川大学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】	 

	 本学では、具体的な対策は今のところない。eK4 全体の方針に従う。アン

ケート等の協力できるところは協力していきたい。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 特に良い考えがない。	 

	 議題資料 3-2「平成 26 年度単位互換科目受入否についての経緯」の各大

学の理由を見ていると、各大学の単位互換の仕組みにあまり合ってないので、

単位互換しにくいという意見がある。	 

	 受講生が少ないことに関して言えば、各大学のニーズに合ったものが提供

されていないことや、学生が必ずしも eK4 科目を受講したいという状況にな

っていないことが根本的な問題だと思う。	 

	 まず、こういったことを改善し受講生を増やして上で、ドロップアウトが

多いのであれば、その対策が必要なのであって、そもそも学生にとって必要

な科目があまり提供されていないことを改善しないといけないと思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 そもそも、四国学といった eK4 のカリキュラムを作って、それを各大学に

受入れてもらうことになっていた。現状では、それが上手く行かず、各大学

が実施可能な科目から進めていくことになった。しかし、これでは宮下先生

が指摘されたように不十分だと思う。これについては今後検討していければ

と思う。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 特に異論はない。本学の現状としては、議題資料 3-2 にも書いてあるが、

一般教養科目として開講している eK4 科目のみを受入れている。専門教育科

目については対応できない。	 

	 また本学では、学生が受講できる eK4 科目は、現時点では、各学期１科目

のみとしている。今後検討して変えていかなければならないと思う。	 

	 

【香川大学】【徳島文理大学】【高知工科大学】	 

	 特に異論はない。	 

	 

【高知大学】	 

	 本学では議題資料の第２回企画委員会の一番上の欄に書いている以外の

ことは、特に議論していない。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 本学でも具体的な検討は進んでいない。全体の意見に従い、協力できるこ

とは協力していきたい。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 本学では履修者のいない状況が続いている。学内で抜本的な改革がなかな

か進められていない。また学内事情でキャンパスが新設され、来年度学部の

異動が控えているので進めづらいというのが現状である。全体で決定したこ

とに協力していきたいと思う。	 

	 

（村井委員）	 

	 鳴門教育大学宮下先生のご意見をもとに、現在受講している学生にとって、

ニーズに合った科目が提供されているか調査できると思うので、その辺りか

ら進めて行ければと思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 そういった方向で良いと思う。	 

	 少し気になっている点としては、個々の大学で e-Learning を活用されて

いたり、あるいは eK4 や知プラ e以外の取組みに参加されていたりすると思

う。そういったところとの擦り合わせを行うこともあると思う。例えば、

JMOOC のようなオープンコースウェアを試みていた大学もあると思うが、そ

の辺りにどれくらい各大学が関係しているのか調査出来ればと思う。	 

→（村井委員）	 

	 この辺りのことはすぐに情報が古くなる。また国立５大学は知プラ eがあ

るので事情が変わってくると思う。まず一旦アンケート調査を行うことで結

論づけて、それからまた新しい議論にシフトして行ければと思う。	 

	 

各大学からは特に異論は出なかった。	 

	 

●鳴門教育大学・宮下委員の意見をもとに、受講生を対象にアンケート調査

を行うことになった。	 

	 

	 また、愛媛大学	 仲道委員から以下の意見があった。	 

【愛媛大学】（仲道委員）	 

	 高知大学が行っている履修登録の方法が一番の糸口だと思う。履修登録の

仕組みを変えなければ、いくら議論しても解決しないと思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 これについては、高知大学にノウハウを提供頂ければと思う。	 

→【高知大学】	 

	 調査アンケートについては問題ない。また資料提供については、また後で

何を提供すれば良いのか教えて頂きたい。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 e-Learning 科目の周知の方法、履修登録の方法を上手く工夫されている

と思うので、その方法を教えて頂きたい。それを参考に各大学努力していき

たい。	 

	 

議題（３）単位互換科目の受入れについての対応策	 

	 履修者増のための対策について、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。	 

【徳島大学】	 

	 本学では受入れについては柔軟に対応している。他の大学に比べ、本学で

は教養の選択の幅が広いので、e-Learning 科目が１、２科目増えても問題

はない。こういった環境なので、eK4 の科目を受入れやすい。しかし、今後

の体制があるので、再来年以降がこのままでいけるのか分からないが、受入

れの問題については本学からは特にない。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 個人的には、提供された科目を全て受入れたい。しかし、本学では単位互

換を行う際に、その科目が本学で既に開講されている科目と同等であるかど

うか審査する。同等ではないと判断されれば、受入れ不可となる。本来、本

学で開講されていない科目こそ、受入れる価値があると個人的には思う。学

内ではそういう手続きになっていないので、いくつか受入れられない科目が

あり、申し訳ないと思う。知プラ e科目は全て受入れることになっているの

で、eK4 の科目が知プラ e科目と同等になっていくとなれば、将来的には全

部受入れ可能になっていくと思う。	 

	 

【香川大学】	 

	 本学も徳島大学と同じように、受入れ体制が比較的整っている。本学は
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eK4 の基幹校となっていることもあるので、受入れについては問題ないと考

えている。	 

	 現在、学内で懸念されていることは e-Learning 科目が増えすぎていると

いうことである。こういった事情で、今後 e-Learning 科目そのものに対し

て歯止めをかける議論がされるかもしれないが、eK4 科目は柔軟に受入れて

いきたいと思う。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 今年度と来年度のメディア授業科目（e-Learning 科目）の中で、本学で

は、eK4 科目は唯一全学の共通教育科目として受入れるという形で運用して

いる。そういった現状であるので、議題資料 3-2 に書いてあるが、学際科目

A、B の学際科目 Aのみ受入れることになっている。	 

	 また、学内で平成 28 年度の共通教育のカリキュラムの議論を進めている。

その中で、カリキュラムの改訂に伴って、e-Learning 科目をどのように扱

っていくか現在議論されているところである。	 

	 

【高知大学】	 

	 本学では eK4 の活性化のため、全ての科目を受入れるようにしている。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 議題資料 3-1 の通り、全て受入れになっている。しかし、eK4 科目は本学

の卒業要件には認められない。今後もこの状況は変わらないと思う。	 

	 

【高知工科大学】（吉田委員）	 

	 本学の実施体制の問題で、事務担当、担当教員の問題が解決できていない。

また、本学ではクォーター制を取っており、２ヶ月で授業が区切られる。よ

って、他大学科目を受入れるには、時期的に難しい。また授業の時間帯も他

大学と違う。	 

	 来年度から法人が変わるので、この体制も大きく変わると思う。しばらく

大きく動けない状況である。なんとか eK4 にどういった形で関わっていける

か、検討中である。	 

（妻鳥委員）	 

	 補足だが、過去に香川大学開講の「四国の歴史と文化」という科目を受入

れたことがあった。そのときに、その開講大学の科目を受講して良いかとい

うことを学内で審査をし、審査が通れば、学生がその科目を受講しに行き単

位を取ってくるという手続きを行った。その後、その単位を卒業単位と認め

るのか、科目の読替えをするのか、独立した科目として認めるのか、認める

のであれば、この科目はカリキュラム上のどこに当てはまるのか審査し、単

位を出した。	 

	 単位互換というと大学側としては、どちらかというと受け身で、学生から

受けたいという希望があれば、この科目は良いか良くないかという審査に入

る。こういった状況を変えていかなければ難しいと思う。	 

	 

●議論の進め方について、正副委員長と eK4 事務局で検討することになった。	 

	 

議題（４）その他	 

	 各大学からその他の議題提案はなかった。	 

	 

報告（１）外部評価委員会の開催方法について	 

	 外部評価委員会の開催方法について、林事務局長から報告があった。	 

	 

	 愛媛大学から以下の質問があった。	 

【愛媛大学】	 

	 この件に関して、既にこちらから当該外部評価委員に内諾をとっているが、

改めて eK4 事務局の方から外部評価委員に伝えて頂けるという理解でよろ

しいか。	 

→（林事務局長）	 

	 事務局から外部評価委員へ正式に連絡する。	 

	 

報告（２）事業実施報告書について	 

	 事業実施報告書について、林事務局長から報告があった。	 

	 

報告（３）平成 27 年度単位互換科目の提供について	 

	 平成 27 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。	 

	 各大学からは特に補足はなかった。	 

	 

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。	 

	 

報告（５）事業報告シンポジウム（3/20 開催）の招待講演について	 

	 事業報告シンポジウムの招待講演について、林事務局長から報告があった。	 

	 

●次回（12 月開催）は事務局で日程調整する。	 
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第 5 回企画委員会	 議事次第	 

	 

平成 26 年度第 5 回企画委員会	 議事次第	 

	 

	 

	 	 	 1.日時	 	 平成 26 年 12 月 18 日（木）11：00-12：00	 

	 

	 	 	 2.場所	 	 MCU 利用のテレビ会議システムを用いた遠隔会議	 

	 

	 	 	 3.議題	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 知プラ e 開講科目の取扱について	 	 	 	 	 	 	 	 	 （議題資料 1）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 単位互換科目の受け入れについての対応策	 	 	 	 	 （議題資料 2）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 事業報告シンポジウムについて	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （議題資料 3）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 H26 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 4・5）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (5)	 その他	 

	 

	 	 	 4.報告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 eK4 事業実施計画（H26 年度達成状況報告・H27 年度詳細案）について	 （報告資料 1・2）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 その他	 

	 

	 

	 	 	 資	 料	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 1	 	 	 	 知プラ e 開講科目の取扱について	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 2	 	 	 「単位互換科目の受け入れについての対応策」正・副委員長打合せ議事メモ	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 3	 	 	 	 H26 年度事業報告シンポジウムプログラム原案	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 4	 	 	 	 第 2 回運営委員会議事次第（案）	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 5	 	 H26 年度外部評価委員会議事次第（案）	 

	 	 	 	 	 	 報告資料 1	 	 	 	 H26 年度 eK4 事業実施計画の達成状況	 

	 	 	 	 	 	 報告資料 2	 	 	 	 H27 年度 eK4 事業実施計画の詳細検討	 

	 

	 

	 

平成26年度　第５回企画委員会
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第 5 回企画委員会	 議事録	 

	 

平成 26 年度第 5 回企画委員会	 議事録

	 

日	 時：平成 26 年 12 月 18 日（木）11：00～12：00	 

場	 所：テレビ会議システムを利用した遠隔会議	 

出席者：【司会】妻鳥貴彦	 （高知工科大学）	 

	 

議	 題：	 

(1)	 知プラ e 開講科目の取扱について	 	 

(2)	 単位互換科目の受入れについての対応策	 

(3)	 事業報告シンポジウムについて	 

(4)	 H26 年度第２回運営委員会、外部評価委員会について	 

(5)	 その他	 

	 

報	 告：	 

(1)	 eK4 事業実施計画（H26 年度達成状況報告・H27 年度詳細案）

について	 

(2)	 その他	 

	 

議題資料	 

議題資料 1．	 知プラ e開講科目の取扱についての意見まとめ	 

議題資料 2．	 「単位互換科目の受入れについての対応策」正副委

員長打合せ議事メモ	 

議題資料 3．	 H26 年度事業報告シンポジウムプログラム原案	 

議題資料 4．	 第 2 回運営委員会議事次第（案）	 

議題資料 5．	 H26 年度 eK4 外部評価委員会議事次第（案）	 

報告資料 1．	 H26 年度 eK4 事業実施計画の達成状況	 

報告資料 2．	 H27 年度 eK4 事業実施計画の詳細検討	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

議題（１）知プラ e 開講科目の取扱について	 

	 知プラ e開講科目の取扱について、妻鳥委員長から説明があった。	 

（妻鳥委員長）	 

	 議題資料 1−2「『知プラ e 開講科目の取扱について』の打合せ議事メモ」

の①②の原案についてご了承頂きたい。	 

	 ①	 知プラ e科目を eK4 科目として提供して頂けないか	 

	 ②	 eK4 科目を共同実施で提供できないか	 

	 

（林事務局長）	 

	 ①についは、H27 年度以降の話となる。②については、eK4 科目を全て共

同実施するというわけではなく、例えば国立５大学では eK4 科目は共同実施

という形で、公私立３大学は可能であれば共同実施で、難しければ従前通り

の単位互換科目で実施するという形で進めて行ければと考えている。	 

	 

	 各大学から以下の意見があった。	 

【徳島大学】	 

	 手順等については特に問題ないと考えている。	 

	 

【鳴門教育大学】（宮下委員）	 

	 ②の共同実施で提供するというところがいまいち分からない。共同実施と

なると、知プラ eでは各大学で非常勤講師を任用し、全ての科目を全ての大

学で開講することがルールになっている。しかし、eK4 でやっているのは単

位互換であって、その単位互換科目を各大学で受入れるかどうか各大学の判

断の余地が残っている。	 

	 そういったことで、かなり状況が違うように思えるが、いかがか。本当に

共同実施に移行させていくのか議論が必要だと思う。手続き的には林事務局

長の素案で結構だと思う。	 

	 

大学	 出席者	 陪席者	 

徳島大学	 荒木秀夫	 

金西計英	 

高橋暁子	 

岸本	 博	 

伏見裕子	 

吹田真穂	 

鳴門教育大学	 宮下晃一	 

竹口幸志	 

－	 

香川大学	 林	 敏浩	 

村井	 礼	 

寺尾	 徹	 

岩城暁大	 

植田めぐみ	 

裏	 和宏	 

金山まい	 

久保まゆみ	 

愛媛大学	 古賀理和	 

仲道雅輝	 

根本淳子	 

矢野博子	 

吉田あきえ	 

高知大学	 立川	 明	 

竹岡篤永	 

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	 －	 
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→（林事務局長）	 

	 本当に共同実施するのかどうかという話だが、基本的にはケースバイケー

スだと思っている。先ほども申し上げたように、共同実施するかどうかは大

学によって対応が変わると思うが、これを可能にするための協定変更の議論

になっているかと思う。	 

	 そういった位置づけだったが、eK4 で共同実施をするか否かを先にきっち

り議論してから、協定変更に向かうというやり方がより妥当ということなら

ばそれで良いと思う。	 

	 ただ、前回の議論だと、協定変更する方向で検討を進めるということにな

っていたかと思う。	 

→（宮下委員）	 

	 前回のまでの議論だが、知プラ eと eK4 の 2 本の事業が走ると手続き等が

煩雑になってくるので、知プラ e科目が eK4 に提供されるようになれば有り

難い、という方向性の議論だったと思う。それが、単位互換がいいのか、共

同実施がいいのかというところまでは、共通の理解が出来ていなかったと思

う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 今回の趣旨としては、共同実施前提というより、共同実施が出来るという

形をとりあえず整えておこうということだと思う。	 

→（林事務局長）	 

	 今の宮下先生の話は①の話だと思うが、知プラ e科目を eK4 科目として提

供して頂いて、それを共同実施しようと言う話ではなくて、①と②は分けて

考えて頂ければと思う。もし、ここの辺の合意が取れていないということで

あれば、そもそものこの事務局案は意味をなさないと思うので、一度取り下

げたいと思う。	 

→（宮下委員）	 

	 ②の部分は今回初めて聞くような印象を受けている。①の議論を進めるこ

とは、承知している。	 

→（林事務局長）	 

	 ②に関しては前回の企画委員会で出たかと思うが、連携大学間でこれの合

意が充分に得られていないような感じがするので、再度この話は出し直した

方が良いかと思う。一度本件は取り下げ、再度事務局で整理し、出し直した

いと思う。基本的には事務局としては①も②もこの方向で検討していくとい

うことで進んでいると理解している。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 ①に関しては、そのままで、②に関しては、再度検討するということでよ

ろしいか。	 

→（林事務局長）	 

	 はい。もう少し、議論が足りていなかったと思う。一度取り下げた方が良

いと思う。	 

	 

	 事務局原案②を一度取り下げるということについて、各大学から以下の意

見があった。	 

	 

【徳島大学】（金西委員）	 

	 事務局原案①は是非推進して頂きたい。ただ、知プラ e科目を eK4 でどう

いった方法で受入れるか、共同実施で受入れるか、従前通り単位互換で受入

れるか等、具体的な案はない。しかし、知プラ e科目を eK4 の方で受けても

らえると非常に有り難いと思う。全体の方向性は合意だが、手法を提案して

いるわけではない。	 

	 ②に関しては、これから検討を進めて頂きたい	 

→（林事務局長）	 

	 やはり前回の議論が充分に行われていないように感じる。①の「知プラ e

科目を eK4 科目として提供して頂けないか」は、国立５大学は知プラ e科目

を知プラ e構成大学として受入れているので、実際の対象となるのは公私立

３大学になる。どういう方法で提供して頂くかということだが、まずその３

大学に対して単位互換で提供されると考えている。このことについては、国

立５大学の方で既に動き始めている。	 

→（金西委員）	 

	 林先生のおっしゃる通りだが、ただ、知プラ e科目を eK4 にも提供すると

なると、国立５大学間は知プラ eにも参加しているので実質問題は無いが、

あくまで知プラ eは知プラ eで、eK4 は eK4 で制度としてどっちにするかと

いうことが問題だと思う。	 

	 徳島大学が知プラ eで開講している科目は、国立５大学には知プラ eとし

て開講なので、実際は関係ないが、それを言うと、公私立３大学だけの問題

となる。そういう話ではなくて、知プラ eは知プラ eとして eK4 は eK4 とし

て知プラ eの科目をどうするか、全体としてスキームを決めておかなければ

ならないと思う。	 

→（林事務局長）	 

それはそれで私も合意している。その考えで結構だと思う。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 このことについて、今後さらに議論していきたいと思う。	 

	 

【香川大学】（村井委員）	 

	 事務局の案で問題ないと思う。	 

	 

【愛媛大学】（古賀副委員長）	 

	 本学としては、結論を出すのは難しいと思う。私個人としては、知プラ e

科目を eK4 の公私立３大学がスムーズに受講できるような手段として、３大

学が従来通り単位互換で受講するのか、あえて共同実施という形にしていく

のかを検討していくところだと考えている。	 

	 知プラ e科目を単位互換で開講するのであれば、各大学（国立５大学）は

その科目に対して単位認定をする必要があり、共同実施で開講するのであれ

ば、各大学のシラバス等のいろいろな手続きがとても煩雑になると思う。出

来るだけスムーズな方法の取扱いで、今後検討していければと思う。	 

（仲道委員）	 

	 今は eK4 は単位互換、知プラ eは共同実施という形でやっている。今後両

方が混在するような中で授業を運営することになるのなら、現在知プラ eの

方では共同実施の履修等のフローをこれから作成する段階だが、その中に単

位互換の大学も入ってくるというフローを追加していけば、上手く運営出来

ると思う。今は共同実施自体のフローが無いので、今はまだ拙速に議論はで

きないと思う。	 

	 また、現在知プラ eの共同実施モデル WG で、シラバス等を国立５大学統

一しようとしているところで、それを公私立３大学も含めて検討していき、

その辺りのフローも複雑になるので整理しながら、議論していければと思う。	 

→（妻鳥副委員長）	 

	 当初の議論だと、知プラ eの話と eK4 の話と平行に動いている現状を踏ま

えて、それぞれをバラバラにやるのではなく、お互いがメリットになるよう

に進めるためにはどうのようにしたらいいかという話の流れだったと思う。

そういった流れでたたき台が出されたと思うが、これに関して林先生から補

足を頂きたい。	 

→（林事務局長）	 

	 おっしゃっていることはその通りだと思うが、②の共通合意が得られてい

ないと思う。	 

	 ②は、四国学３科目や私が提供している「コンピュータと教育」といった

eK4 科目が共同実施になれば、国立５大学にとっては、知プラ e科目と eK4

科目全て共同実施の形で開講できるので、有り難いという話である。	 

	 今話されている内容は、公私立３大学も共同実施にするというニュアンス

の話をされている気がする。それも実施できるという話であれば問題ないが、

そういう話の再整備が必要になると思う。この話についてまだ合意がとれて

いないと感じる。よって、この議論自体があまり意味を持たない気がしてい

る。	 

	 今述べた意見は決してネガティブな考えではない。このことについては、

事務局の方で一度整備させていただく。	 

	 

【高知大学】（立川委員）	 

	 ①については、四国学という枠組みを是非維持するように検討していただ

きたい。議題１は議題名が「知プラ e開講科目の取扱について」となってい

るが、②の知プラ eとの関係がよく分からない。今の林先生の話だと、eK4

科目を知プラ eに提供するという理解でよろしいか。いずれにせよ、②は継

続ということなので、今は結論を出さなくても良いと思う。	 
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→（林事務局長）	 

	 知プラ e科目の取扱について議論が進んできたところであるが、②はこの

話の流れとは外側にある感じがする。今までの議論の流れで、ここに挙げて

いるが、立川先生のおっしゃるとおり、ここにあるのはおかしいと思う。	 

	 eK4 科目を知プラ eに提供するのかということについては、前回までの議

論ではそこまでいっておらず、eK4科目も共同実施の形で提供できるのなら、

共同実施を進めている大学では、メリットがあるだろうというところで止ま

っている。	 

→（立川委員）	 

	 そういうことであれば、②については、eK4 の８大学連携を単位互換では

なくて、共同実施でやって行こうという理解でよろしいか。	 

→（林事務局長）	 

	 はい。前回までの議論では、今までは単位互換だけだったが、共同実施で

もやっていける枠組みを考えてはどうかという話だったと思う。	 

	 

【四国大学】	 

	 一度議題を取り下げるということなので、コメントとしてとらえていただ

きたい。現在、知プラ eの方でスキームが決められていると思うが、それが

決まった上で、eK4 の議論があろうかと思う。我々としては、再度事務局か

ら出される案を基に議論をした方が、話が進む気がする。議論の中心になっ

ている②だが、我々知プラ eに参加していない大学としては、既存の単位互

換のスキームで運用できれば、それはそれで有り難い。また仮に共同実施と

いう新たな選択肢が出来るのであれば、学内の関係事務と諮り、我々が適用

しやすい方で運用すれば、やりやすくなるのかなと思う。基本的にはポジテ

ィブに考えている。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 四国大学とほぼ同意見である。知プラ eとのやり取りで、学生にとってチ

ャンスが増えるのは歓迎する。急ぐ必要は無いにせよ、引き続き検討してい

ければと思う。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 本学の立場としては、eK4 のメンバーで知プラ e科目が受けられるという

ことは非常に有り難い話だと思っている。eK4 と知プラ eと平行して走らせ

ている国立５大学は大変な労力が掛かっていると思うが、本学としては、こ

ういった形を取っていただければ、とても有り難い。	 

	 

●一度議題を取り下げ、事務局で再調整することになった。	 

	 

議題（２）単位互換科目の受入れについての対応策	 

	 履修者増のための対策について、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。	 

【徳島大学】	 

	 各大学に我々の把握していない個別の問題があることが、議題資料２で改

めて分かった。今後も継続的に考えて行きたいと思う。我々も受講生を増や

したいと考えているので、協力していきたいと思う。議題資料については特

に本学からは意見はない。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 ①に関しては、本学の問題点で、これに関しては学内の問題だと思うので、

引き続き、学内的に対応できないか検討していきたいと思う。	 

	 

【香川大学】（村井委員）	 

	 特に意見はない。	 

（林事務局長）	 

	 ③のクォータ制については、「コンピュータと教育」で試行的にやってみ

たいと思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 eK4 の枠組みとして、クォータ制とか学期制でやらなければならないとい

う取り決めは無かったと思うので、特に問題は無いと個人的に思っているが、

そういう理解でよろしいか。	 

→（林事務局長）	 

	 学期制でなければならないという制約は無かったと思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 林先生の意見で異論等があれば、各大学でご指摘いただきたい。	 

	 

【愛媛大学】【四国大学】【徳島文理大学】	 

	 特に意見は無い。	 

	 

【高知大学】	 

	 ③のクォータ制だが、香川大学で実施していただくことは良いと思う。逆

に学期制にとらわれないやり方も認めていただく方向で議論していただき

たいと思う。４年生に関しては、卒業がかかっているので制限があると思う

が、それまでは、学期にとらわれずに、例えば夏休み等好きなときに単位認

定をしてもらえるような仕組みを作っても良いと思う。	 

→（林事務局長）	 

	 学期制に拘らないというやり方も良いと思う。これに関しては、検討を進

めていく。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 本学では履修登録や履修制限、時間割の問題等様々な制約があり、他の大

