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eK4企画委員会  

企画委員名簿  

平成 27 年 6 月現在 

 

企画委員名簿 

妻鳥 貴彦 高知工科大学 委員長 情報学群准教授 

古賀 理和 愛媛大学 副委員長 教育・学生支援機構共通教育センター講師 

林  敏浩 香川大学 副委員長 総合情報センター教授 

荒木 秀夫 

徳島大学 

全学共通教育センター長 

金西 計英 大学開放実践センター教授 

高橋 暁子 総合教育センター特任准教授 

宮下 晃一 

鳴門教育大学 

大学院学校教育研究科教授 

藤原 伸彦 大学院学校教育研究科准教授 

竹口 幸志 
大学連携 e-Learning 教育支援センター鳴門教育大学 

分室・講師 

寺尾 徹 

香川大学 

教育学部教授 

林  敏浩 総合情報センター教授 

村井 礼 大学連携 e-learning 教育支援センター四国教授 

古賀 理和 

愛媛大学 

教育・学生支援機構共通教育センター講師 

田中 寿郎 大学連携 e-Learning 教育支援センター四国愛媛分室長 

根本 淳子 
大学連携 e-Learning 教育支援センター四国愛媛大学分

室 准教授 

仲道 雅輝 
総合情報メディアセンター 兼 教育・学生支援機構教育

企画室 講師 

藤田 尚文 

高知大学 

副学長（教育担当）、大学教育創造センター長 

立川 明 
教育研究部総合科学系地域協働教育学部門准教授 

（大学教育創造センター） 

三好 康夫 教育研究部自然科学系理学部門講師（理学部） 

竹岡 篤永 大学教育創造センター 特任助教 

山本 耕司 
四国大学 

経営情報学部教授 

戸川 聡 経営情報学部准教授 

石川 好文 徳島文理大学 教務部 部長 

妻鳥 貴彦 
高知工科大学 

情報学群准教授 

吉田 真一 情報学群准教授 
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平成27年度  第１回企画委員会  

第 1 回企画委員会   議事次第  

 

平成 27 年度第 1 回企画委員会 議事次第 

1.日時  平成27年4月20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)  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)  単位互換科目の受入を増やすための対応策        （議題資料2-1、2-2） 

(3)   平成27年度事業実施計画について                     （議題資料3-1、3-2） 

    ・企画委員会、事業報告シンポジウム、共同研究シンポジウムの開催計画について 

     ・メールマガジン、ニュースレターの発行計画について 

(4)  事業実施報告書について               （議題資料4） 

(5)   その他 

 

4.報告 

(1)  平成26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 

（報告資料1-1、1-2、1-3） 

(2)   その他 

 

資 料 

議題資料1   知プラe科目提供依頼文書（案） 

議題資料2-1  各大学が受け身になっている現状を変えるために 

議題資料2-2  単位互換科目の受入増についての検討（各大学回答） 

議題資料3-1  平成27年度e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画 

議題資料3-2  平成27年度事業実施予定イベント一覧（案） 

議題資料4   平成26年度事業報告書 進捗状況 

報告資料1-1    平成26年度第2回運営委員会 議事録  

報告資料1-2  平成26年度外部評価委員会 議事録（案） 

報告資料1-3    平成26年度第2回運営委員会・外部評価委員会から出た意見 
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第 1 回企画委員会   議事録  

 

平成 27 年度第 1 回企画委員会 議事録 

日 時：平成 27 年 4 月 20 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) 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) 単位互換科目の受入れを増やすための対応策 

 (3) 平成27年度事業実施計画について 

  ・企画委員会、事業報告シンポジウム、共同研究シンポジウ

ムの開催計画について 

  ・メールマガジン、ニュースレターの発行計画について 

  (4) 事業実施報告書について 

  (5) その他 

 

 