学も様々な制約があると思うが、そういった制約の中で e-Learning の柔軟

性をもっと活用して対応する方法を検討していければと思う。	 

	 

【愛媛大学】（古賀副委員長）	 

	 「コンピュータと教育」について一つ確認したい。H27 年度の「コンピュ

ータと教育」は週２回で４月〜６月くらいで開講するということでよろしい

か。	 

→（林事務局長）	 

	 実際の運用としては、初回に全てのコンテンツを公開して視聴していただ

く形になる。前期前半で開講するなら６月頃に定期試験を試行的に実施しよ

うと思っている。前期の前半と後半で２回定期試験をすることになるかもし

れない。	 

	 

●議題資料２の対応で進めていくことが了承された。また学期制に拘らない

方法を検討していくことになった。	 

	 

議題（３）事業報告シンポジウムについて	 

	 事業報告シンポジウムの段取りについて、香川大学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】	 

	 特に問題は無いと思う。一つ確認だが、シンポジウムは遠隔で開催か。	 

→（村井委員）	 

	 遠隔で開催する。	 

→（林事務局長）	 

	 シンポジウムの翌日に教育システム情報学会の研究会が香川大学で開催

されるので、それに来られる方は eK4 シンポジウムも香川大学に直接お越し

頂ければと思う。	 
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【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】	 

	 特に問題ない。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 これで特に問題ないが、本学では当日が卒業式になっており、午前は参加

できない。午後も難しいかもしれないが出来るだけ、参加したいと思う。	 

	 

●シンポジウムについて、議題資料３の企画案で執り行うことが了承された。	 

	 

議題（４）H26 年度第 2 回運営委員会、外部評価委員会について	 

	 H26年度第２回運営委員会および外部評価委員会の議事次第案について林

事務局長から説明があった。	 

	 

	 各大学から特に意見はでなかった。	 

	 

●H26 年度第２回運営委員会および外部評価委員会について、議題資料４、

５の議事次第案でいくことが了承された。	 

議題（５）その他	 

	 各大学からその他の議題提案はなかった。	 

	 

報告（１）eK4 事業実施計画（H26 年度達成状況報告・H27 年度詳細

案）について	 

	 eK4 事業実施計画（H26 年度達成状況報告・H27 年度詳細案）について林

事務局長から報告があった。	 

	 

	 各大学から特に補足は出なかった。	 

	 

報告（２）その他	 

	 その他の報告は特になかった。	 

	 

●次回（H27 年 2 月開催）は事務局で日程調整する。	 
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第 6 回企画委員会	 議事次第	 

	 

平成 26 年度第 6 回企画委員会	 議事次第	 

	 

	 

	 	 	 1.日時	 	 平成 27 年 2 月 19 日（木）10：00-11：00	 

	 

	 	 	 2.場所	 	 MCU 利用のテレビ会議システムを用いた遠隔会議	 

	 

	 	 	 3.議題	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 知プラ e 科目を eK4 科目として提供依頼することについて	 	 	 （議題資料 1）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 共同実施（知プラ e型）の枠組みでの eK4 科目の運用について	 （議題資料 2）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 単位互換科目の受入を増やすための対応策	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （議題資料 3）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 H26 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 4・5)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (5)	 事業報告シンポジウム（実施方法）について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （議題資料 6）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (6)	 その他	 

	 

	 	 	 4.報告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 H27 年度 eK4 単位互換科目の受入調査について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （報告資料 1）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 その他	 

	 

	 

	 	 	 資	 料	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 1	 	 	 	 知プラ e 科目を eK4 科目として提供依頼することについて	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 2	 	 共同実施（知プラ e型）の枠組みでの eK4 科目の運用について	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 3	 	 	 単位互換科目の受入を増やすための対応策	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 4	 	 	 	 第 2 回運営委員会資料一式	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 5	 	 	 	 外部評価委員会資料一式	 

	 	 	 	 	 	 議題資料 6	 	 第 8 回事業報告シンポジウムプログラム	 

	 	 	 	 	 	 報告資料 1	 	 H27 年度 eK4 単位互換科目各大学受け入れ状況表	 

	 

	 

	 

平成26年度　第６回企画委員会
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第 6 回企画委員会	 議事録	 

	 

平成 26 年度第 6 回企画委員会	 議事録

	 

日	 時：平成 27 年２月 19 日（木）10：00～11：00	 

場	 所：テレビ会議システムを利用した遠隔会議	 

出席者：【司会】妻鳥貴彦	 （高知工科大学）	 

	 

議	 題：	 

(1)	 知プラ e 科目を eK4 科目として提供依頼することについて	 

(2)	 共同実施（知プラ e型）の枠組みでの eK4 科目の運用につい

て	 

(3)	 単位互換科目の受入れを増やすための対応策	 

(4)	 H26 年度第２回運営委員会、外部評価委員会について	 

(5)	 事業報告シンポジウム（実施方法）について	 

(6)	 その他	 

	 

報	 告：	 

(1)	 H27 年度 eK4 単位互換科目の受入れ調査について	 

(2)	 その他	 

	 

議題資料	 

議題資料 1．	 知プラ e開講科目を eK4 科目として提供依頼するこ

とについて	 

議題資料 2．	 共同実施（知プラ e型）の枠組みでの eK4 科目の運

用について	 

議題資料 3．	 単位互換科目の受入れを増やすための対応策	 

議題資料 4．	 H26 年度第２回運営委員会資料一式	 

議題資料 5．	 H26 年度 eK4 外部評価委員会資料一式	 

議題資料 6．	 第８回事業報告シンポジウムプログラム	 

報告資料 1．	 H27 年度 eK4 単位互換科目各大学受入れ状況表	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

議題（１）知プラ e 科目を eK4 科目として提供依頼することについて	 

	 知プラ e科目を eK4 科目として提供依頼することについて、林事務局長か

ら説明があった。	 

	 

【徳島大学】【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】	 

	 特に意見はない	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 知プラ e科目を eK4 に提供して頂くという方向性は良いと思う。ただ単位

互換で提供して頂くのか、共同実施なのか、具体的な進め方のイメージが沸

かない。	 

→（林事務局長）	 

	 この議論は単位互換での提供を前提としている。	 

	 

●議題資料１の事務局の提案の通り、知プラ e科目を eK4 科目として提供依

頼することが了承された。	 

	 

議題（２）共同実施（知プラ e 型）の枠組みでの eK4 科目の運用につ

いて	 

	 共同実施（知プラ e型）の枠組みでの eK4 科目の運用について、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。	 

大学	 出席者	 陪席者	 

徳島大学	 金西計英	 

高橋暁子	 

岸本	 博	 

伏見裕子	 

吹田真穂	 

鳴門教育大学	 宮下晃一	 

藤原伸彦	 

竹口幸志	 

－	 

香川大学	 林	 敏浩	 

村井	 礼	 

岩城暁大	 

植田めぐみ	 

裏	 和宏	 

金山まい	 

久保まゆみ	 

愛媛大学	 古賀理和	 

根本淳子	 

－	 

高知大学	 立川	 明	 

竹岡篤永	 

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	 

－	 
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【徳島大学】	 

	 eK4 科目を単位互換科目とは別に、共同実施の枠組みで提供するという主

旨は理解した。それは特に問題ないと思うので検討していきたい。	 

	 知プラ eは国立５大学でやっているが、それが８大学になることに問題は

無いと思う。しかし、知プラ eの共同実施での運用がまだ開始されておらず、

また成績処理のシステム自体も確立していない。検討する前に母体がまだ出

来ていないので、eK4 で出来るか良く分からないというのが現状である。	 

	 また、制度の問題なので、おそらく８大学間の協定を見直すことになると

思うが、それはそれで大変だと思う。この辺りはこれからの検討課題となる

と思う。そして実施する事になった場合、どういう風に合意形成をするかも

問題になると思う。どういった問題が出てどう検討していくか、まだ見えて

いないが、検討する事自体は問題ない。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 まだ知プラ eの方で共同実施の運用が開始されていないということであ

れば、中々検討が難しいかもしれない。eK4で実施するかどうかは別として、

実現可能かどうか、もし実現するとしたらどのような手続きが必要かという

事を含めて、今後検討していきたいと個人的には考えている。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 提案の主旨はよく分かるので、本学としても検討することについては、や

ぶさかではない。しかし、実際問題検討しようと思っても、先ほど徳島大学

の金西先生の仰る通り、今は検討しようがない気がする。	 

	 

（林事務局長）	 

	 これは事務局提案となっているが、今までの企画委員会での議論を踏まえ

て、こちらで整理している内容なので、これが駄目であるなら、駄目で良い

かと思う。事務局としても、この議題を何回か整理したが、やる気が無いの

であればやらないでいいと思う。この検討には、「検討しない」という選択

肢もあると思う。そういった意見も出して頂ければ有り難い。	 

	 

【香川大学】（林事務局長）	 

	 徳島大学や鳴門教育大学の仰る通り、確かに知プラ eの方でまだ共同実施

での運用が開始されていない。けれども、知プラ eで今出されているモデル

で検討を進めて行ければと思っている。ただし、たちまちの実施は、例えば

H28 年度からの実施となると難しい。少し時間がかかるかと思う。いつから

始めるかという事に関しては、拙速にならないような配慮が必要だと思う。	 

	 また、この仕組みを取り入れるなら、今より履修者が増える可能性がある。

これは次の議題３とも関係があるが、現在 eK4 では各大学 10 名ずつの履修

制限があるが、その制限を考えていかなければならないと考えている。本学

では、こういったことをきちんと議論する場は整備されていない状況が続い

ているので、少し時間をかけながら検討を進めていきたいと思う。	 

	 	 

【愛媛大学】	 

−--−-ハウリングのため聞き取り不能−--−-	 

追記-平成 27 年 3 月 13 日(金)	 

	 知プラ e科目と同様に、eK4 科目を共同実施の型で運用することは、本学

としては、事務手続きの簡素化という点で望ましいと思われる。しかし、国

立５大学以外の３大学にとっては、新たな制度への移行が必要となり、その

辺りの事を考慮する必要があると思う。	 

	 

【高知大学】	 

	 提案の主旨については賛成する。しかし、議題資料２の提案のアンダーラ

イン部分が分かりにくい。私個人の意見としては、どういった形にしても連

携事業が２本走るのであれば、事務手続きの簡素化という点でメリットがな

いと思っている。ただ、eK4 では「四国の知」というテーマが明確なので、

連携を１本化して、それが無くなるのは寂しいと思う。	 

→（妻鳥委員長）	 

	 eK4 全体としては、やるかやらないか、やるとしたらどういった方法で進

めて行くか、それらを検討する場を設けるという主旨だと思うので、その辺

りの事を考慮して頂ければと思っている。	 

	 

【四国大学】	 

	 本学は、知プラ eの枠組み外にいるので、知プラ eから話が下りてくるの

を待っている状態である。他大学のご意見を聞いていると、現段階では中々

検討が難しいようであるので、個人的にはこの件についてはペンディングに

していただいた方が良いかなと思う。知プラ eの方で共同実施モデルが固ま

ってきた段階で、自然と我々からお願いしていかなければならない状況にな

ると思う。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

	 個人的に気になっていることではあるが、知プラ eの協定締結の際に eK4

の話題は出たのか。	 

→（林事務局長）	 

	 知プラ eの方では、eK4 について何も議論や検討はされていない。あくま

で eK4 企画委員会の中で出てきた意見を議題に挙げているので、これは eK4

だけで議論されているという理解をして頂ければと思う。	 

	 

【徳島文理大学】【高知工科大学】	 

	 継続して議論して行くことに異論はない。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

	 四国大学からこの件について一度ペンディングした方が良いのではとい

う意見があった。知プラ eの方で実際まだ運用がされていないということな

ので、具体的にどうするかという議論が出来づらい状況であると個人的に感

じた。	 

	 今回の主旨自体に異論は出なかったので、何らかの形でこの議題について

は検討する機会を設けていきたいと思う。しかし、このまますぐ各大学に持

ち帰って検討してもらうより、もう少し時間を置いてから議論を進めてはと

思う。この点について、ご提案いただいた事務局から何か意見があれば頂き

たい。	 

	 

（林事務局長）	 

	 事務局のスタンスとしては、これまでの企画委員会の中で出てきた意見に

基づいて整理しているだけで、事務局からの審議提案ではないので、ペンデ

ィングという事であればそれで問題ない。ネガティブに考えておられるよう

に感じるので、ペンディングはやむなしと考えている。	 

	 検討するということに異論は出なかったが、この議題を一度ペンディング

にすることについて、各大学から以下の意見があった。	 

	 

【徳島大学】	 

	 同じような２つのシステムを走らせるより、本学としてはシステム自体は

１本化したいと思う。しかし高知大学の立川先生の仰る通り、知プラ eと

eK4 では主旨が違うので、これは１本化できないと思う。出来ればシステム

は１本化していきたい。	 

	 議題１の知プラ e科目を単位互換で提供して頂くということだが、これを

実現することが先だと思った。議題２については、全くやらないという訳で

はなく、29 年度か 30 年度になると思うが、議題１の話が進んだ時に議題２

について進めて行きたい。	 

	 まず、知プラ e科目を単位互換で出してもらうことを是非実現したいと思

う。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 知プラ eの枠組みが整理されてから eK4 を考えていきたい。１本化して行

くことについては、本学もそうしたい。現在、知プラ eの方で共同実施のモ

デル化について検討している所なので、そちらを優先的に考えて、後に eK4

と合流出来ればと思う。	 

【香川大学】	 

	 １本化はしたいと思う。しかし時期早々のような気がするので、ペンディ

ングで結構かと思う。	 
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【愛媛大学】	 

	 今後検討していくということで良いと思う。	 

	 

【高知大学】	 

	 継続審議していきたい。	 

	 

【四国大学】【徳島文理大学】【高知工科大学】	 

	 特に異論は無い。	 

	 

●共同実施（知プラ e型）の枠組みの中での eK4 科目の運用について、検討

することは一度ペンディングにすることが了承された。知プラ eの方で共同

実施のモデルが固まってきたら議論を再会する。それまでは一度企画委員会

の議題からは外すことになった。	 

	 

議題（３）単位互換科目の受入れを増やすための対応策	 

	 単位互換の受入れを増やすための対応策について、議題資料３の①〜⑥の

説明が林事務局長からあった。	 

	 

（林事務局長）	 

	 ①、②については、鳴門教育大学、愛媛大学の学内での問題であるので企

画委員会で検討を進めることは難しい。	 

	 ③については、香川大学で対応を進めているところである。	 

	 ④については、高知工科大学から案を出してもらうことになっている。	 

	 ⑤、⑥については、各大学で持ち帰って検討して頂きたい。	 

	 

	 各大学から以下の意見があった。	 

	 

【徳島大学】	 

	 議題資料３の内容について、継続審議していくことは承知した。	 

	 ⑤の人数制限については、担当教員のケースバイケースになるので、個々

の対応になると思う。科目が増えていくと個々対応が非常に煩雑になってく

ると思う。しかし、実際、科目を担当している教員から多く受入れてもいい

という意見も出ている。	 

	 

【鳴門教育大学】【四国大学】【愛媛大学】	 

	 ⑤、⑥について、本学に持ち帰り検討する事について承知した。	 

	 

【香川大学】	 

	 ③については、対応を進めているので、是非、受入れ大学は学生に履修を

勧めて頂きたいと思う。	 

	 ⑤、⑥についても、学内で検討していきたいと思う。しかし本学の場合、

本学の eK4 組織内だけでは検討は出来ない。全学科目委員会等に挙げていく

必要があると思う。特に⑥はそうである。	 

	 現在、本学ではオムニバスの四国学３科目を提供しており、連携大学学生

を最大７０名受入れられることになっている。しかし、実際のところ連携大

学の学生の履修は、合わせて十数名にしかならない。また、過去に高知大学

から 10 名以上の履修者がいることを相談されたときに、本学の担当教員が

１大学 10 名以上は受入れられないと、現場レベルでは上手く行かないケー

スもあった。徳島大学の金西先生の仰る通り、個々対応にならざるを得ない

と思う。	 

	 しかし、例えばある大学から 10 名以上の履修希望があり、その他の大学

は 10 名に満たない場合は、その余った枠で受入れてもらえる方法も考えて

いかなければならないかなと思う。	 

	 

【高知大学】【高知工科大学】	 

	 特に意見はない	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 ⑤、⑥については担当教員に依る所だと思う。よって統一は中々難しい気

がしている。	 

	 

（妻鳥委員長）	 

	 ④については、私から出た意見ですが、eK4 の単位互換科目に相当するよ

うな科目が連携大学のカリキュラムにあったりした場合、それを受入れられ

るような仕組みが必要と考えている。そういったことを考えると、各大学の

カリキュラム等を見ながら、受入れ可能な形での科目設計等を考えていかな

ければならないと思う。今のところ具体的な提案はまだ固まっていない。	 

	 

●⑤、⑥について、各大学で持ち帰り検討することが了承された。	 

	 

議題（４）H26 年度第 2 回運営委員会、外部評価委員会について	 

	 H26年度第２回運営委員会および外部評価委員会の議題資料について林事

務局長から説明があった。	 

	 

（林事務局長）	 

	 外部評価委員から eK4 の説明は短めにして、審議の時間を多く取って欲し

いという意見があったので、説明は短めに終わらそうと思う。	 

	 

	 鳴門教育大学から以下の質問があった。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 運営委員会の「議題（３）知プラ e開講科目について」は、今回の企画委

員会の議題１、２に関係すると思う。しかし、議題２については検討をペン

ディングにする事になった。このことについて、どのように運営委員会で諮

られるのか。その他の部分は問題ないと思う。	 

→（林事務局長）	 

	 この運営委員会の議題３については、今回の議題１にあたる部分のみを諮

る。議題２については当初から議題に挙げない予定である。	 

→（宮下先生）	 

	 知プラ eに eK4 から科目提供を依頼するとして、単位互換か共同実施かと

いう部分を触れないで運営委員会で説明されるのか。	 

→（林事務局長）	 

	 知プラ e開講科目を提供して頂くときは、単位互換で対応してもらう。も

し、運営資料で補足の説明が必要な場合は、修正する。	 

→（宮下先生）	 

	 補足はなくても良い。	 

	 

●各委員会の議題資料について、企画委員会で承認された。	 

	 

議題（５）事業報告シンポジウム（実施方法）について	 

	 香川大学村井委員から事業報告シンポジウムについて説明があった。	 

	 事業報告シンポジウムの実施方法について、各大学から特に意見はなかっ

た。	 

	 

●事業報告シンポジウムの実施方法について、企画委員会で了承された。	 

	 

議題（６）その他	 

	 各大学からその他の議題提案はなかった。	 
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報告（１）H27 年度 eK4 単位互換科目の受入れ調査について	 

	 H27年度 eK4単位互換科目の受入れ調査について林事務局長から報告があ

った。	 

	 

	 

報告（２）その他	 

	 その他の報告は特になかった。	 

	 

●次回（H27 年４月開催）は事務局で日程調整する。	 
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運営委員名簿	 

平成 26 年 10 月現在	 

運営委員名簿	 

藤井	 宏史	 香川大学	 会長	 理事・副学長（教育担当）	 

深見	 公雄	 高知大学	 副会長	 理事（教育担当）・副学長	 

高石	 喜久	 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）	 

山本	 長彦	 愛媛大学	 理事・副学長（教育担当）	 

川本	 幸彦	 四国大学	 副学長	 

千田	 彰一	 徳島文理大学	 副学長	 

磯部	 雅彦	 高知工科大学	 副学長・教育本部長	 

eK4運営委員会
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第 1 回運営委員会	 議事次第	 

	 

平成 26 年度第１回運営委員会	 議事次第	 

	 

	 

	 	 	 日時	 	 平成 26 年 9 月 5 日（金）10 時～	 

	 	 	 （MCU 利用のテレビ会議システムによる）遠隔会議	 

	 

	 	 	 1.開会	 	 藤井会長挨拶	 

	 

	 	 	 2.議題	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 平成 27 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)	 知プラ開講科目の取扱について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (議題資料 2)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 外部評価委員会の開催方法について	 	 (議題資料 3)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 その他	 

	 

	 	 	 3.報告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 共同研究シンポジウムについて	 	 	 	 	 	 	 (報告資料 1-1、1-2)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (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)	 H26 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	 

	 

	 	 	 資	 料	 

	 	 	 議題資料 1	 H27 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	 知プラ開講科目の取扱に関して	 

	 	 	 議題資料 3	 e-Knowledge コンソーシアム四国外部評価委員会規則	 

	 	 	 報告資料 1-1JMOOC と eK4	 

	 	 	 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	 H26 単位互換科目_現状報告	 

	 	 	 参考資料 1	 H26 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画	 

	 	 	 関係資料	 	 eK4	 News	 Letter	 

	 

	 

	 

平成26年度　第１回運営委員会
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! "!

平成 !"年度 #$%&'()#*+# コンソーシアム四国,

事業実施計画（案）,

平成 #$年 %月 #&日!

'()事務局!

!

!

① 教養教育（四国学）および専門教育コンテンツの活用!
!

これまでと同様に、四国学の '*+',-./.0 コンテンツを連携大学の教養教育科目として活用する。

また、学際科目の '*+',-./.0 コンテンツを連携大学の教養教育科目または専門科目として活用す

る。これらのコンテンツ配信には各連携大学の +12を利用する。!

!

②! '*+',-./.0コンテンツの開発!
!

これまでと同様に、'*(.345'60' コンソーシアム四国に提供する四国学や学際科目の '*+',-./.0

コンテンツを開発する。!

!

② ! 事業報告シンポジウムの開催（平成 #7年 #月または 8月）!
!

平成 #&年度の事業内容を広く公開するために、事業報告シンポジウムを開催する。!

!

④! 共同研究シンポジウムの開催!
!

企画委員会が中心となり、共同研究シンポジウムを開催する。!

!

⑤! 四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信!
!

企画委員会が中心となり、999、メールマガジン、ニュースレターにより四国学を通じた四国の

魅力を全国へ発信する。!

!

⑥! 外部評価委員会の開催（平成 #7年 #月または 8月）!
!

外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専門分野の活動計画とその達成度を評

価する。それぞれは、:;<=サイクルを基本に１年間を１サイクルとして評価を実施する。!

!

⑦! 著作権処理の共同対応の検討!
!

著作権処理に関して、個々の大学で対応するのでなく、ＷＧを立ち上げるなどして、'()全体とし

て対応できる体制の整備を検討する。!

!

!

!

!
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! "!

その他（各連携大学が個別対応で取り組む項目）!

!

（徳島大学）! 特になし!

!

（鳴門教育大学）! 特になし!

!

（香川大学）! 特になし!

!

（愛媛大学）! 特になし!

!

（高知大学）!

高知大の取り組みとして，二件のオープンコンテンツを作成する。!!
! 「"#$"%&'(')!コンテンツを作成する上での著作権に関するコンテンツ（案）」!（タイトル未定）!!
! 「サイエンスリテラシーの化学」（自然分野教養科目）!
!

（四国大学）! 特になし!

!

（徳島文理大学）! 特になし!

!

（高知工科大学）! !

$"%&'(')!*%'%)"+"',!-./,"+をはじめとするシステムにおいて、学習者・授業!担当者・運用担当者に
とって利便性の高い拡張モジュールの検討を行う。!!
!

!
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平成 26年 8月 5日 
 

知プラ開講科目の取扱に関して 
 
1.知プラ科目は eK4 参加大学でも履修できるという申し合わせみたいなものがあればやりやす

いのではないか。（徳島大学意見） 

 

第２回議事録抜粋 

 

【徳島大学】 

 徳島大学では知プラで提供する科目も eK4で連携している大学様全員に使って頂けた方がいい

のではないかという意見は出ている。実際にどのようにやるかというところはまだ進められてい

ないが、前回の議事録にもあるように、知プラ科目は eK4参加大学でも履修できるという申し合

わせみたいなものがあればやりやすいのではないかと思っている。 

 

→（妻鳥委員長） 

林先生、知プラと eK4は明確に分けた方が事業を推進する立場としてはよろしいのか。 

 

→（林事務局長） 

大学連携 e-Learning教育支援センター四国のセンター長として発言をさせていただくが、補助

金をいただいているので、事務的な観点からは分けた方がいいと思う。 

 

 

2. 「知プラ向けに準備する科目が自動的に eK4でも活用される 」ということを実際にやろう

とした場合、知プラは共同実施、eK4は単位互換という仕組みが違うところをどう考えればよい

のか。（鳴門教育大学意見） 

 

第２回議事録抜粋 

 

【鳴門教育大学】 

鳴門教育大学 宮下の個人的な考えだが、徳島大学のご意見と大体同じように考えている。 

現実問題として、eK4に対応するのと知プラに対応するのと両方やるのは少ししんどいところが

あって、知プラ向けに準備する科目が自動的に eK4でも活用されるというかたちが取れると現実

的にはやりやすいと考えるが、実際にやろうとした場合には知プラは共同実施、eK4は単位互換

というところでちょっと仕組みが違うというところをどう考えればよいのか。 

いずれにしても、別々に二本経て走らせるというのはなかなか負担感のあることだと思っている

ので、合流させていければと思っている。 

 

→（妻鳥委員長） 

eK4と知プラの方とでどちらがどちらというわけでもなく、対応としては同じような対応で別々

にうまくすみ分けられるような仕組みができるといいなとは思う。 

 

議題資料 2 
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第２回議事録抜粋!

!

【香川大学】!

香川大学も基本的には、香川大学から提供する "#$"%&'(')科目は "*+と知プラ両方にそのまま

提供できることがいいのかなという風に考えている。単位互換と共同実施の問題点はあるが、そ

こは ,つの視点で考えなければいけないのかなと思っている。-つ目は学生の視点、.つ目は担

当教員の視点、,つ目は事務処理の視点、その ,つがあります。大体の発言をさせていただける

のであれば、双方が同じような仕組みになるのが一番いいのだろうなとは個人的には思っている。!

まずは、単位互換にしろ共同実施にしろ、学生にとって履修できる体制は最低限確保しないとい

けないと考えている。!

!

→（妻鳥委員長）!

事務手続きに関しては単位を出すという意味でも、少なくとも教員や事務は、手続は別の対応を

せざるをえないと思うが、少なくとも学生から見たときに、"*+だの知プラだの意識できるのが

望ましいと思うが、どちらも同じように履修できるような仕掛けになるといいのではと個人的に

思う。!

!

!

,/国立 0 大学は知プラに - 本化するよう連携し、知プラの事務と "*+ の事務の間で単位互換の

協定を結び、私立 , 大学は "*+ で知プラの科目を単位互換で取るようにできたらいいのではな

いか。（高知大学意見）!

!

第２回議事録抜粋!

!

【高知大学】（立川委員）!

0大学には知プラに -本化するような感じで連携し、知プラの事務と "*+の事務の間で単位互換

の協定を結び、"*+に参加している残りの ,大学は "*+で知プラの科目を単位互換で取るように

できたらいいのではないか。!

!

→（林事務局長：知プラセンター長として）!

今立川先生がおっしゃった通りでいいと思う。細かな実装については詰めるところがあるのかな

と思うが、基本的にそうなると思っている。ゆるやかにそういう合意が取れつつあると思うが、

それをきちんとした合意にするのがこの議題だと思うし、また "*+側から明確に知プラ側にこう

して欲しいという依頼を出すフェーズに移っていくのだと思っている。!

!

【高知大学】（立川委員）!

そういう方向で動いていただけると、こちらも手続とか色々楽になりますので、その方がいいか

なと思います。!

!

108



!

!

!"#$%&'!()!コンソーシアム四国外部評価委員会規則*
*

（平成 +,年 ,月 -+日）*
* *
（趣旨）*
第１条! この規則は、!"#$%&'!()!コンソーシアム四国（以下「コンソーシアム四国」という。）規約第 -.
条の規定に基づき、外部評価委員会に関する必要な事項を定める。*

*
* （任務）*
第２条! 外部評価委員会は、次の各号に掲げる事項を評価する。*
* /-0! 事業推進への助言*
* /+0! 各取組の連携目標、実施目標、実施結果に対する評価*
* /.0! 評価結果に基づいた各取組に対する提言*
* /,0! 次年度計画に対する評価*
* /10! その他本事業の評価に関すること。*
*
* （組織）* *
第３条* ! 外部評価委員会の委員は、コンソーシアム四国の役員及び職員以外の学識経験者から、コンソーシ
アム四国の会長が委嘱する。*

+! 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。*
/-0 *役員! コンソーシアム四国規約第 2条に規定の者*
/+0 *職員! コンソーシアム四国規約第-3条から第-+条に規定の委員会及びその分科会の構成員並びに事*
務局長並びに会員組織のコンソーシアム四国事務担当者! ! *

*
* （委員長）*
第４条! 外部評価委員会に委員長を置き、委員の互選とする。*
*
* （任期）*
第５条* ! 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。* *
*
* （実施方法）*
第６条! 原則として年１回、外部評価委員会の開催又は書面審査（メール会議などを含む）で行う。*
*
* （評価結果の公表）*
第７条! 外部評価報告書を作成し、コンソーシアム四国のウェブサイト等で学内外に公表する。*
*
* （事務）* *
第８条! 外部評価委員会の事務は、当分の間コンソーシアム四国事務局が担当する。* *
*
* （その他）*
第９条! この規則に定めるもののほか、外部評価委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定め

る。* *
*
*
* * * 附! 則*
! この規則は、平成２４年４月１２日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。*
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!"#$%&%#

「JMOOCとeK4」参加者数

大学名 参加者数

徳島大学 ９名

鳴門教育大学 ６名

香川大学 ２８名

愛媛大学 ５名

高知大学 ６名

四国大学 1名

徳島文理大学 ４名

高知工科大学 1名

計 ６0名

※遠隔会議システムで８大学を中継し、Ustreamによるネット配信も実施した。
Ustreamへの同時アクセスは、最大6名程度あった。
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H26年度前期　単位互換科目履修状況

開講大学 科目種別 科目名 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 合計 自校 自校以外
香川大学 四国の歴史と文化 ! ! "!# ! $ ! ! ! ""% "!# $
鳴 門 教 育 大
学

阿波学&地域文化
研究- (注2)

! $' ! ! ! ! ! ! $' $' !

徳島文理大 四国学B 地方政府論 (注2) ! ! " ! ! ! () ! (% () "
香川大学 学際科目A コンピュータと教育 ! ! ""' ! * ! ! ! "++ ""' *
徳島文理大 学際科目B 情報社会論 (注2) " ! + ! ! ! #+ ! #% #+ *

" $' +*! ! "! ! ")( ! )(( )%+ ")
! $' ++$ ! ! ! ")( ! )%+
" ! * ! "! ! ! ! ")

＊注2については、自校学生に対しては通常の対面講義で行われた。

H26年度後期　単位互換科目各大学受け入れ状況

履修者

合計
合計（自校の科目履修）

合計（自校以外の科目履修）

四国学A

報告資料!"

開講大学 科目 区分 開講学期 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

知の探訪※ 学際科目A 後期 × ×
（知プラとして受入）

× ×
（知プラとして受入）

× ○ ×

地震・火山災害を防ぐ※ 学際科目A 後期 × ×
（知プラとして受入）

× ×
（知プラとして受入）

× ○ ×

気象災害を防ぐ※ 学際科目A 後期 × ×
（知プラとして受入）

× ×
（知プラとして受入）

× ○ ×

モラエスの徳島-グローバリズムと異
邦人-※

学際科目A 後期 × ×
（知プラとして受入）

× ×
（知プラとして受入）

× ○ ×

四国の地域振興 四国学A 後期 ○ × ○ ○ × ○ ×

四国の自然環境と防災 四国学A 後期 ○ × ○ ○ × ○ ×

情報のいろは※ 学際科目A 後期 ×
（知プラとして受入）

× × ×
（知プラとして受入）

× ○ ×

地域コンテンツと知財管理※ 学際科目A 後期 ×
（知プラとして受入）

× × ×
（知プラとして受入）

× ○ ×

香川を学ぶ※ 四国学A 後期 ×
（知プラとして受入）

× × ×
（知プラとして受入）

× ○ ×

高知大学 流れと波の災害 学際科目A 後期 ○ × ◯ × × ○ ×

※H26年度後期は、国立５大学に対して知プラで開講。

平成26年度後期単位互換科目受け入れ表

単位互換科目として受け入れの可否

徳島大学

香川大学
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第 1 回運営委員会	 議事録	 

	 

平成 26 年度第１回運営委員会	 議事録

	 

	 	 日	 時：平成 26 年９月５日（金）10：00～11：00	 

	 	 場	 所：テレビ会議システムを利用した遠隔会議	 

	 	 出席者：【司会】林敏浩	 （香川大学）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 １開会	 藤井会長挨拶	 

	 	 ２議題	 (1)	 平成 27 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)	 知プラ e 開講科目の取扱について（議題資料２）	 

	 (3)	 外部評価委員会の開催方法について（議題資料３）	 

	 (4)	 その他	 

	 	 ３報告	 (1)	 共同研究シンポジウムについて（報告資料１−１、１−２）	 

	 (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)	 H26 年度単位互換科目の現状報告について（報告資料３）	 

	 (4)	 その他	 

	 	 ４閉会	 深見副会長挨拶	 

	 

	 	 資料	 

	 	 	 運営委員名簿	 

	 	 	 議題資料１．H27 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．知プラ e開講科目の取扱について	 

	 	 	 議題資料３．e-Knowledge コンソーシアム四国外部評価委員会規則	 

	 	 	 報告資料１-１．「JMOOC と eK4」ポスター	 

	 	 	 報告資料１-２．「JMOOC と eK4」参加者数	 

	 	 	 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．H26 単位互換科目_現状報告	 

大学	 出席者	 陪席者	 

徳島大学	 高石喜久	 

	 

金西計英	 	 川野晋資	 
高橋暁子	 	 吉岡茂夫	 

荒木秀夫	 	 伏見裕子	 

	 	 	 	 	 	 吹田真穂	 

鳴門教育大学	 西園芳信	 宮下晃一	 	 戸田陽介	 
藤原伸彦	 	 内海美佐緒	 

竹口幸志	 	 山川ユミ	 

	 	 	 	 	 	 石内久次	 

香川大学	 藤井宏史	 林敏浩	 	 	 植田めぐみ	 
村井礼	 	 	 金山まい	 

	 	 	 	 	 	 裏和宏	 

	 	 	 	 	 	 久保まゆみ	 

愛媛大学	 松本長彦	 古賀理和	 	 矢野博子	 
仲道雅輝	 

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	 －	 山本耕司	 	 戸川聡	 

徳島文理大学	 千田彰一	 川村恭平	 	 武市久恵	 

山城新吾	 	 	 

高知工科大学	 －	 妻鳥貴彦	 	 吉田真一	 
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１開会	 

藤井会長挨拶	 

	 本日は大変お忙しい中、平成26年度eK4第１回運営員会にお集まり頂き、

誠にありがとうございます。本事業は、「四国の地域づくりを担う人材育成」

を目的として、平成 20 年秋に設立され、今年で丁度７年目になります。平

成 22 年度に補助金が終了して、４年目になります。厳しい予算の中で、着

実に実績を上げて来ていると思っています。これも偏に事務局並びに連携大

学の先生方、職員の皆様のご協力のおかげだと思っています。	 

	 四国の国立５大学が連携して、「e-Knowledge を基盤とした大学連携によ

る大学教育の共同実施」ということで、平成 25 年度からプロジェクトが開

始しております。そのプロジェクトが採択されたことも eK4 の実績があった

からこそのことだと思っています。また eK4 の様々な活動が、５大学連携の

共同実施に対してもいろんな形で反映していると思っています。	 

	 今後厳しい予算が続きますが、eK4 の活動を着実に進めて参りたいと思い

ます。引き続き、ご支援・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。	 

	 

２議題	 

議題（１）平成 27 年度以降の事業実施計画について（議題資料１、参

考資料）	 

	 平成 27 年度	 eK4 事業実施計画（案）について、林事務局長から説明があ

った。	 

	 

	 これについて、高知大学から以下の質問があった。	 

【高知大学】（立川企画委員）	 

	 議題資料１「各連携大学が個別対応で取り組む項目」（2ページ目）につ

いて、高知大学の項目で「サイエンスリテラシーの科学」を記載しているが、

この科目は、知プラ eの方で今年度後期から単位互換で開講する科目である。

しかし、コンテンツ自体はオープンコンテンツにしたいと考えている。よっ

て、この eK4 事業実施計画（案）に記載したが、これについては、特に問題

ないか。	 

→（香川大学	 林事務局長）	 

	 事業実施計画（案）としては特に問題ないと考えている。また、何か問題

が出てきたときにはケースバイケースで対応することになると思う。	 

	 

●平成 27 年度 eK4 事業実施計画は、運営委員会で承認され、確定した。	 

	 平成 27 年度 eK4 事業は、この事業実施計画に従って運営していく。また、

この事業実施計画については、平成 27 年３月に開催される外部評価委員会

で評価されることになっている。	 

	 

議題（２）知プラ e の開講科目の取扱について（議題資料２）	 

	 知プラ eの開講科目の取扱について、林事務局長から説明があった。	 

（香川大学	 林事務局長）	 

	 議題資料２「知プラ e開講科目の取扱に関して」は、今までに企画委員会

で審議され、そこで出た各大学の意見を簡単にまとめた資料となっている。	 

	 現在、知プラ e科目を eK4 の方でも単位互換させてもらっているが、明確

にそうさせてもらうと決めているわけではない。緩やかにこういった運用が

なされている状況である。	 

	 これに対して、今後どのように進めていくのかということで、これまでに

企画委員会で２回議論した。そこで各大学からいろいろな意見をいただいた。

どういう風に進めていくのか、今後も知プラ e科目をそのまま eK4 でも使え

るように話を進めてほしいといった意見があった。また、知プラ e科目を提

供している大学では、学生にも分かりやすい仕組みにしなければならないと

いった意見があった。このように説明が曖昧なのは、まだ企画委員会で議論

している途中だからである。この議題については、企画委員会でこのような

議論がされているという半分報告である。	 

	 また今後の方針としては、企画委員の正副委員長で一度集まって、一つの

方針を出し、それをもとに企画委員会で議論を進めていく。そして、最終的

な案を運営委員会に挙げていくといった流れを考えている。やや曖昧ではあ

るが、こういう流れで進んでいることをご理解いただきたい。さらにもう一

点、現在知プラ e科目が eK4 でも利用できるようになっているが、明確にそ

うできると決まっている訳ではないということをこの場で情報共有してお

きたい。	 

	 この議題は、こういった状況の報告と、運営委員から何か意見があれば、

それを企画委員会に持ち帰り議論していくために挙げさせてもらった。これ

に関しては、比較的自由な意見で結構なので、ご発言いただければと思う。	 

	 

	 各大学から以下の意見があった。	 

【徳島大学】（金西企画委員）	 

	 議題資料２のある通りである。知プラ eと eK4 が共同実施と単位互換で運

用方法が違うは理解している。しかし人的リソースのこともあるので、知プ

ラ eと eK4 のそれぞれに別途コンテンツを作成するのは、中々難しい。今す

ぐというわけではないが、コンテンツ関しては、なるべく、知プラ eと eK4

の両方で使えるようにした方が負担が減るので、ご検討頂きたい。	 

	 

【鳴門教育大学】（宮下企画委員）	 

	 徳島大学の意見の通りだと思う。	 

	 

【香川大学】	 

	 本学としても、同様の考えである。企画委員会で引き続き、ご検討頂けれ

ばと思う。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 まず、最初に確認したいが、知プラ e科目は、国立５大学で共同実施とい

うことになっていると思うが、これは各大学が自大学の科目として開講する

という理解でいいか。	 

→（香川大学	 林事務局長）	 

	 その通りである。	 

→【愛媛大学】	 

	 そうすると、eK4 の公・私立３大学は、共同実施で開講する大学と単位互

換という形で開講する、eK4 ではそのような枠組みを現在検討されていると

いうことか。	 

→（香川大学	 林事務局長）	 

	 はい。あくまで開講するのは、その大学であり、他大学からは科目等履修

生という形で受講することになっている。	 

→【愛媛大学】	 

	 そのように進めて頂ければ、知プラ eとの差別化が出来ると思う。	 

	 

【高知大学】	 

	 基本的には先ほど林事務局長の説明にあったように、企画委員会でご検討

いただいているということなので、それで結構である。	 

	 しかし、先ほどの議題１や後の議題にも関係する問題だが、せっかく良い

コンテンツを提供して頂いているが、自大学以外の学生の履修状況が、相変

わらず芳しくない。知プラ eとか eK4 とか区別するのではなく、提供頂いて

いるコンテンツを、出来るだけいろいろな大学の学生が視聴できるような方

向で議論して頂きたいと思う。そうでなければ、もったいない気がする。	 

→（香川大学	 林事務局長）	 

	 ご意見ありがとうございます。	 

	 特に、履修者の問題は、長く議論されているが、なかなか増えない状況で

ある。知プラ eの方でもこれに関して、検討を進めているところである。eK4

としても単位互換という、少し学生にとってはやりにくいところではあると

思うが、そういったハードルを越えながら、どういった手が打てるのか企画

委員会で検討を進めていきたいと思う。因みに企画委員会でもこの問題は継

続議題として進めている。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 本学の場合は、コンテンツを利用させて頂く立場だと思うが、せっかく非

常にいい内容のコンテンツを提供して頂いているので、もう少し学生がアク

セスしやすい仕組みを設けて頂ければと思う。	 
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【高知工科大学】（妻鳥企画委員）	 

	 頂いたご意見をもとに、改めて企画委員会で検討を進めていきたい。	 

→（香川大学	 林事務局長）	 

	 企画委員長である妻鳥先生にハンドリングをお願いする。	 

	 

●知プラ e開講科目の取り扱いについて、企画委員会で引き続き対応を進め

ていくことになった。	 

	 特に履修者にとって分かりやすい形で提供でき、履修者もきちんと増やせ

るよう企画委員会で検討する。	 

	 

議題（３）外部評価委員の開催方法について（議題資料３）	 

	 外部評価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	 林事務局長）	 

	 外部評価委員会の開催方法について、ある外部評価委員から、なぜ遠隔会

議で開催するのか、対面会議でやるべきなのではという意見をいただいた。

こういった経緯があったことをまず報告する。	 

	 eK4 のこれまでの対応として、補助金が終了してからは、こういった会議

は基本的に遠隔で進めている。また外部評価委員、シンポジウム等の招待講

演の講師にも謝金が払えない状況である。その辺の予算措置を全くとってい

ないということで、いろいろ工夫しながら進めているところである。	 

	 今回こういった意見があったので、当該外部評価委員には、まずそういっ

た事情を説明させてもらった。また企画委員会で、今年度の外部評価委員会

は遠隔で実施するということを決めさせてもらった。ただし、この外部評価

委員会の様々な問題点に関しては、外部評価委員会規則第９条にあるように

「外部評価委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。」

ということになっている。これは運用についてのケースバイケースの対応も

含んだことだと理解している。今回はこれに該当すると思うので、企画委員

会で大まかに対応させてもらったが、この対応について運営委員会で了承を

得る必要があると考えている。よって、今回議題として挙げさせてもらった。	 

	 まとめると、ある外部評価委員から外部評価委員会の対面での実施の要望

があった。これについては、従前通り遠隔会議での実施で進めることを原案

として進めさせてもらいたい。これは企画委員会で決めさせてもらった内容

である。これを運営委員会で追認していただければと思う。	 

	 

・原案：予算の関係で外部評価委員会は原則として遠隔会議で行う。	 

	 

これについて、各大学から以下の意見があった。	 

【徳島大学】【鳴門教育大学】【香川大学】【高知工科大学】	 

	 事務局提案に異論はない。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 細かいことだが、運営委員会で決定されることが、既に企画委員会で決定

されていることは、不自然だと思った。	 

	 一つ確認させて頂きたいが、外部評価委員から対面できちんと開きたいと

いうご意見があり、企画委員会で議論されたと思うが、どういった議論がな

されたのか。	 

→（香川大学	 林事務局長）	 

	 まず、企画委員会である外部評価委員からこのような意見があったことを

報告した。	 

	 これに関して、当該外部評価委員の選出大学にどのような状況かという確

認をするため、事務局とその大学とで相談させて頂くことを、企画委員会に

持ち帰って審議し、企画委員会で了承を得た。	 

	 その次のステップとして、事務局と選出大学の方で相談し、先ほど説明し

た予算等の理由で、基本的には外部評価委員会は遠隔会議で行うということ

で、当該外部評価委員には納得して頂くという方向で進めていた。	 

	 それをまた企画委員会に持ち帰り、こういう形で進めて良いか確認をとり、

了承して頂いた。	 

	 このように実際には深い議論がされたかというと、そうではなく、事務処

理的に対応したということが現状である。まず、ここまで事実確認というこ

とで報告させて頂く。	 

→【愛媛大学】	 

	 eK4 は運営経費が無いので、旅費等負担することが出来ず、実際に集まっ

て頂くことは難しいことは十分理解している。	 

	 しかし、外部評価委員に自費で集まっていただくことは可能だと思う。外

部評価委員に意思確認し、そこまでして対面でやらなくてもいいということ

であれば、それでも構わないし、自費ででも集まって対面でやろうというこ

とであれば、それで良いと思う。	 

→（香川大学	 林事務局長）	 

	 その通りだと思う。自費で集まって頂くことは特に問題ない。対面で来て

頂くことを否定している訳ではない。実際にこれまでも徳島県域の外部評価

委員が自費で香川大学に来て頂いたこともあった。	 

	 もう一点、自費について、外部評価委員に確認したのかというご意見だと

思うが、それに関しては曖昧な状況である。	 

→【愛媛大学】	 

	 我々は外部評価委員に評価して頂く立場なので、外部評価委員会をどうい

う開催方法で実施するかに関しては、我々からこういった方法で開催してく

ださいということを押し付けるのはあまり良くないと思う。先ほど申し上げ

たように、実際に旅費等は負担できないが、どうですかということを外部評

価委員に伺った上で、開催方法を決定するという方が良いのではないかと思

う。	 

→（香川大学	 林事務局長）	 

	 実際にはそういった形で緩やかに運用して、外部評価委員会は遠隔で実施

することで進めていた。外部評価委員の先生には、対面で開催することを拒

否している訳ではないこと、また予算の関係で手弁当にはなるが、それで来

て頂くことには特に問題はないということを事務局レベルで説明しようと

思うが、それでいかがか。	 

→【愛媛大学】	 

	 そういう方向で良いと思う。実際の運営は事務局にお任せしたい。	 

	 

【高知大学】	 

	 外部評価委員会のあり方については、eK4 外部評価委員会規則	 第９条	 

「この規則に定めるもののほか、外部評価委員会の運営に関し必要な事項は、

運営委員会が別に定める。」ということになっている。最終的には運営委員

会が責任を持つと思うが、細かなことに関しては、企画委員会で議論して頂

いてから運営委員会に挙げて頂ければ良いと思う。今までのやりかたで良い

かと思う。	 

	 外部評価委員会の開催方法については、旅費や、各外部評価委員のご都合

を考えれば、特に外部評価委員からどうしても対面でやりたいという強い要

望が無い限り、今まで通りの実施方法で、まず書類を審査して頂いて、何か

ご意見があれば、外部評価委員会の中で意見を頂くということで私はいいと

思う。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 昨今は法人やその他で外部評価委員会を置くことが、当たり前のようにな

ってきているが、何をどのように評価して頂くかがあってのことだと思う。

書類審査等で何か問題が出てくることがあれば、集まって頂くことも必要に

なってくるかと思う。そうなった場合のルールを予め作っておかなければな

らないと感じた。ただ、この事業に関しては予算的な問題があるので、制約

が非常に多くなると思うが、それは委員の先生にその旨をご了解頂いている

ことが前提であると思う。	 

	 

（香川大学	 林事務局長）	 

	 今後の対応としては、愛媛大学の意見も踏まえ、対面での会議を否定する

ことはないということを、誤解無く外部評価委員にお伝えし、予算はないの

で旅費等は自費となるが、それでも来られるということであれば、対面での

開催ということで進める。	 

	 

●このことについて、方針を一度企画委員会で再度確認することになった。

企画委員会で方針を決めた後、運営委員会にはメールで報告する。場合によ

っては、運営委員会で審議してもらう。	 
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	 特にこの方針について各大学からは意見はでなかった。	 

	 

議題（４）その他	 

	 副会長の任期について、林事務局長から説明があった。	 

（香川大学	 林事務局長）	 

	 eK4 の規約上、会長・副会長の任期は 2年となっている。それが、事務局

の不手際で曖昧な状況のまま進んでいたので、今回、高知大学から指摘を受

けた。	 

	 先日、副会長である深見先生とお会いし、話をさせてもらった。今年度い

っぱいは深見先生に副会長をお願し、次年度は新しい副会長を選出する形で

進めさせて頂きたいと思う。これを事務局の対応原案として提案させて頂く。	 

	 

・事務局原案：H26 年度末までは深見先生に副会長をお願いし、H27 年度は

新しい副会長を選出する。	 

	 

【高知大学】	 

	 今年度いっぱいは引き受けさせていただく。来年度は別の大学の先生にお

願いしたいと思う。	 

	 

事務局原案に対して、各大学から特に異論は出なかった。	 

●事務局原案で進めることが了承された。	 

	 

（香川大学	 林事務局長）	 

	 副会長の選出について、前回は会長からの指名で進めていたと思う。前の

ことなので、規程や申し合わせを再度確認して、進めていく。この件につい

ては事務局でハンドリングして運営委員会にご連絡、ご審議して頂くことに

なると思うのでよろしくお願いしたい。	 

	 

この方針について各大学からは特に意見は出なかった。	 

	 

（香川大学	 林事務局長）	 

	 最後になりましたが、本件について、本来なら事務局がきちんと掌握して

動かなければならない案件でしたが，それが出来ていなかったこと、深見先

生にはお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。	 

	 

３報告	 

報告（１）共同研究シンポジウムについて（報告資料１-１、１-２）	 

	 共同研究シンンポジムについて、林事務局長から報告があった。	 

	 

（香川大学	 林事務局長）	 

	 共同研究シンポジウムについて、これまでは３月に開催される事業報告シ

ンポジウムの１セッションとして実施していたが、それで本当にシンポジウ

ムなのかという意見があった。そこで、今年度は事業報告シンポジウムとは

独立させて実施するということで、企画委員会を中心に企画させてもらった。	 

	 報告資料１−１、１−２にあるとおり、７月 14 日に共同研究シンポジウム

「JMOOC と eK4」を開催した。シンポジウムでは MOOC の状況について、また

日本の JMOOC の動きについて説明をいただいた。eK4 の方からは eK4 の取り

組みについて説明し、eK4 と JMOOC がどのように連携していける可能性があ

るかパネルディスカッションを行った。そのときの参加者数は全大学あわせ

て 60 名であった。シンポジウムとしては盛況であったと思う。	 

	 また大学 ITC 推進協議会の学術・情報コンテンツ共有流通部会と eK4 で連

携して、本日午後から共同研究シンポジウムを開催する。これについての資

料は用意していないが、ラーニングアナリティクス、いわゆる LMS などを利

用し、取得できる大量のデータをいかに活用するかに関して、情報提供ある

いはディスカッションできればと思う。大学 ITC 推進協議会からは放送大学

の山田先生、北海道大学の重田先生、京都大学の梶田先生が講演してくれる

ことになっている。	 

	 

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。	 

	 以下の開催概要で行う。	 

日時：平成 26 年 10 月 24 日（金）14：30〜16：00	 

場所：愛媛大学	 総合情報メディアセンター	 メディアホール	 

内容：海外事業に関わっている実務者（四経連会員企業）を講師として、海

外事業に携わる面白さや、海外事業の重要性・発展性等を四国の大学生に伝

える。	 

（講師：伊予銀行、三浦工業から派遣予定）	 

共催：香川大学、徳島大学、愛媛大学、高知大学、高知工科大学、松山大学、

鳴門教育大学、四国大学、徳島文理大学	 

	 

【愛媛大学】	 

	 特に意見はない。グローバルチャレンジセミナーについてはご協力お願い

したい。	 

→（林事務局長）	 

	 事務局としてもしっかりサポートしていきたいと思う。	 

	 

報告（３）H26 年度の単位互換科目の現状（報告資料３）	 

	 平成 26 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。	 

	 

	 高知大学から以下の意見があった。	 

【高知大学】	 

	 この報告資料３を見ると、単位互換科目の受け入れが、必ずしも多くない。

自大学以外の受講生を増やすことについて、単位互換科目として受け入れら

れないのに、学生が受講することはない。せめて eK4 で提供された科目は、

eK4 に参画している大学では、何らかの形で単位互換科目として受け入れる

ようにしない限り、自大学以外の受講生はなかなか増えないのではないかと

思う。これは eK4 全体としてちゃんと議論すべきことではないか。	 

	 もし、受け入れる科目の内容が、それぞれの大学でふさわしくない内容で

あるなら、それは科目をどのような方針で、コンテンツを作っていくかに関

わる問題である。その辺のところをちゃんと議論していかなければならない。

議題１の平成27年度eK4事業実施計画の①コンテンツの活用、②e-Learning

コンテンツの開発とあるが、いくらコンテンツが開発されても使われないよ

うであれば、もったいない気がする。ぜひ議論すべきではないかと思う。	 

→（香川大学	 林事務局長）	 

	 高知大学深見先生からいただいた意見は企画委員会に持ち帰り、具体的に

どういった対応をとっていくのか、議論していきたいと思う。	 

	 	 

●高知大学深見副会長から出た意見は、企画委員会で対応策の検討を進める

ことになった。	 

	 

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	 

	 eK4 副会長を務めている高知大学の深見です。審議事項、報告事項がいく

つかあり、途中でご意見がいくつか出されました。これについては eK4 全体

で検討して、来年度以降により良い状態で事業が続けていけるように努力す

べきことだと思います。私自身も努力していきたいと思っております。先ほ

どお話もありましたように、今年度で副会長が終わりということになります

が、引き続き運営委員会には出ますので、どうぞよろしくお願いいたします。	 
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第 2 回運営委員会	 議事次第	 

	 

平成 26 年度第 2 回運営委員会	 議事次第	 

	 

	 

	 	 	 日時	 	 平成 27 年 3 月 20 日（金）10 時～	 

	 	 	 （MCU 利用のテレビ会議システムによる）遠隔会議	 

	 

	 	 	 1.開会	 	 藤井会長挨拶	 

	 

	 	 	 2.議題	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 平成 26 年度の事業実施報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 (議題資料 1、別添資料 1,2,3)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 平成 27 年度の事業計画について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (議題資料 2、別添資料 4)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 知プラ e 開講科目の取扱について	 	 	 	 (議題資料 3)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 平成 27 年度以降の eK4 副会長について	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (5)	 その他	 

	 

	 	 	 3.報告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 単位互換科目の受入についての対応策	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (報告資料 1)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 平成 27 年度の単位互換科目について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (報告資料 2、3)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 平成 26 年度以降の外部評価委員について	 	 	 	 	 	 	 	 	 (報告資料 4)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 その他	 

	 

	 	 	 4.閉会	 	 深見副会長挨拶	 

	 

	 	 	 資	 料	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 運営委員・外部評価委員名簿	 

	 	 	 議題資料 1	 H26 年度	 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施報告	 

	 	 	 議題資料 2	 H27 年度	 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画	 

	 	 	 議題資料 3	 知プラ e開講科目の取扱について	 

	 	 	 別添資料 1	 H22～H26 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	 H26 年度 eK4 事業実施計画の達成状況	 

	 	 	 別添資料 4	 H27 年度 eK4 事業実施計画の詳細検討	 

	 	 	 報告資料 1	 単位互換科目の受入についての対応策	 

	 	 	 報告資料 2	 H27 年度 eK4 単位互換科目一覧	 

	 	 	 報告資料 3	 H27 年度 eK4 単位互換科目各大学受け入れ状況表	 

	 	 	 報告資料 4	 eK4 外部評価委員名簿（平成 26 年度以降）	 

	 	 	 関係資料	 	 eK4	 News	 Letter	 17 号	 

	 

	 

平成26年度　第２回運営委員会
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!

!

! "!

平成 !"年度 #$%&'()#*+# コンソーシアム四国,

事業実施報告（案）,

平成 #$年 %月 #&日!
'()事務局!

!
各大学の詳細は、別添資料 %（*#+年度 '()事業実施計画の達成状況）を参照のこと。!
!
① 教養教育（四国学）および専門教育コンテンツの活用!

!
四国学の ',-'./0102 コンテンツを連携大学の教養教育科目として活用した。また、学際科目の
',-'./0102コンテンツを連携大学の教養教育科目または専門科目として使用した。履修者数は別添
資料 "（*##～*#+年度実施科目の大学別の履修人数）を参照されたい。!
!

②! ',-'./0102コンテンツの開発!
!

',(0345'62'コンソーシアム四国に提供する四国学や学際科目の ',-'./0102コンテンツを開発し
た。コンテンツ数などは別添資料 #（*#"年度からのコンテンツ作成数と利用状況）を参照された
い。!
!

③! 事業報告シンポジウムの開催（平成 #$年 #月または %月）!
!

企画委員会でシンポジウム企画を行い、平成 #+ 年度の事業内容を広く公開するために、事業報告
シンポジウムを香川大学幸町キャンパス（香川県高松市）で平成 #$年 %月 #&日に開催する。!

!
④! 共同研究シンポジウムの開催!
!

企画委員会でシンポジウム企画を行い、以下の２つのシンポジウムをいずれも香川大学幸町キャン

パス（香川県高松市）で開催した。!
・平成 #+年 $月 ")日開催! 「7899:と '()」!
・平成 #+年 ;月 <日開催! ! !「'()共同研究シンポジウム／=>?@A,BC6#&")年度第 "回研究会」!

!
⑤! 四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信!
!

DDD、メールマガジン、ニュースレターにより四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信した。ニ
ュースレターは、現在（平成 #$年 %月 #&日時点）"$号までコンソーシアム *Eで発行・公開し
ている。メールマガジンは、毎月発行を継続している。また、DDDでは開講科目情報や各種イベ
ント情報などの発信を継続している。!

!
!
!
!
!

!
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!

! "!

⑥! 外部評価委員会の開催!
!

!
下記メンバ構成で、平成 "#年 $月 "%日に外部評価委員会を実施する。!
!
竹内守善! 地域振興アドバイザー! （外部評価委員長）!
神野! 明! 四国学院大学学長特別補佐!
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! 高知県立大学副学長!

!
⑦! 著作権処理の共同対応の検討!
!
! ! 今年度は著作権処理の方法を調査・整理できなかった。!
!
その他（各連携大学が個別対応で取り組む項目）!
!
（香川大学）!
・オープンコンテンツ化の検討!
「コンピュータと教育」については、オープンコンテンツ化を検討した。!
香川大学で開講されているオムニバス形式の四国学 $科目については、各コンテンツ担当教員・各コン
テンツ提供大学にオープン化の可否を調査した。!
【調査結果】!
$&コンテンツ中、可："$コンテンツ／否：'%コンテンツ／!
! ! ! ! ! ! ! ! !判断できない：'コンテンツ／手間・時間をかなり要する：'コンテンツ!
!
・人材育成に関わる新規事業の検討・実施!
人材育成に関わる検討を行ったが、報告できる程、検討に進展が得られなかった。!
!
（高知工科大学）!
())*+, の拡張モジュールに関し、質問機能や登録者への一括メール送信機能等、前年度に引続き、香
川大学と仕様の検討を行っている。!

!
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!

! "!

平成 !"年度 #$%&'()#*+# コンソーシアム四国,

事業実施計画,

平成 #$年 #月 #%日!

&'(事務局!

!

!

① 教養教育（四国学）および専門教育コンテンツの活用!
!

これまでと同様に、四国学の &)*&+,-.-/ コンテンツを連携大学の教養教育科目として活用する。

また、学際科目の &)*&+,-.-/ コンテンツを連携大学の教養教育科目または専門科目として活用す

る。これらのコンテンツ配信には各連携大学の *01を利用する。!

!

②! &)*&+,-.-/コンテンツの開発!
!
これまでと同様に、&)'-234&5/& コンソーシアム四国に提供する四国学や学際科目の &)*&+,-.-/

コンテンツを開発する。!

!

③! 事業報告シンポジウムの開催（平成 #6年 #月または 7月）!
!

平成 #$年度の事業内容を広く公開するために、事業報告シンポジウムを開催する。!

!

④! 共同研究シンポジウムの開催!
!

企画委員会が中心となり、共同研究シンポジウムを開催する。!

!

⑤! 四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信!
!

企画委員会が中心となり、888、メールマガジン、ニュースレターにより四国学を通じた四国の

魅力を全国へ発信する。!

!

⑥! 外部評価委員会の開催（平成 #6年 #月または 7月）!
!

外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専門分野の活動計画とその達成度を評

価する。それぞれは、9:;<サイクルを基本に１年間を１サイクルとして評価を実施する。!

!

⑦! 著作権処理の共同対応の検討!
!

著作権処理に関して、個々の大学で対応するのでなく、ＷＧを立ち上げるなどして、&'(全体とし

て対応できる体制の整備を検討する。!

!

!

!

!
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!

! "!

その他（各連携大学が個別対応で取り組む項目）!

!

（徳島大学）! 特になし!

!

（鳴門教育大学）! 特になし!

!

（香川大学）! 特になし!

!

（愛媛大学）! 特になし!

!

（高知大学）!

高知大の取り組みとして，二件のオープンコンテンツを作成する。!!
! 「パワーハラスメント防止基礎」!!
! 「教養の化学」（自然分野教養科目）!
!

（四国大学）! 特になし!

!

（徳島文理大学）! 特になし!

!

（高知工科大学）! !

"#$%&'&(!)$&$(#*#&+!,-.+#*をはじめとするシステムにおいて、学習者・授業!担当者・運用担当者に
とって利便性の高い拡張モジュールの検討を行う。!!
!

!
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!

知プラ !開講科目の取扱について"
"

平成 #$年 #月 %日"
!&'事務局長! 林敏浩"

"
主旨"
"
知プラ !科目を !&'科目として提供してもらえれば、!&'連携大学の学生にとって科目選択

の幅が広がりメリットがある。"
"
提案"
"
知プラ !科目を !&'科目として提供してもらうため、以下の手順で対応を進めることを提案
する、なお、!&'"会長から知プラ !基幹大学担当理事への依頼として考える。" "
【参考】両職とも香川大学の教育担当理事になるので実際は同じ"
"

() 事務局で知プラ !への依頼文書案作成"
#) 企画委員会で審議・了承"
%) 運営委員会で審議・了承"
') 知プラ!側に依頼文書を発送"

"
以上。"
"
※本資料は第５回企画委員会で合意を得た段階の内容を資料化したものである。"
"
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H22-H26年度実施科目の大学別の履修人数

平成22年度

開講大学 コンテンツ提供大学 科目名 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 合計 自校 自校以外

香川大学
徳島!"#香川!$#鳴門教
育(1)愛媛(1)四国(1)

四国の歴史と文化 % & '( & & "& ) ( "&) '( ("

香川大学
香川(7)高知(2)徳島文
理(3)

地場産業からみた四国の社会 ) & *) & & ' ( & +% *) ")

香川大学
徳島(2)香川(8)愛媛(1)
高知(1)徳島文理(1)

四国の自然環境と防災 " & ") " & & & ( ", ") *

"& & ")' " & "' + * ",% ")' )'

& & ")' & & & & & ")'

"& & & " & "' + * )'

開講大学 科目種別 科目名 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 合計 自校 自校以外
香川大学 日本古代の地域と人物 （注１） & & ""& & & * & & ""* ""& *
高知大学 流れと波の災害 (注2) & & & ( *$ & & & +" *$ (
徳島文理大学 地方政府論 (注2) & & & & & & %+ & %+ %+ &
香川大学 コンピュータと教育 & & ""* & & , & & "(" ""* ,
四国大学 情報ビジネス総論 & & & & & (' & & (' (' &
四国大学 実践知財管理論 & & & & & "( & & "( "( &
徳島文理大学 情報社会論 (注2) & & & & & & '& & '& '& &

& & ((* ( *$ +" "*+ & *," *+' ")

& & ((* & *$ *& "*+ & *+'

& & & ( & "" & & ")

＊注１については、同期型e-Learningで行われた。注2については、自校学生に対しては通常の対面講義で行われた。

平成23年度

開講大学 コンテンツ提供大学 科目名 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 合計 自校 自校以外

香川大学
徳島!"#香川!$#鳴門教
育(1)愛媛(2)四国(1)

四国の歴史と文化 & & ")' & "& " & ) "+( ")' "*

香川大学
香川(7)高知(3)愛媛(1)
徳島文理(3)

四国の自然と社会 & & "&) & & & & & "&) "&) &

& & (*" & "& " & ) (++ (*" "*

& & (*" & & & & & (*"

& & & & "& " & ) "*

開講大学 科目種別 科目名 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 合計 自校 自校以外
鳴門教育大学 地域社会研究 (注2) & +" & & & & & & +" +" &
徳島文理大学 地方政府論 (注2) & & & & & & %+ & %+ %+ &
香川大学 コンピュータと教育 " & $% & & & & & $, $% "
高知大学 流れと波の災害 (注2) & & " " $" " & & $* $" )
徳島文理大学 情報社会論 (注2) & & & & & & '& & '& '& &

" +" $, " $" " "*+ & )', )') *

& & $% & $" & "*+ & ))(

" & " " & " & & *

＊注2については、自校学生に対しては通常の対面講義で行われた。

2014/12/5更新

合計（自校の科目履修）

合計（自校以外の科目履修）

合計（自校の科目履修）

合計（自校以外の科目履修）

合計（自校以外の科目履修）

合計（自校の科目履修）

合計

合計

合計

四国学

学際的専門科目

平成22年度　四国学オムニバス科目　

平成23年度　四国学オムニバス科目　

合計（自校の科目履修）

合計（自校以外の科目履修）

四国学

学際的専門科目

履修者

平成23年度　四国学及び学際的専門科目 履修者

履修者

履修者平成22年度　四国学及び学際的専門科目

合計

2014/12/5更新

平成24年度

開講大学 コンテンツ提供大学 科目名 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 合計 自校 自校以外

香川大学
徳島!"#香川!$#鳴門教
育(1)愛媛(2)四国(1)

四国の歴史と文化 % % "&' " $ % ' % "() "&' "'

香川大学
香川(9)高知(2)徳島文
理(3)

四国の地域振興　 % % ")% " ) % % % ")* ")% *

香川大学
徳島!"#香川!$#愛媛!"#
高知(2)徳島文理(1)

四国の自然環境と防災 % % "'+ % ' % % % "'( "'+ '

% % ),( ' "* % ' % )*& ),( "$

% % ),( % % % % % ),(

% % % ' "* % ' % "$

開講大学 科目種別 科目名 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 合計 自校 自校以外
鳴門教育大学 阿波学 -地域文化研究-(注2) % *$ % % % % % % *$ *$ %
徳島文理大学 地方政府論 (注2) % % ' % % % (( % $% (( '
香川大学 コンピュータと教育 % % $( % & % % % "%* $( &
愛媛大学 未来可能性を創造するための学び " % + '' ( % " % ,( '' "+
高知大学 流れと波の災害 (注2) % % & % "%+ % % % "", "%+ &
徳島文理大学 情報社会論 (注2) % % ' % % % (" % (, (" '

" *$ ""* '' "'" % "&% % )(( )*) ,)

% *$ $( '' "%+ % "+$ % )*)

" % "& % "* % " % ,)

＊注2については、自校学生に対しては通常の対面講義で行われた。

平成25年度

開講大学 コンテンツ提供大学 科目名 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 合計 自校 自校以外

香川大学
徳島!"#香川!$#鳴門教
育(1)愛媛(2)四国(1)

四国の歴史と文化 % % "%% " "' % % % "", "%% ",

香川大学
香川(9)高知(2)徳島文
理(3)

四国の地域振興　 % % "() " ' % % % "(& "() ,

香川大学
徳島!"#香川!$#愛媛!"#
高知(2)徳島文理(1)

四国の自然環境と防災 % * $) % + % % % "%* $) ""

% * ,&( ' '% % % % )%* ,&( '&
% % ,&( % % % % % ,&(
% * % ' '% % % % '&

開講大学 科目種別 科目名 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 合計 自校 自校以外
鳴門教育大学 阿波学-地域文化研究- (注2) % &* % % % % % % &* &* %
徳島文理大学 地方政府論 (注2) % % % % % % &( % &( &( %
徳島大学 知の探訪 "$ % % % % % % % "$ "$ %
徳島大学 地震・火山災害を防ぐ（注2） )( % % % % % % % )( )( %
香川大学 コンピュータと教育 % % "%( " $ % % % ""( "%( "%
愛媛大学 未来可能性を創造するための学び % ' ' "% % % % % ") "% )
高知大学 流れと波の災害 (注2) % % ) % *% % % % *) *% )
徳島文理大学 情報社会論 (注2) % % ' % % % "%* % "%& "%* '

+& && ""+ "" *$ % "(, % *", )$, '%
+& &* "%( "% *% % "(, % )$,
% ' ( " $ % % % '%

＊注2については、自校学生に対しては通常の対面講義で行われた。

四国学

合計（自校の科目履修）

合計（自校以外の科目履修）

合計（自校の科目履修）

合計

平成24年度　四国学及び学際的専門科目

学際的専門科目

合計

合計（自校以外の科目履修）

履修者

平成24年度　四国学オムニバス科目　 履修者

履修者

合計
合計（自校の科目履修）

合計（自校以外の科目履修）

平成25年度　四国学及び学際的専門科目 履修者

四国学

合計
合計（自校の科目履修）

合計（自校以外の科目履修）

学際的専門科目

平成25年度　四国学オムニバス科目　

127



2014/12/5更新
平成26年度

開講大学 コンテンツ提供大学 科目名 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 合計 自校 自校以外

香川大学
徳島!"#香川!"$#鳴門教
育(1)愛媛(1)四国(1)

四国の歴史と文化 $ $ "$% $ & $ ""' "$% &

香川大学
香川(9)高知(2)徳島文
理(3)

四国の地域振興　 " "() $ ) $ ")) "() "$

香川大学
徳島!"#香川!)#愛媛!'#
高知(1)徳島文理(1)

四国の自然環境と防災 " " *( " $ $ +" *( *

' " **' " ", $ *%' **' '$
$ $ **' $ $ $ **'
' " $ " ", $ '$

開講大学 科目種別 科目名 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 合計 自校 自校以外
香川大学 香川を学ぶ $ $ $ $
鳴門教育大学 阿波学-地域文化研究- (注2) $ &) $ $ $ &) &) $
徳島文理大学 四国学B 地方政府論 (注2) $ " $ ,+ ,% ,+ "
徳島大学 知の探訪 $ $ $ $
徳島大学 地震・火山災害を防ぐ（注2） $ $ $ $
徳島大学 気象災害を防ぐ $ $ $ $

徳島大学
モラエスの徳島-グローバリズ
ムと異邦人-

$ $ $ $

香川大学 コンピュータと教育 $ "'* $ * $ "', "'* *
香川大学 情報のいろは $ $ $ $
香川大学 地域コンテンツと知財管理 $ $ $ $
高知大学 流れと波の災害 (注2) $ ' ," " ,+ ," *
徳島文理大学 学際科目B 情報社会論 (注2) " ' $ (' (% (' *

" &) "'( $ ,+ "+& +") +$) "$
$ &) "'* $ ," "+, +$)
" $ % $ * " "$

＊注2については、自校学生に対しては通常の対面講義で行われた。 …H26年度後期は、国立5大学に対しては知プラe科目として開講。

･･･単位互換科目として受入を行っていない。
*2014/12/5更新

合計
合計（自校の科目履修）

合計（自校以外の科目履修）

四国学A

学際科目A

平成26年度　四国学オムニバス科目　 履修者

合計
合計（自校の科目履修）

合計（自校以外の科目履修）

平成26年度　四国学及び学際科目 履修者

H26年度後期　知プラe開講科目の大学別の履修人数
以下の科目は、平成26年度の知プラe開講科目（８科目）の中で、eK4の単位互換科目としても提供のあったものである。

開講大学 科目名 徳島大学 鳴門教育大学 香川大学 愛媛大学 高知大学 合計 自校 自校以外
香川大学 香川を学ぶ ! ! "#$ ! $ "%& "#$ $
香川大学 情報のいろは ' ! (( ! " (% (( &
香川大学 地域コンテンツと知財管理 ! ! '%( ! ' '%" '%( '
徳島大学 知の探訪 % ! ! ! ! % % !
徳島大学 地震・火山災害を防ぐ ! ! ( ! ' " ! "
徳島大学 気象災害を防ぐ ! ! ' ! ! ' ! '

徳島大学
モラエスの徳島)グローバリ
ズムと異邦人-

% ! ! ! ' $ % '

'" ! #&& ! '" #$! ##" '$
'( ! #&' ! ! ##"
' ! " ! '" '$合計（自校以外の科目履修）

(!'&*'(*'$

平成26年度　知プラe開講科目

合計

履修者

合計（自校の科目履修）
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!

!

H21年度からのコンテンツ作成数と利用状況

前期 後期 前期 後期 前期 後期 合計
徳島 !

鳴門教育 !
香川 " # $ $ #$ %# $&
愛媛 # #
高知 !
四国 !

徳島文理 #! #$ %$
高知工科 !

前期 後期 前期 後期 前期 後期 合計
徳島 # % &

鳴門教育 # #
香川 &' ! ( #$ #" %& #!!
愛媛 # #
高知 % # &
四国 !

徳島文理 % # &
高知工科 !

前期 後期 前期 後期 前期 後期 合計
徳島 # #

鳴門教育 # #
香川 ! # ! " ! %" &&
愛媛 % # &
高知 & &
四国 # #

徳島文理 & &
高知工科 !

前期 後期 前期 後期 前期 後期 合計
徳島 !

鳴門教育 !
香川 #! " % #' #( #$ "(
愛媛 !
高知 !
四国 !

徳島文理 !
高知工科 !

前期 後期 前期 後期 前期 後期 合計
徳島 ! ! ! ! ! ! !

鳴門教育 ! ! ! ! ! ! !
香川 ! ( %% ! #( %& '&
愛媛 ! ! ! ! ! ! !
高知 ! ! ! ! ! ! !
四国 ! ! ! ! ! ! !

徳島文理 ! ! ! ! ! ! !
高知工科 ! ! ! ! ! ! !

前期 後期 前期 後期 前期 後期 合計
徳島 ! ! ! ! ! ! !

鳴門教育 ! ! ! ! ! ! !
香川 ! ! ! ! ! ! !
愛媛 ! ! ! ! ! ! !
高知 ! ! ! ! ! ! !
四国 ! ! ! ! ! ! !

徳島文理 ! ! ! ! ! ! !
高知工科 ! ! ! ! ! ! !

作成数 作成数 作成数

歴史/文化部門 社会部門 自然部門
作成数 作成数 作成数

社会部門

歴史/文化部門 社会部門 自然部門
H24年度 作成数 作成数 作成数

H26年度
歴史/文化部門 社会部門

作成数 作成数

オムニバス形式の「四国学」科目用に作成・提供されたコンテンツ数

社会部門
H21年度

自然部門
作成数 作成数 作成数

歴史/文化部門

H22年度

歴史/文化部門 自然部門
H23年度

自然部門
作成数 作成数 作成数

自然部門
作成数

H25年度
歴史/文化部門 社会部門
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!

!

H22年度
開講大学 回数 徳島 鳴門教育 香川 愛媛 高知 四国 徳島文理 高知工科

香川 全13回* ! ! " ! !

香川 全12回** # $ %

香川 全13回* $ & ! ! !

H23年度
開講大学 回数 徳島 鳴門教育 香川 愛媛 高知 四国 徳島文理 高知工科

香川 全14回* ! ! " $ !

香川 全14回* # ! % %

H24年度
開講大学 回数 徳島 鳴門教育 香川 愛媛 高知 四国 徳島文理 高知工科

香川 全14回* ! ! !' ! !

香川 全14回* " $ %

香川 全14回* ! " ! $ !

H25年度
開講大学 回数 徳島 鳴門教育 香川 愛媛 高知 四国 徳島文理 高知工科

香川 全14回* ! ! !' ! !

香川 全14回* " $ %

香川 全14回* ! " $ ! !

H26年度
開講大学 回数 徳島 鳴門教育 香川 愛媛 高知 四国 徳島文理 高知工科

香川 全14回* ! ! !' ! !

香川 全14回* " $ %

香川 全14回* ! " $ ! !

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度
香川 !( 同期型e-Learning

香川 !( ' ! ' ! ' eラーニング（オンデマンド型）

香川 !( eラーニング（オンデマンド型）

香川 !) eラーニング（オンデマンド型）

香川 !) eラーニング（オンデマンド型）

高知 !) !) ! ' ' !) eラーニング（オンデマンド型）

四国 ' !$ eラーニング（オンデマンド型）

四国 ' !! eラーニング（オンデマンド型）

徳島文理 ' !) ' ' ' ' eラーニング（オンデマンド型）

徳島文理 !) !) ' ' ' ' eラーニング（オンデマンド型）

鳴門教育 # ' ' ' ' eラーニング（オンデマンド型）＋ 体験学習

愛媛 !) !) eラーニング（オンデマンド型、双方向型集中講義）

徳島 !) ! eラーニング（オンデマンド型）

徳島 !) ' eラーニング（オンデマンド型）

徳島 !) ' eラーニング（オンデマンド型）

徳島 !) eラーニング（オンデマンド型）

・・・四国学として開講 ・・・学際科目として開講

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度
高知 !* オープンコンテンツ

開講形式

教養の化学

情報社会論

地方政府論

コンピュータと教育

オープンコンテンツ作成状況

大学名 科目名
コンテンツ作成数

未来可能性を創造するための学び

情報ビジネス総論

地域社会研究（阿波
学）

流れと波の災害

知の探訪

地震・火山災害を防ぐ

実践知財管理論

*第1回目：対面による講義ガイダンス（連携大学はライブ配信）、第16回目：定期試験　※H23年度より定期試験を含まず15回実施

コンテンツ作成数

オムニバス形式でない「四国学」および「学際科目」のコンテンツ作成状況

*第1回目：対面による講義ガイダンス（連携大学はライブ配信）、第16回目：定期試験　※H23年度より定期試験を含まず15回実施

オムニバス形式の「四国学」科目での作成コンテンツ利用状況

香川を学ぶ

地域コンテンツと知財管
理

情報のいろは

科目名

気象災害を防ぐ

四国の歴史と文化

四国の地域振興

四国の自然環境と防災

*第1回目：対面による講義ガイダンス（連携大学はライブ配信）、第15回目：定期試験
**第1回目：対面による講義ガイダンス（連携大学はライブ配信）、第15回目：定期試験＋中間試験を含む

*第1回目：対面による講義ガイダンス（連携大学はライブ配信）、第16回目：定期試験　※H23年度より定期試験を含まず15回実施

日本古代の地域と人
物

*第1回目：対面による講義ガイダンス（連携大学はライブ配信）、第16回目：定期試験　※H23年度より定期試験を含まず15回実施

開講形式大学名 科目名

モラエスの徳島-グローバリズムと異邦人-

四国の歴史と文化

地場産業からみた
四国の社会

四国の自然環境と防災

科目名

四国の歴史と文化

四国の自然と社会

科目名

四国の歴史と文化

四国の地域振興

四国の自然環境と防災

科目名

四国の歴史と文化

四国の地域振興

四国の自然環境と防災

科目名
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平成26年度

eK4事業実施計画の達成状況 グレーは実施できないと回答があった項目

平成26年度　eK4事業実施計画 徳島大学 鳴門教育大学

詳細計画 達成状況 詳細計画 達成状況

①  教養教育（四国学）
①  および専門教育コンテンツの活用

これまでと同様に、四国学の!"#!$%&'&(コンテンツを連携大学の
教養教育科目として活用する。また、学際科目の!"#!$%&'&(コン
テンツを連携大学の教養教育科目または専門科目として活用す
る。これらのコンテンツ配信には各連携大学のLMSを利用する。

実施可能
連携大学から提供されるe-
Learning科目を単位互換科目と
して活用する

【提供】
後期に４科目を提供した。
いずれも知プラでの受講生のみでek４での受講生はなし。
　　「知の探訪」
　　「地震・火山災害を防ぐ」　　（本学学生は対面講義での受講）
    「気象災害を防ぐ」　（本学学生は対面講義での受講）
　　「「モラエスの徳島」～グローバリズムと異邦人」
【受入】
前期５科目，後期３科目で受講生を募集した。
平成２６年度前期開講科目　本学受講生１名（１科目受講）
　　　　　　　　後期開講科目　本学受講生１名（２科目受講）
　　「阿波学（地域文化研究）」
　　「コンピュータと教育」
　　「四国学「四国の歴史と文化」」
　　「四国学「四国の地域振興」」
　　「四国学「四国の自然環境と防災」」
　　「流れと波の災害」
　　「地方政府論」
　　「情報社会論」

「阿波学（地域文化研究）」を提供
する予定。

「阿波学（地域文化研究）」を提供した。（受講者０名）

②　e-Learningコンテンツの開発

これまでと同様に、!")&*+,!-(!コンソーシアム四国に提供する
四国学や学際科目のe-Learningコンテンツを開発する。

実施可能 平成２６年度後期に新規で２科目を提供した
「気象災害を防ぐ」
「「モラエスの徳島」～グローバリズムと異邦人」

新規コンテンツの開発に取り組
む。

新規コンテンツの開発に取り組んでいる。

③　事業報告シンポジウムの開催
　　（平成27年2月または3月）

平成./年度の事業内容を広く公開するために、事業報告シンポ
ジウムを開催する。

開催に協力する
遠隔の場合，会場を提供するこ
とができる
学内で広く周知し参加者を募集
する

引き続き開催に協力する。 開催に協力する。 学内周知し、参加者を募集する等、開催に協力した。

④　共同研究シンポジウムの開催

企画委員会が中心となり、共同研究シンポジウム等を開催す
る。

開催に協力する
遠隔の場合，会場を提供するこ
とができる
学内で広く周知し参加者を募集
する

引き続き開催に協力する。 開催に協力した。

⑤　四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信

企画委員会が中心となり、000、メールマガジン、ニュースレ
ターにより四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信する。

実施に協力する
ニュースレターを学内に広く配付
する

引き続き実施に協力する。 発信に協力した。

⑥　外部評価委員会の開催

外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専
門分野の活動計画とその達成度を評価する。それぞれは、
1234サイクルを基本に１年間を１サイクルとして評価を実施す
る。

本学の分担する事業の評価及び
評価の改善を実施することで，Ｐ
ＤＣＡサイクルの実行に協力する
ことができる
外部評価委員の推薦について，
県内の他大学と協議する

引き続き開催に協力する。 開催に協力した。

⑦　著作権処理の共同対応の検討

著作権処理に関して、個々の大学で対応するのでなく、ＷＧを立
ち上げるなどして、!)5全体として対応できる体制の整備を検討
する。

実施に協力は可能だが，実務対
応の内容と，各大学の分担内容
による

今年度は参加せず。 検討に協力する。 協力する方針ではあるが、検討が進んでいない。
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eK4事業実施計画の達成状況

平成26年度　eK4事業実施計画

①  教養教育（四国学）
①  および専門教育コンテンツの活用

これまでと同様に、四国学の!"#!$%&'&(コンテンツを連携大学の
教養教育科目として活用する。また、学際科目の!"#!$%&'&(コン
テンツを連携大学の教養教育科目または専門科目として活用す
る。これらのコンテンツ配信には各連携大学のLMSを利用する。

②　e-Learningコンテンツの開発

これまでと同様に、!")&*+,!-(!コンソーシアム四国に提供する
四国学や学際科目のe-Learningコンテンツを開発する。

③　事業報告シンポジウムの開催
　　（平成27年2月または3月）

平成./年度の事業内容を広く公開するために、事業報告シンポ
ジウムを開催する。

④　共同研究シンポジウムの開催

企画委員会が中心となり、共同研究シンポジウム等を開催す
る。

⑤　四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信

企画委員会が中心となり、000、メールマガジン、ニュースレ
ターにより四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信する。

⑥　外部評価委員会の開催

外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専
門分野の活動計画とその達成度を評価する。それぞれは、
1234サイクルを基本に１年間を１サイクルとして評価を実施す
る。

⑦　著作権処理の共同対応の検討

著作権処理に関して、個々の大学で対応するのでなく、ＷＧを立
ち上げるなどして、!)5全体として対応できる体制の整備を検討
する。

グレーは実施できないと回答があった項目

香川大学 愛媛大学

詳細計画 達成状況 詳細計画 達成状況

以下の7科目を提供する予定。
「四国の歴史と文化」
「四国の地域振興」
「四国の自然環境と防災」
「コンピュータと教育」

「情報のいろは」
「地域コンテンツと知財活用」
「香川を学ぶ」

下記の7科目を開講した。
・前期
「四国の歴史と文化」　　　　　…四国学A　　 受講生合計112名
「コンピュータと教育」　　　　　…学際科目A　受講生合計126名
・後期
「四国の地域振興」　　　　　　…四国学A　　 受講生合計199名
「四国の自然環境と防災」　　…四国学A　　 受講生合計41名
「情報のいろは」　　　　　　　　…学際科目A　受講生0名（合計26名）※
「地域コンテンツと知財管理」…学際科目A　受講生0名（合計163名）※
「香川を学ぶ」　　　　　　　　　 …四国学A　　 受講生0名（合計364名）※

下記の8科目を受け入れた。
「知の探訪」（徳島大学）　　　   受講生0名※
「地震・火山災害を防ぐ」（徳島大学）　受講生0名（合計2名）※
「気象災害を防ぐ」（徳島大学）　　　　　受講生0名（合計1名）※
「モラエスの徳島－グローバリズムと異邦人－」（徳島大学）　受講生0名（合計0名）※
「阿波学」（鳴門教育大学）　　　 受講生0名
「情報社会論」（徳島文理大学） 受講生2名
「地方政府論」（徳島文理大学） 受講生1名
「流れと波の災害」（高知大学）　受講生2名

（※の科目はH26年度後期は、国立5大学に対しては知プラe科目として開講。カッコ内の数
字は、国立5大学の受講生合計数。）

【受入】
他大学より提供されるeK4単位互
換科目について、本学学生に対
して履修学生を募集する。
【運用】
eK4単位互換科目の受入のた
め、本学の認証システムを運用
する。

【受入】
他大学より提供された以下のeK4単位互換科目について、本学学生に対して履修学
生を募集した。
　H26年前期開講「四国の歴史と文化」（香川大学）受講生0名
　H26年前期開講「四国の地域振興」（香川大学）受講生0名
　H26年後期開講「四国の自然環境と防災」（香川大学）受講生1名
　H26年後期開講「コンピュータと教育」（香川大学）受講生0名
【運用】
eK4単位互換科目の受入のため、本学の認証システムを運用した。

●26年度コンテンツ作成予定
四国学向けコンテンツとして以下
の撮影・編集を行う予定。
・防災リテラシー養成講座　14コ
マ
・防災コンピテンシー養成講座
14コマ
・瀬戸内海の環境と保全　5コマ
・現代経済社会事情　14コマ
・国際協力論　14コマ

下記のコンテンツの撮影・編集を行った。
【前期】58コマ分
・防災リテラシー養成講座　14コマ
・情報のいろは　15コマ
・地域コンテンツと知財管理　15コマ
・香川を学ぶ　14コマ

【後期】25コマ分
・瀬戸内海の環境と保全　10コマ
・防災コンピテンシー養成講座　15コマ

本学の各種メディアを活用した授
業の実施に際して、各種e-
Learningコンテンツを開発する。

本学の各種メディアを活用した授業の実施に際して、各種e-Learningコンテンツを開
発した。

開催に協力する。
具体的には会場と参加者を提供
する。

平成27年3月20日の開催に協力できる。
会場を確保済みである。
参加者10名程度を提供する用意がある。

開催に協力する。 開催に協力する。

開催に協力する。
具体的には会場を提供する。

以下の２つのシンポジウムの開催に協力した。
・平成26年7月14日開催　「JMOOCとeK4」
・平成26年9月5日開催　「eK4共同研究シンポジウム／AXIES-csd2014年度第1回研
究会」

開催に協力する。 開催に協力し、参加した。

発信に協力する。 発信に協力した。
ニュースレターに掲載する写真および記事を提供した。
（e-Learning講義担当者紹介、映像制作研修会、グローバルチャレンジセミナー）

発信に協力する。 発信に協力した。

開催に協力する。
会場を提供する用意がある。

平成27年3月20日の開催に協力できる。
会場を確保済みである。

開催に協力する。 開催に協力した。

香川大学知財センターと連携し
て著作権処理の整備をすすめ
る。

著作権処理の整備はできなかった。 検討に協力する。 検討に協力した。
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平成26年度　eK4事業実施計画

①  教養教育（四国学）
①  および専門教育コンテンツの活用

これまでと同様に、四国学の!"#!$%&'&(コンテンツを連携大学の
教養教育科目として活用する。また、学際科目の!"#!$%&'&(コン
テンツを連携大学の教養教育科目または専門科目として活用す
る。これらのコンテンツ配信には各連携大学のLMSを利用する。

②　e-Learningコンテンツの開発

これまでと同様に、!")&*+,!-(!コンソーシアム四国に提供する
四国学や学際科目のe-Learningコンテンツを開発する。

③　事業報告シンポジウムの開催
　　（平成27年2月または3月）

平成./年度の事業内容を広く公開するために、事業報告シンポ
ジウムを開催する。

④　共同研究シンポジウムの開催

企画委員会が中心となり、共同研究シンポジウム等を開催す
る。

⑤　四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信

企画委員会が中心となり、000、メールマガジン、ニュースレ
ターにより四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信する。

⑥　外部評価委員会の開催

外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専
門分野の活動計画とその達成度を評価する。それぞれは、
1234サイクルを基本に１年間を１サイクルとして評価を実施す
る。

⑦　著作権処理の共同対応の検討

著作権処理に関して、個々の大学で対応するのでなく、ＷＧを立
ち上げるなどして、!)5全体として対応できる体制の整備を検討
する。

グレーは実施できないと回答があった項目

高知大学 四国大学

詳細計画 達成状況 詳細計画 達成状況

【提供】
平成25年度に引き続き、学際科
目Aとして「流れと波の災害」を
LMSを利用し提供する。
【受入】
平成25年度に引き続き、各大学
からの提供科目を受け入れる予
定。
（1月中旬頃までにシラバス等が
提出された科目について受入審
議を行う。）

他大学提供の10科目の受入、本学からは1科目の提供を行った。
単位互換科目受入
【香川大学】
前期　　「四国の歴史と文化」受講者7名、「コンピュータと教育」受講者3名、
後期　　「四国の地域振興」受講者9名、「四国の自然環境と防災」受講者1名
【徳島文理大学】
前期　　　「地方政府論（四国の政治・行政・経済の歴史とこれから）」履修者0名、「情
報社会論」履修者0名
【鳴門教育大学】
前期　　　「阿波学（地域文化研究）」履修者0名
単位互換科目提供
後期　　　「流れと波の災害」履修者3名

これまで通り受講生を募集して活
用したい。

教養教育科目，専門科目いずれを対象としても，コンテンツ活用は出来なかった．

現在、提供している「流れと波の
災害」および四国学用に提供し
ているコンテンツについて、必要
に応じて撮影・編集を行うなど内
容の見直しを行う。

「流れと波の災害」については担当教員の変更があり、コンテンツの見直しを行った。
四国学用に提供しているコンテンツについては、検討の結果今年度の再撮影・編集
なし。

実施できない。

遠隔システムによる企画委員か
らの活動報告など、従来通りの
範囲内で協力する。

Ｈ27年3月20日に開催予定、本学は遠隔システムにて参加予定。 開催が決定した場合，可能な範
囲で検討したい．

日程が合えば参加可能．

eK4としての実施に協力する。 Ｈ26年7月14日（月）に「共同研究シンポジウム　ＪＭＯＯＣとｅＫ4」に遠隔システムに
て参加した。

開催が決定した場合，可能な範
囲で検討したい．

日程が合ったものは、参加した。

eK4としての実施に協力する。
従来通り、寄稿や学内への情報
提供等を行う。

ニュースレター、メールマガジンの学内での回覧および情報提供を行った。 実施できない。

eK4としての実施に協力する。
委員会への陪席および遠隔シス
テムを用いて会場提供を行う。

Ｈ27年3月に開催の外部評価委員会にて遠隔システム・会場を提供予定。 実施できない。

オープンコンテンツWGでの検討
内容に応じて、情報提供等を行
う。

「サイエンスリテラシーの化学」は科目名を変更し、オープンコンテンツ「教養の化学」
として提供済み。著作権に関するコンテンツは12月末までに完成予定。（Ｈ26年11月
14日現在）

実施できない。
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平成26年度　eK4事業実施計画

①  教養教育（四国学）
①  および専門教育コンテンツの活用

これまでと同様に、四国学の!"#!$%&'&(コンテンツを連携大学の
教養教育科目として活用する。また、学際科目の!"#!$%&'&(コン
テンツを連携大学の教養教育科目または専門科目として活用す
る。これらのコンテンツ配信には各連携大学のLMSを利用する。

②　e-Learningコンテンツの開発

これまでと同様に、!")&*+,!-(!コンソーシアム四国に提供する
四国学や学際科目のe-Learningコンテンツを開発する。

③　事業報告シンポジウムの開催
　　（平成27年2月または3月）

平成./年度の事業内容を広く公開するために、事業報告シンポ
ジウムを開催する。

④　共同研究シンポジウムの開催

企画委員会が中心となり、共同研究シンポジウム等を開催す
る。

⑤　四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信

企画委員会が中心となり、000、メールマガジン、ニュースレ
ターにより四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信する。

⑥　外部評価委員会の開催

外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専
門分野の活動計画とその達成度を評価する。それぞれは、
1234サイクルを基本に１年間を１サイクルとして評価を実施す
る。

⑦　著作権処理の共同対応の検討

著作権処理に関して、個々の大学で対応するのでなく、ＷＧを立
ち上げるなどして、!)5全体として対応できる体制の整備を検討
する。

グレーは実施できないと回答があった項目

徳島文理大学 高知工科大学

詳細計画 達成状況 詳細計画 達成状況

平成25年度と同様に提供・実施
する。

【本学から提供した科目と受講人数】
・情報社会論　3名
・地方政府論　1名

【本学学生が受講した科目と受講人数】
・「流れと波の災害」　1名

本学からの科目提供は、これま
で同様、教員の専門分野、大学
全体の研究領域の問題から、四
国学という枠組みの科目を提供
することは難しい。
また、コンテンツの活用について
も、現在カリキュラム等の大幅な
見直しを実施しており、現段階で
は困難である。

教養教育及び専門教育コンテンツともに活用していない。

実施出来ない ①の回答とも重なるが、現在のと
ころ実施の見込みが立たない。

e-Learningコンテンツの開発は行っていない。

開催が決定した場合協力する 平成26年度に開催されたシンポジウムにテレビ会議経由で参加した。 開催場所の提供などの形での協
力は可能。

未実施

企画委員会において検討　開催
が決定した場合協力する

平成26年度に開催されたシンポジウムにテレビ会議経由で参加した。 開催場所の提供などの形での協
力は可能。

開催していない。

企画委員会において検討　可能
な範囲において協力する

掲載する情報の提供など、ニュースレターの作成に協力した。 本学でできる形で協力していきた
い。

実施していない。

外部評価委員会による評価に協
力する

外部評価委員会開催に協力を行った。 開催場所の提供などの形での協
力は可能。

開催していない。

企画委員会において検討 企画委員会における検討に参加した。 協力していきたいが、本学内でも
著作権処理についての包括的な
スキームがないため、難しい部
分もあるかも知れない。

検討をしていない。
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平成26年度　eK4事業実施計画

①  教養教育（四国学）
①  および専門教育コンテンツの活用

これまでと同様に、四国学の!"#!$%&'&(コンテンツを連携大学の
教養教育科目として活用する。また、学際科目の!"#!$%&'&(コン
テンツを連携大学の教養教育科目または専門科目として活用す
る。これらのコンテンツ配信には各連携大学のLMSを利用する。

②　e-Learningコンテンツの開発

これまでと同様に、!")&*+,!-(!コンソーシアム四国に提供する
四国学や学際科目のe-Learningコンテンツを開発する。

③　事業報告シンポジウムの開催
　　（平成27年2月または3月）

平成./年度の事業内容を広く公開するために、事業報告シンポ
ジウムを開催する。

④　共同研究シンポジウムの開催

企画委員会が中心となり、共同研究シンポジウム等を開催す
る。

⑤　四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信

企画委員会が中心となり、000、メールマガジン、ニュースレ
ターにより四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信する。

⑥　外部評価委員会の開催

外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専
門分野の活動計画とその達成度を評価する。それぞれは、
1234サイクルを基本に１年間を１サイクルとして評価を実施す
る。

⑦　著作権処理の共同対応の検討

著作権処理に関して、個々の大学で対応するのでなく、ＷＧを立
ち上げるなどして、!)5全体として対応できる体制の整備を検討
する。

グレーは実施できないと回答があった項目

eK4事務局

詳細計画 達成状況

該当しない

該当しない

平成26年2月または3月に香川大
学で実施する予定。

平成27年3月20日（予定）に事業報告シンポジウムを香川大学にて開催する。

事務局単独では実施できない。
企画委員会による実施計画に基
づき事務的処理を遂行する

以下の２つのシンポジウムを開催した。
・平成26年7月14日開催　「JMOOCとeK4」
・平成26年9月5日開催　「eK4共同研究シンポジウム／AXIES-csd2014年度第1回研
究会」

これまでどおり、ｗｅｂの随時更
新、メルマガの月1回発行、
ニュースレター年四回発行、を実
施する。

実施した。（eK4webサイトの更新、メルマガ月1回発行（平成26年12月現在9回発
行）、平成26年度末までに3回発行予定、ニュースレター3回発行（平成27年1月現
在））

平成26年2月または3月に開催予
定。

平成27年3月20日（予定）に外部評価委員会を開催する。

他のコンソーシアムや他大学の
著作権処理の方法を調査・整理
する。

著作権処理の方法を調査・整理できなかった。

e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画の達成状況　5/5

eK4事業実施計画の達成状況（その他）

その他重点取り組み項目 詳細 達成状況

オープンコンテンツ化の検討

平成25年度に引き続き、香川大
学の個々のコンテンツについて、
オープンコンテンツ化できるかを
調査する。

「コンピュータと教育」については、オープンコンテンツ化を検討した。

香川大学で開講されているオムニバス形式の四国学３科目については、各コンテン
ツ担当教員・各コンテンツ提供大学にオープン化の可否を調査した。
【調査結果】
35コンテンツ中、可：23コンテンツ／否：10コンテンツ／
                     判断できない：1コンテンツ／手間・時間をかなり要する：1コンテンツ

人材育成に関わる新規事業の検討・実施

瀬戸内国際芸術祭への香川大
学および学生の取り組みを通じ、
人材育成のあり方について検討
する。

人材育成に関わる検討を行ったが、報告できる程、検討に進展が得られなかった。

その他重点取り組み項目 詳細 達成状況

システムにおける拡張モジュールの検討

LearningManagementSystemをは
じめとするシステムにおいて、学
習者・授業担当者・運用担当者
にとって利便性の高い拡張モ
ジュールの検討を行う。

Moodleの拡張モジュールに関し、質問機能や登録者への一括メール送信機能等、
前年度に引き続き、香川大学と仕様の検討を行っている。

・7項目に当てはまらないが、各大学で個別に推進していた項目の達成状況

香川大学

高知工科大学

e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画の達成状況　その他の項目
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平成27年度

eK4事業実施計画の詳細検討

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

詳細計画 詳細計画 詳細計画 詳細計画 詳細計画 詳細計画

①  教養教育（四国学）
①  および専門教育コンテンツの活用

これまでと同様に、四国学の!"#!$%&'&(コンテンツを連携大学の
教養教育科目として活用する。また、学際科目の!"#!$%&'&(コン
テンツを連携大学の教養教育科目または専門科目として活用す
る。これらのコンテンツ配信には各連携大学のLMSを利用する。

実施可能
連携大学から提供されるe-
Learning科目を単位互換科目と
して活用する

「阿波学（地域文化研究）」を提供
する予定。

以下の7科目を提供する予定。
「四国の歴史と文化」
「四国の地域振興」
「四国の自然環境と防災」
「コンピュータと教育」

「情報のいろは」
「地域コンテンツと知財活用」
「香川を学ぶ」

【受入】
他大学より提供されるeK4単位互
換科目について、本学学生に対
して履修学生を募集する。
【運用】
eK4単位互換科目の受入のた
め、本学の認証システムを運用
する。

【提供】
平成26年度に引き続き、学際科
目Aとして「流れと波の災害」を
LMSを利用し提供する。
【受入】
平成26年度に引き続き、各大学
からの提供科目を受け入れる予
定。
（1月中旬頃までにシラバス等が
提出された科目について受入審
議を行う。）

これまで通り受講生を募集して活
用したい。

②　e-Learningコンテンツの開発

これまでと同様に、!")&*+,!-(!コンソーシアム四国に提供する
四国学や学際科目のe-Learningコンテンツを開発する。

実施可能 新規コンテンツの開発に取り組
む。

●27年度コンテンツ作成予定
四国学向けコンテンツとして以下
の撮影・編集を行う予定。
・防災リテラシー養成講座　15コ
マ
・防災コンピテンシー養成講座
15コマ
・瀬戸内海の環境と保全　15コマ

本学の各種メディアを活用した授
業の実施に際して、各種e-
Learningコンテンツを開発する。

現在、提供している「流れと波の
災害」および四国学用に提供し
ているコンテンツについて、必要
に応じて撮影・編集を行うなど内
容の見直しを行う。

実施できない。

③　事業報告シンポジウムの開催
　　（平成28年2月または3月）

平成./年度の事業内容を広く公開するために、事業報告シンポ
ジウムを開催する。

開催に協力する
遠隔の場合，会場を提供するこ
とができる
学内で広く周知し参加者を募集
する

開催に協力する。 開催に協力する。
具体的には会場と参加者を提供
する。

開催に協力する。 遠隔システムによる企画委員か
らの活動報告など、従来通りの
範囲内で協力する。

開催が決定した場合，可能な範
囲で検討したい。

④　共同研究シンポジウムの開催

企画委員会が中心となり、共同研究シンポジウムを開催する。

開催に協力する
遠隔の場合，会場を提供するこ
とができる
学内で広く周知し参加者を募集
する

開催に協力する。 開催に協力する。
具体的には会場を提供する。

開催に協力する。 eK4としての実施に協力する。 開催が決定した場合，可能な範
囲で検討したい。

⑤　四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信

企画委員会が中心となり、000、メールマガジン、ニュースレ
ターにより四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信する。

実施に協力する
ニュースレターを学内に広く配付
する

発信に協力する。 発信に協力する。 発信に協力する。 eK4としての実施に協力する。
従来通り、寄稿や学内への情報
提供等を行う。

企画委員会における検討に協力
したい。

⑥　外部評価委員会の開催

外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専
門分野の活動計画とその達成度を評価する。それぞれは、
1234サイクルを基本に１年間を１サイクルとして評価を実施す
る。

本学の分担する事業の評価及び
評価の改善を実施することで，Ｐ
ＤＣＡサイクルの実行に協力する
ことができる
外部評価委員の推薦について，
県内の他大学と協議する

開催に協力する。 開催に協力する。
会場を提供する用意がある。

開催に協力する。 eK4としての実施に協力する。
委員会への陪席および遠隔シス
テムを用いて会場提供を行う。

可能な範囲で協力したい。

⑦　著作権処理の共同対応の検討

著作権処理に関して、個々の大学で対応するのでなく、ＷＧを立
ち上げるなどして、!)5全体として対応できる体制の整備を検討
する。

実施に協力は可能だが，実務対
応の内容と，各大学の分担内容
による

検討に協力する。 香川大学知財センターと連携し
て著作権処理の整備をすすめ
る。

検討に協力する。 オープンコンテンツWGでの検討
内容に応じて、情報提供等を行
う。

企画委員会における検討に協力
したい。

平成2/年度　eK4事業実施計画

グレーは実施できないと回答があった項目

e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画の詳細計画　1/2

平成27年度

eK4事業実施計画の詳細検討

①  教養教育（四国学）
①  および専門教育コンテンツの活用

これまでと同様に、四国学の!"#!$%&'&(コンテンツを連携大学の
教養教育科目として活用する。また、学際科目の!"#!$%&'&(コン
テンツを連携大学の教養教育科目または専門科目として活用す
る。これらのコンテンツ配信には各連携大学のLMSを利用する。

②　e-Learningコンテンツの開発

これまでと同様に、!")&*+,!-(!コンソーシアム四国に提供する
四国学や学際科目のe-Learningコンテンツを開発する。

③　事業報告シンポジウムの開催
　　（平成28年2月または3月）

平成./年度の事業内容を広く公開するために、事業報告シンポ
ジウムを開催する。

④　共同研究シンポジウムの開催

企画委員会が中心となり、共同研究シンポジウムを開催する。

⑤　四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信

企画委員会が中心となり、000、メールマガジン、ニュースレ
ターにより四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信する。

⑥　外部評価委員会の開催

外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専
門分野の活動計画とその達成度を評価する。それぞれは、
1234サイクルを基本に１年間を１サイクルとして評価を実施す
る。

⑦　著作権処理の共同対応の検討

著作権処理に関して、個々の大学で対応するのでなく、ＷＧを立
ち上げるなどして、!)5全体として対応できる体制の整備を検討
する。

平成2/年度　eK4事業実施計画
徳島文理大学 高知工科大学 eK4事務局

詳細計画 詳細計画 詳細計画

【本学からek4に提供予定の科
目】
・情報社会論
・地方政府論

【本学学生が受講可能となる予
定の科目】
・本学提供科目以外の全科目

本学からの科目提供は、これま
で同様、教員の専門分野、大学
全体の研究領域の問題から、四
国学という枠組みの科目を提供
することは難しい。
また、コンテンツの活用について
も、カリキュラムの大幅な見直し
を実施していることやクォータ制
による講義スケジュールの違い
などから、現段階では困難であ
る。

該当しない

実施出来ない ①の回答とも重なるが、現在のと
ころ実施の見込みが立たない。

該当しない

開催が決定した場合協力する 開催場所の提供などの形での協
力は可能。

平成28年2月または3月に香川大
学で実施する予定。

企画委員会において検討　開催
が決定した場合協力する

開催場所の提供などの形での協
力は可能。

事務局単独では実施できない。
企画委員会による実施計画に基
づき事務的処理を遂行する

企画委員会において検討　可能
な範囲において協力する

本学でできる形で協力していきた
い。

これまでどおり、ｗｅｂの随時更
新、メルマガの月1回発行、
ニュースレター年四回発行、を実
施する。

外部評価委員会による評価に協
力する

開催場所の提供などの形での協
力は可能。

平成28年2月または3月に開催予
定。

企画委員会において検討 協力していきたいが、本学内でも
著作権処理についての包括的な
スキームがないため、難しい部
分もあるかも知れない。

他のコンソーシアムや他大学の
著作権処理の方法を調査・整理
する。

グレーは実施できないと回答があった項目

e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画の詳細計画　2/2
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eK4事業実施計画の詳細検討（その他）

その他重点取り組み項目 詳細

オープンコンテンツの作成
高知大の取り組みとして、二件のオープンコンテンツを作成する。
「パワーハラスメント防止基礎」
「教養の化学」（自然分野教養科目）

その他重点取り組み項目 詳細

システムにおける拡張モジュールの検討
LearningManagementSystemをはじめとするシステムにおいて、学習
者・授業担当者・運用担当者にとって利便性の高い拡張モジュール
の検討を行う。

・7項目に当てはまらないが、各大学において重点項目として推進を考えている事項を挙げる。

高知大学

高知工科大学

e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画の詳細計画　1/1
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!

!

!"#$%#%#$&
単位互換科目受入についての対応策について&
&
'!(年度第 #回運営委員会において、高知大学深見副会長から以下の意見があった。&
【深見副会長】&
)*+に参画している大学は、単位互換科目を受け入れるようにしない限り、自大学以外の受講
生はなかなか増えないのではないかと思う。&
&
この意見を受け、'!(年度 )*+単位互換科目の受入可否について調査を行った。この調査結果
から、各大学の現在の問題点や意見（以下①～④）が出された。各意見について、下線部の方針

で進めることを第 $回企画委員会で議論し、了承された。&
&
①単位互換科目についての学内審査で、既に開講されている科目と同等でなければ&
受入不可となる。＜鳴門教育大学より＞&
⇒)*+として検討していくことは、今のところ難しい。&
&
②!"#科目は学際科目 $のみ受入れることになっている。＜愛媛大学より＞%

%

③クォータ制なので、他大学科目を受入れるには時期的に難しい。＜高知工科大学より＞&
⇒「コンピュータと教育」で試験的に検討し、アイデアを出していく。&
（林事務局長）&
% 科目の開講の仕方を工夫すればクォータ制でも上手く運用できると考えている。今考えている

のは、今まで週１回で出していたコンテンツを、最初に #$回分全部を公開し、期限内に #$回
を受講し最終試験を受ければ、単位を出す、という方法である。これを私が担当している「コン

ピュータと教育」でやってみたいと思う。この科目は (年継続して開講しているので、こうい
ったある程度経験を積んだ科目で試験的にやってみた方が良いと思う。&
% また、今まで #$回受講で２単位を出していたが、８回受講し１単位を出すという方法もある。
これも ),-)./0102では可能であると思うので、検討していければと思う。&
&
④単位互換を行う大学側が受け身になっているという状況を変えていかなければいけない。＜高

知工科大学より＞%

⇒どういう形が理想なのかという具体的な提案を高知工科大学が出す。%

（妻鳥委員長）&
個人的には、科目単位で見ていかなければならないということと、永続性やある程度の期間実施

することを )*+として担保してもらえると、少し変わってくると思う。そういった形で、なに
か叩き台になるものを考えてみたいと思う。&
&
⑤その他&
)*+科目の受講生人数制限について再度検討しないかと、林事務局長から提案があった。※デ
フォルトだと、各大学 #"名の人数制限がある。&
→（妻鳥委員長）&
各大学 #"名までではなく、)*+全体として #""名というような制限の設け方にしたらもう少し
柔軟になるのではないかと思う。この話を進めていくことには賛成である。&
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!

!

→（古賀副委員長）!
他大学が何人というよりも、全人数の数を教員に伝える形でお願いする必要があると思う。!
!
⇒"#$科目の受講生人数制限について企画委員会で再検討するよう、案を出すことになった。!
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第 2 回運営委員会	 議事録	 

	 

平成 26 年度第 2 回運営委員会	 議事録

	 

	 	 日	 時：平成 27 年 3 月 20 日（金）10：00～11：00	 

	 	 場	 所：テレビ会議システムを利用した遠隔会議	 

	 	 出席者：【司会】林敏浩	 （香川大学）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 １開会	 藤井会長挨拶	 

	 	 ２議題	 (1)	 平成 26 年度の事業実施報告（議題資料１、別添資料１、２、３）	 
	 (2)	 平成 27 年度の事業計画について（議題資料２、別添資料４）	 

	 (3)	 知プラ e 開講科目の取扱について（議題資料３）	 

	 (4)	 平成 27 年度以降の eK4 副会長について	 
	 	 	 	 	 	 (5)	 その他	 

	 	 ３報告	 (1)	 単位互換科目の受入についての対応策（報告資料１）	 
	 (2)	 平成 27 年度の単位互換科目について（報告資料２、３）	 

	 (3)	 平成 26 年度以降の外部評価委員について（報告資料４）	 

	 (4)	 その他	 

	 	 ４閉会	 深見副会長挨拶	 

	 

	 	 資料	 

	 	 運営委員・外部評価委員名簿	 

	 	 議題資料１．H26 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施報告	 

	 	 議題資料２．H27 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画	 

	 	 議題資料３．知プラ e開講科目の取扱について	 

	 	 別添資料１．H22～H26 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	 

大学	 出席者	 陪席者	 

徳島大学	 高石喜久	 

	 

金西計英	 	 川野晋資	 
高橋暁子	 	 岸本博	 

荒木秀夫	 	 伏見裕子	 

	 	 	 	 	 	 吹田真穂	 

鳴門教育大学	 －	 宮下晃一	 	 戸田陽介	 
藤原伸彦	 	 内海美佐緒	 

竹口幸志	 	 山川ユミ	 

	 	 	 	 	 	 石内久次	 

香川大学	 藤井宏史	 林敏浩	 	 	 植田めぐみ	 
村井礼	 	 	 金山まい	 

福家隆	 	 	 裏和宏	 

岩城暁大	 	 久保まゆみ	 

愛媛大学	 松本長彦	 古賀理和	 	 矢野博子	 
根本淳子	 	 石田昭夫	 

高知大学	 深見公雄	 藤田尚文	 	 武内智之	 
立川明	 	 	 	 

竹岡篤永	 	 	 

四国大学	 川本幸彦	 戸川聡	 

徳島文理大学	 千田彰一	 川村恭平	 	 武市久恵	 

山城新吾	 	 	 

高知工科大学	 －	 妻鳥貴彦	 	 吉田真一	 
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	 	 別添資料３．H26 年度 eK4 事業実施計画の達成状況	 

	 	 別添資料４．H27 年度 eK4 事業実施計画の詳細検討	 

	 	 報告資料１．単位互換科目の受入についての対応策	 

	 	 報告資料２．H27 年度 eK4 単位互換科目一覧	 
	 	 報告資料３．H27 年度 eK4 単位互換科目各大学受け入れ状況表	 

	 	 報告資料４．eK4 外部評価委員名簿（平成 26 年度以降）	 

	 	 関係資料	 	 eK4	 News	 Letter17 号	 

	 

	 

１開会	 

藤井会長挨拶	 

	 本日は年度末の大変お忙しい中、eK4 平成 26 年度運営委員会にご出席い

ただきまして、誠にありがとうございます。eK4 の事業に関しては、補助金

が切れましてもう 4年目になります。しかしながら着実に成果は上がってき

ておりまして、これも偏に連携大学の関係の先生方のご協力のおかげだと考

えております。	 

	 今日の会議でございますが、例年第 2回運営委員会で議論致します事業報

告と来年度の事業計画に加えまして、今年度は知プラ e開講科目の取扱い、

それから平成 27 年度以降の eK4 副会長ということで、議題を用意しており

ます。今日は遠隔のかたちでの会議になりますが、忌憚のないご意見をいた

だければと思います。今日は何卒よろしくお願い致します。	 

	 

２議題	 

	 議題順を一部変更し、議題(4)	 平成27年度以降のeK4副会長について	 が

最初の議題となった。	 

	 

議題（４）平成 27 年度以降の eK4 副会長について	 

	 平成 27 年度以降の eK4 副会長について、藤井会長から説明があった。	 

	 徳島文理大学の千田彰一先生が藤井会長より指名された。	 	 

	 これについて、林事務局長より補足があった。	 

（香川大学	 林事務局長）	 

	 副会長は会長指名でよいということで、本来は議題に載せなくていいよう

な規定になっているが、今回は念のため議題に挙げた。	 

	 

	 各大学から、異論は出なかった。	 

●eK4 副会長は、平成 27 年 4 月 1 日より徳島文理大学	 千田彰一先生が着

任することになった。	 

	 

議題（１）平成 26 年度の事業実施報告（議題資料１、別添資料１、２、

３）	 

	 平成 26 年度の事業実施報告について、林事務局長から説明があった。	 

	 各大学から、異論は出なかった。	 

●平成 26 年度の事業実施報告について、運営委員会で承認された。	 

	 

議題（２）平成 27 年度の事業計画について（議題資料２、別添資料４）	 

	 平成 27 年度の事業実施計画について、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。	 

【高知大学】	 

	 事業実施計画としてはこれで結構だと思うが、高知大学としては 2科目の

オープンコンテンツを作成するということにしている。今年度の事業実施報

告で特に触れられなかったが、せっかくコンテンツを作っても他大学の受講

者数が毎年必ずしも多くないので、この事業全体として是非そこのところも

検討していただきたい。	 

→（林事務局長）	 

	 特に人数等の件については、報告議題で改めて報告させていただきたい。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 事業実施計画について、異論はない。また、本学で対応させていただいて

いるモジュールの検討だけでなく、	 実際に運用できるようなかたちで提供

できることを目標としてやっていきたいと思っている。	 

	 

●平成 27 年度の事業実施計画について、運営委員会で承認された。	 

	 

議題（３）	 知プラ e 開講科目の取扱について（議題資料３）	 

	 知プラ e科目の取扱いについて、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。	 

【徳島大学】	 

	 2 事業の統一の方法としては、特に異論はない。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 こういった議論を進めていくことに賛同する。知プラ eは共同実施、eK4

は単位互換という従来のやり方があったが、この 2つのやり方が今後も残っ

ていくのであれば、手続に少し厄介かなと思っている。そういったことを整

備しながら進めていただけたらと思う。	 

→（林事務局長）	 

	 懸念されている点に関しては、今後とも企画委員会等で検討を進めていき

たいと考えている。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 共同実施と単位互換の関係をきちんと整理し、制度的な問題をきちんと提

案するかたちでお願いをしたい。こういうかたちで進めること自体は異論は

ない。	 

→（林事務局長）	 

	 確かに制度的には曖昧な点が多いまま議論を進めているところがあるの

で、今回運営委員会で合意が得られたら企画委員会でそういった点を詳細化

していきたいと考えている。	 

	 

【高知大学】	 

	 基本的にこの方法は賛成する。他大学からご指摘があった点について、調

整をお願いできればと思う。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 本学は知プラ eの事業には関係していないので、知プラ eで提供されてい

る科目を本学で受講できるというのは非常にメリットがあるので、大変あり

がたいご提案だと思っている。	 

→（林事務局長）	 

	 各大学から方向性に関しての異論はなかったが、制度的な仕組みに関して

は曖昧なところが多いので、企画委員会に持ち帰り議論を進めていくという

ことで対応したい。	 
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●知プラ e科目の取扱いについて、運営委員会で合意が得られた。具体的な

対応に関しては、企画委員会で対応する。	 

	 

議題（５）その他	 

	 各大学から特に発言はなかった。	 

	 

報告（１）単位互換科目の受入についての対応策（報告資料１）	 

	 単位互換科目の受入についての対応策について、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。	 

【徳島大学】	 

	 ③と④について、来年度から実験的に施行されるクオータ制については非

常に期待をしており、e-Learning はいつでもどこでもという受ける側のメ

リットがあるので実現できればと思う。一方で、実施する先生側の対応等の

コストの問題が発生してくると思うので、先生側も妥協できるように柔軟に

対応できれば e-Learning の新しい可能性にはなるのではないかと思う。来

年度実施されて、どうだったかご報告をいただければありがたいと思う。	 

	 

【鳴門教育大学】	 

	 ③について、色々なパターンで学生が受講できるようになればいいと思う

が、担当する側あるいは事務側がどういう処理になっていくのかが気になっ

ている。	 

	 

【香川大学】	 

	 各大学の単位互換科目の受入状況について、学内の制度に依存していると

ころがあるので、これについては eK4 側からどうこうするのは難しいかもし

れない。クオータ制への対応ということだが、試験的に実施するということ

で結構だと思う。人数制限については、現行の実績から考えると、ほとんど

この制限は意味がない。取っ払った途端にできるだけ受講生を増やすような

試みや知プラ eの科目が受けられるような形を計画している。現行としては

この制約に意味がないので、検討する余地はあると思う。	 

	 

【愛媛大学】	 

	 愛媛大学としては、平成 28 年度から共通教育のクオータ制を導入する予

定になっているので、③については本学にとって深刻な問題である。eK4 の

枠組みの中では、色々と情報交換をさせていただきたいと考えている。受講

制限の問題については、現状を見れば問題はないと思うが、知プラ eの共同

実施と相互的に検討をし、実際フタを開けると担当教員がパンクするという

ことがないように慎重に検討していただきたい。	 

	 

【高知大学】	 

	 他大学の受講学生をどうやって増やしていくかということを考えた時に、

２つの側面があると考えている。	 

	 一つは、eK4 で提供されている授業の内容がそれぞれの大学において履修

させるカテゴリーにはまりにくいという意味で必ずしも単位互換を認めて

いないという面があるかと思う。	 

	 もう一つは、運用の側面である。クオータ制導入大学の学生に対して試験

をいつやるかなどといった問題だと思う。e-Learning はコンテンツ化され

たものをいつでもどこでも何度でも見られることが最大のメリットだと思

うので、担当されている先生方に少し負担が増える可能性があるかもしれな

いが、前向きに検討していただければと思う。	 

→（林事務局長）	 

	 今いただいたご意見は、企画委員会に持ち帰らせていただければと思う。	 

	 

【四国大学】	 

	 26 年度の調査において単位互換科目の受入は難しいと回答させていただ

いた。その理由として平成 26 年度から教育課程の全面的な改革をして	 おり、

その中で例えば四国学関係や災害関係、情報処理の科目が本学の全学共通科

目として開設している科目と重なっていることであった。もう一	 点は、全

学共通科目の必修科目を大幅に増やしており、学生の負担を考えると、eK4

の単位互換まで辿り着かないという学生がほとんどだと思	 い、受入が難し

いと回答した。27 年度からは「四国の歴史と文化」について是非学びたい

という学生が出てきたので、よろしくお願いしたい。	 

	 

【徳島文理大学】	 

	 単位互換に関しては特に異論はない。ただ、我々のところも必修科目が多

く、なかなか単位互換として受入れることが難しいという状況がある。一部

だけでも利用ができるようなかたちをもう少し緩やかにしていただけると

少しでも利用が盛んになるのかなと感じている。	 

→（林事務局長）	 

	 e-Learning 科目及びコンテンツの一部利用に関しては、新たにいただい

たご意見かと思うので、企画委員会でも議論を進めていきたい。	 

	 

【高知工科大学】	 

	 以前、「四国の歴史と文化」を 2年間ほど数名の学生が受講したが、それ

以降続いていないので、クオータ制については来年度から香川大学で試験的

に実施されるということなので、こちらも履修者増に繋げていければと思っ

ている。	 

	 また具体的な提案を私の方で検討しているが、本学開設以来、放送大学の

科目を大学として受け入れて履修してきたという経緯がある。これまでの経

緯を踏まえ、どのようにして各大学が受け入れていけるようなかたちに持っ

ていけるのかについてまとめているので、次回の企画委員会で検討させてい

ただければと思っている。	 

	 

報告（２）平成 27 年度の単位互換科目について（報告資料２、３）	 

	 平成 27 年度の単位互換科目について、林事務局長から説明があった。	 

	 各大学から特に発言はなかった。	 

	 

報告（３）平成 26 年度以降の外部評価委員について（報告資料４）	 

	 平成 26 年度以降の外部評価委員について、林事務局長から説明があった。	 

	 

報告（４）その他	 

	 各大学から特に報告は出なかった。	 

	 

４閉会	 

深見副会長挨拶	 

	 冒頭にご紹介いただいたように、当時の香川大学の理事であり会長だった

細川先生から副会長への要請を受けまして、細川先生、有馬先生、そして現

在の藤井先生と 3代の会長に仕えて参りました。今度副会長を徳島文理大学

の千田先生に交代致しますので、よろしくお願いしたいと思います。	 

	 これは私がいつも申し上げていることですが、四国の大学では、それぞれ

四国に関する特色ある授業を行っています。こういった授業を自大学の学生

だけしか受講できないというのは非常にもったいないと感じておりました。

この eK4 の e-Learning システムを利用し、他大学の学生にも特色ある授業

を聞かせられるという考え方には非常に興味を持っています。特に「四国学」

というもの、色々な先生方が集まり色々な話題を学生に聞かせるというこの

事業に対して、非常に思い入れがあります。私自身もコンテンツを１コマ提

供させていただいていますが、是非こういった考えが今後とも続いていき、

より多くの学生がこういった授業を聴講してくれるようになることを祈念

致しまして、私の最後のご挨拶にさせていただきたいと思います。長い間ど

うもありがとうございました。	 
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共同研究シンポジウム「JMOOCとeK4」
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!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

香川大学における学生ログ情報を活用した!
学生支援の検討!

!

"!

香川大学工学部電子・情報工学科　!
（併）香川大学総合情報センター　!!

准教授　八重樫!!理人!

!"#$%&'!()!コンソーシアム四国共同研究シンポジウム*+
,-./0"12(3456年度第5回研究会+

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

"#香川大学型$%カード認証課金プリンタシステム!

&!

当時のプリンタの利用形態（!""#年）$
!

学生に自分で紙を持ち込ませる方式を採用!
!

理由!
・紙代を節約するために，紙を持ち込ませた．!
・紙を持ち込ませることで，無駄な印刷を抑制できる．!

注）画像は実際の導入機ではありません．!

'("()*!コンピュータ教室のリプレースに向けて!
学内の仕様策定委員会が立ち上がる．　!
（プリンタシステム部分は八重樫が取りまとめ）!

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

+!

図!　手差しトレイによる印刷イメージ!
（実際に本学で使用していたプリンタとは異なります．）!

印刷の度に手差しトレイや用紙トレイを開け閉めするため，!
プリンタがしょっちゅう故障・・・．!

"#香川大学型$%カード認証課金プリンタシステム!

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

,!

プリンタ%がデフォルトプリンタ$ プリンタ!がデフォルトプリンタ$

プリンタ&がデフォルトプリンタ$ プリンタ'がデフォルトプリンタ$

プリンタ%$ プリンタ!$

プリンタ&$ プリンタ'$

表　'((-年プリンタ配備（幸町キャンパス　南.%+）!

.%数台ごとに一台のプリンタを設置!

"#香川大学型$%カード認証課金プリンタシステム!

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

/!

キャンパス名! 設置場所! 設置台数!キャンパス計! 合計!

幸町北キャンパス!
.%"! +!

"+!

,*!

.%'! '!

.%&! &!

.%+! ,!

幸町南キャンパス!
教育学部+'"教室! 0!

"-!教育学部+&"教室! 0!

図書館中央メディアプラザ! +!

林町キャンパス! 工学部+&("演習室! 0!
-!図書館工学部分館! "!

三木町農学部キャンパス!
農学部&1"教室! &!

0!農学部+1"教室! &!

図書館農学部分館! "!

三木町医学部キャンパス!
医学部マルチメディア実習室! -!

"'!マルチメディア自習室! '!

図書館医学部分館! '!

表　'((-年プリンタ設置台数!

香川大学全体で,*台のプリンタを設置!

"#香川大学型$%カード認証課金プリンタシステム!

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

本日の講演内容!

'!

"# 香川大学型()カード認証課金プリンタシステムの開発と，開発した!
システムの利用状況調査について!
!

'# 香川大学型(*教卓システムの開発と，開発したシステムの利用状況!
調査について!
!

&# 香川大学におけるクラウドメール+,-./01導入と，導入に伴う学生の!
メール利用状況調査について!
!

+# .%教室の2)稼働ログによる.%教室利用状況調査について!
!

,#　香川大学における学生ログ情報を活用した学生支援の検討について!

!

!
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!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"

・印刷の度に紙を補充するので，用紙トレイや手差しトレイが故障．（機
器故障発生原因の一つ）推奨用紙以外で印刷することによる故障も多発
（インクジェット紙やノートの切れ端など）!
!
・結局紙を持ち込めば無料なので，安い紙を持ち込んで不正な印刷が行わ
れた．!
!
・多くのプリンタが設置されていたため（全学で５０台を超えていた），
総合情報センター予算の中から捻出していたトナー代金が高額で，総合情
報センターの運用経費を圧迫，!
!
・持ち込みのノートパソコンを使った授業があるのに，それで印刷できる
プリンタがほとんどなかった"!
!
・モノクロのみでカラー印刷に対応していなかった．!

・印刷の度に紙を補充するので，用紙トレイや手差しトレイが故障．
総合情報センターからみたプリンタシステムの問題点"

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

なんとかしなきゃだめだな．（涙!

#$香川大学型%&カード認証課金プリンタシステム"

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

'"'"

#$ 　紙を持ち込まないで運用できるプリンタシステムであること．"

($ 紙代およびトナー代を学生に負担してもらう方式であること．"

（学生による受益者負担）"

)$ カラー印刷に対応できること．"

"

*$ 印刷ジョブを直接プリンタに投げるプリンタシステムではなく，"

実際に印刷する前に印刷するジョブを選択し印刷できるプリンタ"

システムであること．（印刷物からの情報漏えい）"

"

+$ 学生所有のノート型,&から印刷可能なプリンタシステムであること．"

また学生がどこのキャンパスにいても，同じドライバに印刷ジョブを"

投げれば印刷できるプリンタシステムであること．その際ドライバの"

導入は簡単であること．"

"

-$ プリンタシステム個別にユーザ管理を必要としないプリンタシステム"

であること．"

香川大学がたてた%&カード認証課金プリンタシステムの開発方針"

#$香川大学型%&カード認証課金プリンタシステム"

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

#."

図　%&カード課金認証プリンタシステム"

操作端末!

"#カードリーダ!

プリンタ本体!

そんな夢のような課金認証プリンタシステムを"

構築しました．"

#$香川大学型%&カード認証課金プリンタシステム"

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

##"図　%&カード課金認証プリンタシステム"

#$香川大学型%&カード認証課金プリンタシステム"

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

/"

年度" (../" (..!" (..'" 計"

プリンタ印刷枚数" '!(0(.*" '/.0++-" #0./*0+##" )0.(/0(/#"

表　プリンタ総印刷枚数（(../1(..'）"

表　(..!年)月～(..'年(月までのハードウェア障害報告"

機種2月2件数" )月" *月" +月" -月" /月" '月" #.月" ##月" #(月" #月" (月" 合計"

プリンタ" *" #" #." !" -" *" +" -" *" *" #(" -*"

,&" (" (" #" /" )" +" )" *" !" (" -" *)"

サーバ" ." ." ." ." #" *" #" #" ." ." ." /"

その他" ." #" ." +" (" )" *" (" #" #" +" (*"

合計" -" *" ##" (." #(" #-" #)" #)" #)" /" ()" #)!"

１１件の障害件数のうち，１０件がプリンタの故障"

プリンタのハードウェア障害は障害総数の+.％！"

年間#..万枚程度の印刷がおこなわれていた"

キャンパス名" 設置場所" プリンタ名" 印刷枚数（年間）" 印刷枚数（月平均）"

幸町北キャンパス" ,&教室１" ,3#(" !/0(*-" /(*."

林町キャンパス" 工学部*).#演習室" 4,3#)" #.'" '$.!"

表　プリンタ別印刷枚数（一部抜粋）"

プリンタの効果的な配置が問題"

#$香川大学型%&カード認証課金プリンタシステム"

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

#("

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

管理兼印刷
サーバ"

印刷サーバ"

567,"

サーバ"

,&教室"

持込,&"

仮想キュー"

持込
,&"

,&教室"

,&教室"

,&教室"

印刷サーバ"

印刷サーバ"

持込,&"

持込,&"

幸町キャンパス"

林町キャンパス"

三木町医学部キャンパス"

三木町農学部キャンパス"

キャンパス内どこでも印刷できる"

環境を構築"

紙補充やトナー交換，修理連絡なども"

業者に業務委託（大学生協，宮脇書店）"

図　プリンタシステムの概要"

八重樫理人0"林敏浩0"今井慈郎0"堀幸雄0"古川善吾0"服部真子0"香坂光彦0"本田道夫0""

8香川大学のプリンタシステムに対する諸問題を解決する%&"カード認証課金プリンタ"

システムの開発とその導入効果90"電子情報通信学会論文誌0":;<$='-160>;$#.0"

??$10@AB$"(.#)$"

#$香川大学型%&カード認証課金プリンタシステム"
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!"#

設置#
キャンパス#

設置台数# キャンパス#
設置数#

サイズ別印刷枚数# 種別印刷総数#

複合機# プリンタ#
専用機# $"# $%# &%# &'# 計# カラー# モノクロ#

幸町北キャンパス# "# !# %# !()*# )(+,-# )-('# !*(#
)%*-

!# %%%# )%"%*#

幸町南キャンパス# (# %# %# **#!'+!'# !-# ''(#!+)+!# "!'# !'-%+#
林町キャンパス# !# %# '# !!%# ',+)# )(,# (# +!,%# +("# '',!#

三木町農学部キャンパス# !# !# )# %"# )",%# "!# !)# )%*(# !"!# )""-#

三木町医学部キャンパス# "# )# '# !')+# ',+)#"',)%# ")%)#%+%'%# !)()# %')')#

総数# ,# !)# )(#)*,*#'(%!)#",-,*# "-*%#-+!+(# )+-'# -"%+'#

表　)(!)年!(月プリンタ設置台数，プリンタ種別，印刷枚数#

幸町南キャンパス (# %# %#

三木町農学部キャンパス !# !# )#

（'-台から)(台へプリンタを削減！）#
-#

**#!'+!'# !-# ''(#!+)+!# "!'#

（前システムより印刷枚数が増加）#
(.,万枚/月平均 !万枚/月平均#

!.香川大学型01カード認証課金プリンタシステム#

障害種別# % '月# +月# *月# ,月# -月# !(月# !!月# !)月# 合計# 月平均#

障害総数# !# "# !# %# !# (# (# "# %# !*# !.,-##

メンテナンス対応# !# "# !# %# !# (# (# "# )# !'# !.+*##

故障#
プリンタハード故障# (# (# (# (# (# (# (# (# (# (# (.((##

プリンタシステム故障# (# (# (# (# (# (# (# (# )# )# (.))##

表　)(!)年%月～!)月プリンタ障害発生件数#

（プリンタ障害件数が'.""件/月 !.,-件/月に低下）#
!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!%#

・総合情報センターが捻出する，トナー，用紙代金がゼロ．!
!
・思ったより不満がでなかった．（学生がおとなしいのかも．．．．．）!
!
・プリンタ周りが，きわめてきれいになった．（印刷物の放置などがなくなった）!
!
・教員のわがままな設置依頼を断れる．（月に１０００枚以上印刷がない場所に関し
ては設置を断る方針．無用な情報通信機器への投資を断れる．）!

!"カード認証課金プリンタシステムの開発の効果#

!.香川大学型01カード認証課金プリンタシステム#

効率的なプリンタの配置は，効果的な教育推進において必要不可欠であり，#
印刷枚数などの印刷データの分析は，大学の教育支援環境構築のための戦略
立案において必要不可欠である．（八重樫私見）#

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

八重樫先生！#
#
準備が大変でもうしたくないです．
（怒#
#
教務系の事務職員は何年かに一度
部署移動するから，情報通信機器
が得意じゃない人が担当になった
りして大変です．今は派遣の方に
お願いしています．（運用のノウ
ハウは大学にたまっていない）#

).香川大学型02教卓システム#

!'#教務系スタッフは012の運用に疲れ切っていた（汗#

)(!!/*#遠隔講義システム，収録システム，教室設備導入決定！　#
　総合情報センターに構築依頼（八重樫が担当）#

そこで運用を担当する教務スタッフに聞き取り調査をしたところ大問題発生！#
教務系スタッフ#

八重樫先生！#
#
遠隔講義システムや収録システ
ムいれるんですか？（涙#
#
今のシステムだって，授業開始
"(分前に行って準備したり，終
了後には片づけに行かなきゃな
らないし．．#
#
他のキャンパスにわざわざ立ち
合いに行ったりしながらなんと
か運用してるんですよ！！！#
#

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

).香川大学型02教卓システム#

!+#

システム導入の目的#
#
講義実施にともなう運用スタッフの負担を軽減し，効果的に情報通信機器を#
用いた講義実施を支援すること（ができるシステム）#
#
システムの開発方針#
#
$3#02教卓内に必要な情報通信機器を集約し，コンパクトなシステムであること#
#
&3#02教卓の施錠は，本学で採用している01カード教職員証で行うシステム#
であること#
#
13#教室に設置されている情報通信機器のインターフェイスや操作方法の違いを#
教員に意識させず，簡単に操作可能なシステムがあること#
#
43#教室に設置されている情報通信機器を操作するリモコンの使用を最低限にし，#
できるだけリモコンを使用せずに授業を実施できるシステムであること#
#
53#同一キャンパス内の別の場所や，他のキャンパスからも，教室の$6機器を制御#
できるシステムであること#
#
#

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

).香川大学型02教卓システム#

!*#

$3 02教卓内に必要な情報通信機器を集約し，コンパクトなシステムであること.#
# 　馬鹿でかい$6ラックは必要なし#

&3#02教卓の施錠は，本学で採用している01カード教職員証で行うシステム#
であること#

# ．#

馬鹿でかい$6ラック#

多くの情報機器#

香川大学工学部""()教室#

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

).香川大学型02教卓システム#

!,#

13#教室に設置されている情報通信機器のインターフェイスや操作方法の違いを#
教員に意識させず，簡単に操作可能なシステムがあること#

# 　だれでも直感的にわかって理解できるインターフェイスにで，#
#　　機器が異なっても同じである#

#
43#教室に設置されている情報通信機器を操作するリモコンの使用を最低限にし，
できるだけリモコンを使用せずに授業を実施できるシステムであること#

# # # # 　リモコン無しで運用できる#
#

多くのインターフェイスと#
複雑な操作#

多種類のリモコン#

香川大学工学部""()教室#
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!"香川大学型#$教卓システム%

&'%

()%同一キャンパス内の別の場所や，他のキャンパスからも，教室の*+機器を制御%

できるシステムであること%

% 　講義の準備をするために，教室に立ち会う必要がない．%

分散キャンパスによる%

運用の難しさ%

図　香川大学のキャンパス一覧%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学型#$教卓システム%

!,%

香川大学型#$教卓システム%

そんな夢のような#$教卓システムが完成しました！%

八重樫理人，寺尾徹，林敏浩，村井礼，岩城暁大，裏和宏，今井慈郎，堀幸雄，末廣紀史，大塚輝-%最
所圭三，.講義の効率的運用を支援する香川大学型#$教卓システム 開発運用サイクルに基づいた#$教
卓システムの開発実践 /-教育システム情報学会誌-%+01"2!-30"&-44"-567"%!,&8"9採択済み)%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学型#$教卓システム%

!&%

機器名% 内訳%

教材表示装置%

電動昇降スクリーン%

:;<ビデオプロジェクタ%

フルハイビジョン<:<%

ホワイトボード（黒板）%

カメラ% 講義収録，遠隔講義用カメラ%

映像装置%

シームレススイッチャ%

デジタル=>?分配器%

*+制御システム%

拡音装置%

スピーカー%

デジタルパワードミキサ%

赤外線ハンド型マイク%

赤外線タイピン型マイク%

赤外線!@Aレシーバ%

教材提示機器%

B::ブルーレイデッキ%

書画カメラ%

常設<C%

講義収録・遠隔会議装置%
講義収録システム%

遠隔会議システム%

表　教室に設置された情報機器%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学型#$教卓システム%

!!%図　システム概要図%

カメラ%
遠隔会議システム%

マトリクススイッチャ%

ブルーレイデッキ%

常設<C%

書画カメラ%

デジタル%

=>?分配機%

デジタル%

=>?分配機%

マイク%

パワードミキサ%

電動昇降スクリーン%

プロジェクタ%

大型ディスプレイ%

拡声装置%

#C$制御システム%

遠隔会議システム

電動昇降スクリーン

講義収録システム%

;=%

;=%

;=%

:+#%

:+#%

B:D#%

B:D#%

B:D#%

B:D#%

:+#%

:+#%

;=% 音声信号%

:+#%

B:D#% 映像信号%

制御信号%

電動昇降スクリーン

B:D#%

;=%

分配機

遠隔会議システム
B:D#%

;=%

;=%

外部入出力%

パネル%

:+#%

制御システム

B:D#%

;=%

持込み%

*+機器%

パワードミキサ

持込み%

%%%<C%

マトリクススイッチャ

デジタル%

=>?分配機%

=>?%

=>?%

;=%

=>?%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学型#$教卓システム%

!2%

カーテン% スクリーン%B::ブルーレイ%テレビ会議システム%

プロジェクター% ネットワークカメラ% 書画カメラ%

図　多くのリモコン%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学型#$教卓システム%

!E%

*)%#$教卓内に必要な情報通信機器を集約し，コンパクトなシステムであること%

%

?)%#$教卓の施錠は，本学で採用している#Cカード教職員証で行うシステムで%

あること%

これだけで通常授業だけでなく，遠隔講義や
講義収録に必要なすべてのシステムを収納%

#Cカードによる施錠システム%

ミキサー%

マトリクススイッチャ%

=>?分配器%

シームレススイッチャ%

パワーユニット%

<C%

マウス・キーボード%

書画カメラ%

F46G%

ワイヤレス%

マイク%

ブルーレイデッキ%

講義収録システム%

収納%
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!"香川大学型#$教卓システム%

!&%

'(%教室に設置されている情報通信機器のインターフェイスや操作方法の違いを%
教員に意識させず，簡単に操作可能なシステムがあること%
%
)(%教室に設置されている情報通信機器を操作するリモコンの使用を最低限にし，
できるだけリモコンを使用せずに授業を実施できるシステムであること%
%
*(%同一キャンパス内の別の場所や，他のキャンパスからも，教室の+,機器を制御
できるシステムであること%

#'$機器制御システムの導入！%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学型#$教卓システム%

!-%

#$教卓%

工学部./01教室%

#$教卓教卓

工学部./01教室

教員2事務用%
3'%

林町キャンパス%

#$教卓%

工学部./01教室%

教卓

工学部./01教室

教員2事務用%
3'%

三木農学部キャンパス%

タブレット端末%

#$教卓

タブレット端末% #$教卓%タブレット端末 #$教卓

#'$機器制御サーバ%

教員2事務用%
3'%

幸町キャンパス%

キャンパス%
ネットワーク%

キャンパス%
ネットワーク%

キャンパス%
ネットワーク%

キャンパス%
ネットワーク%

操作命令%

制御信号%

タブレット端末% 3'%3'%

図#'$機器制御システム概要図%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学型#$教卓システム%

!4%

図　システム起動画面% 図　一括設定%

図　サウンド設定%
!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学型#$教卓システム%

!5%

映像設定：プロジェクタや3)3に投影される映像ソースを切り替えなど%
マルチマトリクススイッチャの操作%

%
サウンド設定：音量調整，ミュートなど%
ミキサの操作%

%
ライブ配信：遠隔地への接続，カメラ操作など%
遠隔講義システムの操作%

%
講義収録：講義収録の開始，終了など%
講義収録システムの操作%

%
スクリーン昇降：スクリーンの昇降%
スクリーンの操作%

図　メニュー画面%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学型#$教卓システム%

!6%

78%キャンパス% 講義室名% 稼働開始月%バージョン% 備考%
1% 幸町キャンパス（北）% .1&教室% !01/年1!月%9:;"!% 　%
!% .!!教室% !01!年6月% 9:;"1% 　%
/% 幸町キャンパス（南）% */1講義室% !01/年1!月%9:;"!% 　%
.% 三木町医学部キャンパス%看護棟/0/% !01/年1!月%9:;"!% 　%
&% 三木町農学部キャンパス%

)</0.講義
室% !01!年6月% 9:;"1% 　%

-% +.01講義室%!01/年1!月%9:;"!% 　%
4%

林町キャンパス%
（工学部）%

/!01講義室% !01/年1!月%9:;"1% 　%
5% //0.講義室% !01/年6月% 9:;"1"1% 　%
6% ./01講義室% !01!年6月% 9:;1% 　%
10% -60/講義室% !01/年1月% 国際遠隔9:;% 遠隔演習%

表　#$教卓システム導入教室一覧%

現在学内10ヶ所で#$教卓が稼働しています．%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学型#$教卓システム%

/0%

図　他教室制御%

#$教卓システムの稼働状況がわかる．%
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!"香川大学型#$教卓システム%

&'%

%
!(')*(+*()%(,-'+-(./)0'%12334*567*0(*898:*!!&;%<8=>?83"@7A8BC=6D8=>?83%E@7A8BC=6D8=>?83"FC>C-&!)G%
%#HIJ%%*%K8LM8<3%=8:86>8A%N=7B%*%'&&",!"&,"!&,/%O8<<CP8%*%%Q8R%S%A8>6:8#T%-%UC?M8%S%'(('V%Q8R%S%?7:C?8%-%UC?M8%S%
FC*F4V%Q8R%S%:BA%-%UC?M8%S%W'#HD$%('('V%
%

図　#@$機器制御サーバのログ%

UC?M8%S%W'#HD$%('('%

映像設定切り替えコマンド% 入力機器% 出力機器%
入力機器!
('　ブルーレイ!
(!　外部XTO#!
(&　書画カメラ!
()　$U会議（メイン）!
(Y　$U会議（サブ）!
(.　外部TU#!
(+　外部KZ[!
(0　外部ビデオ%

出力機器%
('　プロジェクター（左右）!
(!　プロジェクター（中央）!
(&　$U会議資料共有・講義%
収録用コンテンツ!
()　プレビューモニター%

入力機器!
\J]K %主電源操作%
#HD$ %映像切り替え%
^_D$ %音声切り替え%
U` %音量切り替え%

効率的な"#$機器の配置は，効果的な教育推進において必要不可欠であり，!
"#$機器利用データの分析は，大学の教育支援環境のための戦略立案に!
必要不可欠である．（八重樫私見）!

(!　外部XTO# (!　プロジェクター（中央）#HD$ %映像切り替え

() $U会議（メイン） 収録用コンテンツU` %音量切り替え
%&'()*)'(!+,'*,&-!ブルーレイデッキをプロジェクタ（左右）に出力した．!

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

&"香川大学におけるクラウドメールの導入%

&!%

学部% 登録者数% 利用者数% 利用率% 備考%

教育学部% '(&,人% '(+人% '(W%

法学部% 0(+人% ')+人% '0W%

経済学部% ')+(人% )!Y人% !,W%

農学部% ,&Y人% &0(人% )'W%

地域マネジメント%
研究科% +!人% )0人% .+W%

法科大学院% '')人% +,人% .,W%

合計% ))&+人% ''0.人% !+W%

表%メールサーバに登録されている学生数及び実際にメールサーバを利用した%
学生数とその利用率%（\J\および#O^\，!((,年''月）%

注）工学部と医学部は別でメールサーバを個別運用していたため，カウントできず%

香川大学では+(Wの学生が大学のメールサービスを利用しておらず，%
連絡手段としてまったく機能していないことが判明%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

&"香川大学におけるクラウドメールの導入%

&&%

学部% 登録者数% 利用者数% 利用率% 備考%

教育学部% '(&,人% '(+人% '(W%

表%メールサーバに登録されている学生数及び実際にメールサーバを利用した%
学生数とその利用率%（\J\および#O^\，!((,年''月）%

・学生の連絡先として，携帯のメールアドレスを収集．（!((,年　 学部）%
（学生のアドレスは頻繁に代わるため，連絡がとれないこともあった．）%
%
・就活において大学ドメインのメールを利用していないことが判明．%

システムリプレースE!('!a&Gに際し，%
「現行のメールサービスは意味をなしていないので，学生向けメールサービスは%
廃止でどうでしょうか？」と提案したところ，全員苦笑いで相手にしてくれず．．%

「じゃあ，実際に学生が使いたいと思うメールサービスを導入しましょう」%
%
　　　　　　　　　Z77P?8%̂ 44<%bAM:C3675の導入を提案%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

&"香川大学におけるクラウドメールの導入%

&)%

'"他大学の状況

無償メールサービス導入大学

・!"#$%（!&&'%()*++,）導入大学一覧（-../01-0.2現在）

日本大学　亜細亜大学　江戸川大学　大阪電気通信大学　岡山大学　嘉悦大学　関東学園大学　共愛学園　
前橋国際大学　京都府立医科大学　京都産業大学　金城学院大学　群馬大学　国際教養大学　静岡産業大
学　芝浦工業大学　湘南工科大学　専修大学　多摩大学　大東文化大学　筑波大学情報学群知識情報・図
書館学類　津田塾大学　東京家政学院大学　東京経営短期大学　東京藝術大学　東京女子大学　徳島文理
大学　豊橋創造大学　長崎大学歯学部　長崎ウエスレヤン大学　西日本工業大学　日本医科大学　羽衣国
際大学　一橋大学　東大阪大学　佛教大学　武蔵野大学　名城大学　山梨県立大学　立教大学　ＬＥＣ大
学　和洋女子大学（3-大学）

・4#5&&6メール)*7#8("$7)98$:$&;（-../0/現在）

青森県立保健大学　青森大学　尚絅学院大学　上田女子短期大学%神奈川工科大学　松蔭大学　上智大学　
上智短期大学　上智社会福祉専門学校　成蹊大学　成城大学　帝京大学　日本薬科大学　白鴎大学　真岡
コンピュータ・カレッジ　目白大学ヤマザキ動物看護短期大学　横浜商科大学　早稲田大学　愛知文教女
子短期大学　<*=*>（情報科学芸術大学院大学、岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー）　桜花学園大学　
岐阜経済大学　中部学院大学　名古屋短期大学　福井県立大学　ルネサンス高等学校　大阪学院大学　大
阪学院大学高等学校　大阪産業大学　関西医科専門学校　関西経理専門学校　関西健康・製菓専門学校　
畿央大学　京都嵯峨芸術大学　帝塚山学院大学　山陽学園大学　九州国際大学　聖マリア学院大学

資料①%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

&"香川大学におけるクラウドメールの導入%

&Y%

東京大学、職員'万人分のメールシステムをヤフーの無料サービスへ移行%
（出典：cTH83%dC4C5%!((,a''a(,）%

%

資料②%

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

&"香川大学におけるクラウドメールの導入%

&.%

スマホの普及をここまで予測できず．（涙!

資料③%
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!"香川大学におけるクラウドメールの導入#

!$#

日経%&コンサルティング#
'(()*++,-./01(".233425)",-"6)+,-./01(+.47/+89::+9;9:<-5214+#

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学におけるクラウドメールの導入#

!;#スマホの正確な利用率は？#
'(()*++777"=2>",-"6)+125>?>@+,-10<.+89:A9B88C99;B!A"'(<1#

89:A年は;9D#

学生の;9D以上がスマホを所有している．#
（スマホでの利用を想定したサービス提供は必須）#

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"香川大学におけるクラウドメールの導入#

!E#

8$#

AE#

F8#

;!#

B:#

!;#

9D# :9D# 89D# !9D# A9D# B9D# F9D# $9D# ;9D# E9D# :99D#

899E年::月#

89:!年:8月#

89:A年F月#

899E年::月# 89:!年:8月# 89:A年F月#
アクセスあり# 8$# AE# F8#
アクセスなし# ;!# B:# !;#

アクセスあり# アクセスなし#

注　899E年::月は，独自でメールサーバを運用していた医学部，#
工学部のデータは含まれていない．#

表　メールサーバ利用率の推移GDH#

注　899E年::月は，独自でメールサーバを運用していた医学部，
導入した!"#機器の運用データの分析は，大学の教育支援環境構築のための
戦略立案において必要不可欠である．（八重樫私見）$

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

A"香川大学における&I稼働ログによる&I教室利用状況#

A9#

JK<4=2?#エンタープライズ#
'(()*++777"2(<4=2?",-"6)+4.(4>)>2/4+?>(2,14/+:A9!+8A+.47/9:$"'(<1#

多くの教育機関がJIK機器導入，運用にかかわる負担増に苦しんでいる．#

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

A"香川大学における&I稼働ログによる&I教室利用状況#

A:#

:日当たり!人+台を超える利用がある教室が一方，一日平均9"!人+台#
しか利用されていない教室もある．#

・工学部，農学部はノート&Iを必携としているが，高度なソフトウェアを利用する#
講義（ILMなど）においては&I教室は必要！#
#
・医学部は&Iを利用した国家試験（I%K）があり，I%Kのための&Iは絶対必要！#

各学部のニーズはわかるが，限られた予算の中で最適な配置$
であるかどうかは不明？？？$

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

A"香川大学における&I稼働ログによる&I教室利用状況#

A8#

899A年F
月#

899B年F
月#

899F年F
月#

899$年F
月#

899;年F
月#

899E年F
月#

89:9年F
月#

89::年F
月#

89:8年F
月#

89:!年F
月#

系列:# :!!A:# :B;9B# :A!B9# :BA8A# :$;99# :A899# :AB8E# :BB$A# :8E;:# E!$8#

:!!A:#

:B;9B#

:A!B9#
:BA8A#

:$;99#

:A899# :AB8E#
:BB$A#

:8E;:#

E!$8#

9#

8999#

A999#

F999#

;999#

:9999#

:8999#

:A999#

:F999#

:;999#

89999#

;999#

A999#

89::年から利用率の低下の原因をどう考えるか？#
Gスマホの普及が原因にあるのではないか 学内N2O2の接続ログ調査にむけ準備中H#

表　&I利用件数の推移（幸町総合情報センター）#

導入した!"#機器の運用データの分析は，大学の教育支援環境構築のための$
戦略立案において必要不可欠である．（八重樫私見）$
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!"学生ログ情報を活用した学生支援#

$%#$%#

要カウンセリング学生，長期欠席者!
の早期発見，早期対応!

平常時の対応!

欠席学生への勉学サポート!
災害発生後でも，すみやかに研究・教育!
が実施可能な環境の整備（"#$の策定）!

災害発生時の対応!

学生および教職員の安否確認!

学生が「安心・安全なキャンパス」とは？!

安心な研究・教育の環境!

安心な研究・教育の環境!
災害発生後でも，すみやかに研究・教育災害発生後でも，すみやかに研究・教育
安心・安全な研究・教育の環境!

安心・安全な研究・教育の環境!
大学への侵入者の早期発見と!
侵入防止対策の実施!

安全な研究・教育の環境!

要カウンセリング学生，長期欠席者，不審者の!
侵入を早期発見する気づきとなる情報（アウェア!
ネス）の収集が必要!

災害発生時に大学の被災状況に関する情報を速やかに!
収集する仕組みが必要！（学生および教職員の安否，!
大学の施設や大学の%#&機器の被災状況を含む）!

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"学生ログ情報を活用した学生支援#

$$#
システムの数が多く，またそのログも膨大で，人間がすべてのログを!
収集，解析することは不可能！（ビッグデータが活用できない！）!

現システムは本来システムが果たす役割のみを目的に運用されており，相互に利用したり，
ほかの目的で利用するため仕組みや仕掛けはない！（貴重なログが活用できない！）!

大学内で取得可能な情報!

入退管理システム! 出席確認システム!

保健管理センター!

大教センター!
修学支援グループ!

一方　保健管理センターや危機管理センターでは!

学生の入退出ログを!
記録可能!

学生の出欠ログを!
記録可能!

ネットワーク監視システム!

学内のネットワーク機器の!
運用状態が把握可能!
（運用ログを記録可能）!

総合情報センター!施設グループ!

無線'()および!
*+#$!

学生のネットワークの!
利用状況が把握可能!
（利用ログを記録可能）!

総合情報センター!

入退出ログや出席ログやネットワーク情報から要カウンセリング学生を探し出したいが、
ログが膨大でそのなかから必要な情報を探し出すことは困難なうえ、システムが別れてい
て、別々のシステムのログから横断的に必要な情報を収集することは事実上不可能!

危機管理センター! 災害発生時に、それぞれのシステムの動作ログを検証することで、学内の人情報や機器の稼働状況を確認したい。しかしながら現在のシステムは災害時にそれぞれの情報が断片的
で、システムの数が多く人手でログを収集し、解析することは事実上不可能。!

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"学生ログ情報を活用した学生支援#

$&#

　 　学生の潜在的シグナルを把握し、早期かつ適切に指導助言したい。 !!

　 　情報システムの増加に伴うビッグデータが有効に活用できていない。!
　 　災害発生後でも、すみやかに研究・教育が実施可能な環境を整備したい。（"#$の策定）!

背景　　　!
!

学生が利用する情報システムのログは、学生の普段の教育研究活動を把握する貴重な!
データであるが、生成するログが膨大でこれらを有効に活用することができていない。!
（ビッグデータが活用できない。）本事業は、学生生活・就学に対して早期かつ適切に!
指導・助言するための、学生の潜在的シグナルに基づくキャンパスライフを支援する!
ことを目的とする。!

学生が利用する情報システムのログを収集・分析することで、学生の潜在的シグナルを!
把握することが可能な「学生活動ログ分析システム」と「大学環境ログ収集分析システム」!
を実現し、学生生活・就学に対して早期かつ適切に指導・助言するための環境を実現する!
とともに、キャンパスライフ支援室を設置し、学生の潜在的シグナルに基づくキャンパス!
ライフを支援する事を目的とする。!

学生の潜在的シグナルを把握し、早期かつ適切に対応することにより，学生のメンタル!
ヘルスケアに効果があるだけでなく、学生の安否確認や大学の被災状況確認も可能である。!

本事業の　!
目的!

主要な　　!
取り組み!

期待される!
効果!

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"学生ログ情報を活用した学生支援#

$'#

キャンパスライフ支援室!
キャンパスライフ支援事業!

学生活動ログ収集分析システム・大学環境ログ分析システム!

サーチシステム部!

分析表示システム部!

各システムから出力されたデータの収集!

出欠状況! 入退!
状況! 安否状況!

分析用にデータを加工・統合!

分析機能にデータを提供!

機器!
稼働状況!

ネットワーク!
利用状況!

学生に対する指導・助言! 学生の安否確認! 大学の被災状況確認!

学生の潜在的シグナルの把握#

ネットワーク!
監視装置!

入退!
管理システム!

監視カメラ!
システム!

出席確認!
システム!

図書館!
システム!

人数カウント!
システム!

保健管理!
システム!
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!"学生ログ情報を活用した学生支援#

$(#

保健管理センター! 危機管理センター!総合情報センター! 工学部!経済学部!

香川大学!
キャンパスライフ支援室!

キャンパスライフ!
支援委員会!

キャンパスライフ!
支援委員会!

①数値目標!
プライオリティ!
の設定! ①数値目標!

プライオリティ!
の設定!

⑦実施結果の!
報告!

⑦実施結果の!
報告!

キャンパスライフ支援室

⑧分析ログの分析方法や!
状況資料作成方法の!
ブラッシュアップ!

キャンパスライフ!
支援評価委員会!

⑨数値目標の達成!
状況の報告!

⑩数値目標の評価と!
次年度の改善要求!

②ログ収集と!
一次分析!

キャンパスライフ支援室

④ログの二次分析と!
数値目標とプライオリティに!
基づく状況資料の作成!

⑤状況資料の!
提示!

③ログの二次!
分析方法の検討!

キャンパスライフ支援の流れ! キャンパスライフキャンパスライフ
全学組織!

部局内組織! 部局内組織!

大学教育開発センター!

③ログの二次!
分析方法の検討!

⑥指導・助言!
の実施!

⑤状況資料の!
提示!

!"#$%&'()*+,-.*/0'010*23&45%6&)$**705'06(&*809"%0)"%$***

!"学生ログ情報を活用した学生支援#

$!#

出席確認システム!
出欠ログ!

入退管理システム!
入退出ログ!

無線'()および*+#$!
ネットワーク利用状況! 学内の情報システムのログを横断的に収集し分析する!

ことで日々の学生の活動を把握することできる。!

学生活動ログイメージ!

出席確認システム!
出欠ログ!

入退管理システム!
入退出ログ!

無線'()および*+#$!
ネットワーク利用状況!

人数カウント!
システム!

大学環境ログイメージ!

学生証紛失、学生%*失効、長期休業学生などを!
条件に、学生活動ログがないはずのログを抽出!

不正に入手した学生%*を利用した!
侵入者が存在する可能性を検知!

学生活動ログを施設名、同日で検索し、同一時間帯、同一施設を!
利用した学生の有無を確認する。!
不審者を見かけた可能性のある学生を把握。!

学生活動ログ!

大学環境ログ!
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!"おわりに#

$%#

まとめ&あくまで私見です．'#
#
()*+,-,.#/,*012-34を実施するうえで，学生の教育の履歴データを効果的に#
収集する仕組みは必要不可欠である．総合情報センターなど情報インフラを#
構築5運用する部局と，大学教育開発センターなど教育支援部局が連携が特に#
重要である．#
#
（香川大学で本当にできるのであろうか・・・・・・）#
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Introduction of two University Cooperation e-Learning Projects in 
Shikoku 

 

HIROSHI MURAI† 
 

This paper introduces two university cooperation e-learning projects in Shikoku. The e-Knowledge consortium Shikoku 
(following, eK4) consists of eight universities in Shikoku in which started in October, 2008 and performs local personnel 
training. On the other hand, the project of cooperative university education based on e-Knowledge in Shikoku was started from 
the end of 2012, as a part of a knowledge platform through cooperation among five Shikoku Universities. 
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Examples of e-Learning contents (1) Examples of e-Learning contents (2)

Making of e-Learning contents

Recording of lectures

Edit of contents

check of contents

Concept of eK4 subjects

� Shikoku-gaku ( ) as culture education subjects 

� Literary arts of Shikoku ( ) 

� History of Shikoku ( ) 

� Society of Shikoku ( ) 

� Nature of Shikoku ( ) 

 

� Interdisciplinary specialized subjects ( ) 

� Culture education subjects or specialized subjects which include 

related topics of Shikoku-gaku 

eK4 subjects (omnibus style) in 2013

Subject 

provider

Contents 

provider(s)
Subject name Total

Kagawa 

Univ.

Tokushima(1), Kagawa(9), 

Naruto(1),  Ehime(2), 

Shikoku(1) 

History and Culture of 

Shikoku Area 

( ) 

113(13) 

Kagawa 

Univ.

Kagawa(9), Kochi(2), 

Tokushima Bunri(3) 

Local Development of 

Shikoku Area 

 ( )

187(3) 

Kagawa 

Univ.

Tokushima(1), Kagawa(9), 

Ehime(1), Kochi(2), 

Tokushima Bunri (1) 

Natural Environment 

and Disaster Measures 

of Shikoku Area 

( )

105(11) 

Total 405(27) 

The numbers in parentheses are the total numbers of each subject 

registration by students of universities which don’t provide the subject

eK4 subjects in 2013

Awa(Tokushima) Studies  

Local government theory  

Tokushima Univ.

Interdisciplinary 

specialized 

subjects 

Guidance of Human Intelligence  

( )

Tokushima Univ.
Disaster prevention of seismic and 

volcanic hazards( )

Ehime Univ.
Introduction to Futurability 

 

Information oriented society theory 

 

50 縮小50 縮小
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グローバルチャレンジセミナー	 

	 

四国経済連合会主催	 グローバルチャレンジセミナー

	 

	 

	 

	 10 月 24 日（金）、四経連は、四国の大学生を対象

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、グローバル人材の育成を目的に、四

経連と大学が連携し実施しており、本年が 3回目の開

催となる。	 

	 当日は、愛媛大学を主会場に、会員企業である㈱伊

予銀行と三浦工業㈱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などについて講演した。	 

	 この講演は、愛媛大学の学生だけでなく、遠隔講義

システムを使って、徳島大学、鳴門教育大学、香川大

学、高知大学、高知工科大学、徳島文理大学、松山大

学の学生も同時に受講した。	 

	 受講者は、8 大学あわせて 223 名に達し、受講後の

アンケートでは、「世界に目を向けることができる良

い機会であった」、「日本と外国との考え方の違いが

理解できた」など、セミナーの内容を評価する意見が

多く寄せられた。	 

	 

	 

主会場	 愛媛大学の様子	 

	 

講演要旨	 

㈱伊予銀行	 国際部	 

海外事業支援室	 課長代理	 佐藤	 和彦	 氏	 

	 

	 積極的に海外に目を向けてもらいたい	 	 	 	 	 

	 私は、伊予銀行がシンガポールに駐在員事務所を開

設するにあたり、平成 24 年 2 月、その開設準備のた

め赴任した。本年 2月に帰国し、現在は国際部に勤務

している。	 

	 最初に、愛媛県の企業がどれくらい海外に進出して

いるかについて話をすると、当行の取引先では、アジ

アを中心に約 200 社が進出している。まずは、地方の

企業にとっても海外は切っても切り離せない存在に

なっていることを認識していただきたい。	 

	 私ども伊予銀行は、シンガポール、上海、ニューヨ

ークに駐在員事務所を、香港に支店を設けている。こ

うした海外拠点では、取引先企業を対象としたビジネ

スマッチングの支援や現地情報の収集・提供等を行っ

ている。	 	 	 

	 例えばシンガポールでは、駐在員事務所を設置する

地方銀行が共同で、日本の食品を現地のバイヤーなど

に売り込んでいくための商談会を開催している。こう

eK4遠隔会議システムを利用したセミナー
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した海外事務所を構える地方銀行は、取引先企業の海

外進出の増加に伴い、年々増えている。	 

	 ここで、グローバル化とはどういうことかについて

話をしたい。グローバル化が進むと、非常に便利にな

る面がある一方で、競争が激しくなるという面もある。

将来、上司が外国人になったり、社内の公用語が外国

語になるといったことも増えてくるものと思われる。	 	 

	 中には、こうしたことは嫌だという人もいるかと思

うが、これに逆らうことができるかと言うと、多分、

それは無理である。もはやこうした世の中になったの

だから、そのために何ができるのかということを考え

ていくのが建設的な生き方であると思う。	 

	 テレビドラマの「半沢直樹」では、主人公がフィリ

ピンの工場に左遷されそうになるという設定であっ

たが、今はそういう時代ではない。もし、皆さんがＡ

ＳＥＡＮのどこかへ転勤で行けと言われたら、是非、

率先して行ってもらいたい。また、今は、東南アジア

へのＬＣＣも多く出ているので、是非自分の目で海外

を見に行ってもらいたい。そうすれば、今以上に視野

が広がっていくと思う。	 

	 

三浦工業㈱	 取締役	 

国際事業推進本部	 本部長	 西原	 正勝	 氏	 

	 

	 色々な国の人や文化を理解して欲しい	 	 	 	 	 

	 私は、平成 16 年より 10 年間、韓国で海外勤務を経

験し、本年 5月に帰国した。本日は、その経験を踏ま

えた話をしたい。	 

	 韓国では、文化や習慣が違うため戸惑う面もあった

が、非常に住みやすく、のびのびと仕事が出来たため、

私は全くストレスがたまらなかった。また、外国に行

くことによって、日本の良いところが見えてくる。	 

	 例えば、ものづくりの話をすると、海外では、「メ

イド・イン・ジャパン」は絶対的な認知をされており、

日本人がつくるものは安心・安全で、信頼性が高いと

評価されている。こうした評価の要因の一つが、相手

を思いやってものを販売するなど、日本人が持つ「お

もてなしの心」といったソフト部分にある。商品性能

といったハード部分は、外国の企業も模倣できても、

「おもてなしの心」といったソフト部分は、簡単に模

倣できるものではなく、日本のそうした文化風土が、

評価・強さにつながっている。また、日本はエネルギ

ー消費を抑えた生産性の高さにも強みがあり、私ども

のボイラー事業も、省エネビジネスとして様々な国で

受入れられている。	 

	 次に、リーダーシップについて話をしたい。様々な

状況に応じて、リーダーたる資質は変わってくる。一

般的に、発言力がある人、行動力がある人がリーダー

に適していると言われてきたが、それだけでは駄目で

あり、人はついてこない。色々な人のことに気を配っ

て物事を進めることができる人が本当のリーダーで

ある。	 

	 これから社会に出て次の日本を背負う皆さんがリ

ーダーシップを発揮するためには、色々な国の人や文

化を理解し、取り入れながら仕事に取り組むことが必

要である。	 

	 

（文責：井上）	 
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