報告：  

(1) H26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) その他 

議題資料： 

議題資料1．  知プラe科目提供依頼文書（案） 

議題資料2-1． 各大学が受け身になっている現状を

変えるために 

議題資料2-2． 単位互換科目の受入増についての

検討（各大学回答） 

議題資料3-1． 平成27年度e-Knowledgeコンソーシア

ム四国事業実施計画 

議題資料3-2．  平成27年度事業実施予定イベント一

覧（案） 

議題資料4．   平成26年度事業報告書 進捗状況 

報告資料1-1． 平成26年度第2回運営委員会 議事

録 

報告資料1-2． 平成26年度外部評価委員会 議事録

（案） 

報告資料1-3.  平成26年度第2回運営委員会・外部

評価委員会から出た意見 

大学 出席者 陪席者 

徳島大学 高橋暁子 安崎郁子 

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 

寺尾 徹 

藤本憲市 

後藤田 中 

植田めぐみ 

金山まい 

裏 和宏 

久保まゆみ 

愛媛大学 古賀理和 

根本淳子 

仲道雅輝 

信高雄一 

高知大学 立川明 

竹岡篤永 

－ 

四国大学 山本耕司 － 

徳島文理大学 石川好文 藤本正己 

高知工科大学 妻鳥貴彦 － 
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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】 

 特に異論はない 

 

【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

いと思うが、仕組みとしてイメージしにくい。 

→（林事務局長） 

 基本的には単位互換の枠組みになる。これまで知プラ

e 科目が提供されていたことを継続していただくことを

依頼する形になる。 

【香川大学】（林事務局長） 

 この方向でよい。鳴門教育大学からご指摘があった点

に関しては、曖昧な部分はあると思うが、これまでの実

績に基づいた流れで進んでいる。 

【愛媛大学】 

 特に異論はない。個人の意見としては、できるだけ多

くの学生が色々な学習機会を得ることができる方向に進

んでいければいいと思う。 

【高知大学】 

 特に意見はない。 

【四国大学】 

 文書に関しては異論はない。一つ質問だが、「今後の

継続的な提供に対しての検討の依頼」は、28年度以降を

指していると理解してよいか。 

→（林事務局長）  そのつもりで書いている。 

 

【徳島文理大学】 

 特にない。 

 

【高知工科大学】 

 知プラ e の科目が eK4 で受けられるというのは本学に

とってもありがたいので、この方向で進めて頂ければ本

学としては幸いである。 

 

●議題資料１の依頼文書の文言について、企画委員 ML

で再度確認をし、最終確定をすることになった。 

 

議 題 （ ２ ） 単 位 互 換 科 目 の 受 入 を 増 や す た め

の対応策  

議題資料 2-1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】 

 議題資料 2-2 にあるように、受講制限に関しては制限

があるからといって受入が少ないというようなことは徳

島大学としては考えていない。クォーター制に関しては、

実施した実績もあり、また 27年度は「コンピュータと教

育」をクォーター制で受入れることになっているので、

今年度実施してみて学期の違いによる受講の人数の増減

があるかどうかを検討していきたい。 

 

【鳴門教育大学】 

 そもそも単位互換は各大学のオプション的な意味合い

に思う。つまり、各大学の学生は自分の大学の単位を取

ることで卒業していく。それが本来の在り方で、もし関

心があれば他大学の授業を取り、場合によってはそれの

単位を認めるというオプションの意味合いで本学は捉え

ている。そういった考えのもとでは、受講生はなかなか

増えないのではないかと思う。また、単位互換の単位を

認める段階で他大学の科目を取ってきた学生に対し、本

学は単位を認めるかの判断になると、本学で開講してい

るその科目と同等の内容かという観点で評価する。他大

学に本学にはないような科目があるからこそ取りに行く

価値があるが、残念ながら今のところ単位として認めに

くい状況にある。そういう形で、今のところ受け身にな

っている。そこを何とかしないと受講生は増えないと思

う。 

 

→（妻鳥委員長） 

 eK4 の科目はオプショナルだと思う。本学は専門科目

でなければわりとルーズに運用している部分はあるが、

各大学で全ての科目が提供されているのであれば単位互

換というかたちが難しい、ということを理解しているつ

もりである。 

 

【香川大学】（林事務局長） 

 個人的な意見になるが、今後考えていかなければいけ

ないことは、eK4 は元々「四国のためになる人材育成」

を最終ゴールに掲げているので、それに基づいた科目と

は何かということを再度検討する必要があると思う。そ

の中で、我々がそういった科目を提供できるのかという

ことをもう一度考える事が大事だと思う。 

学生目線から見ると、そういった科目は色々な所にあ

るが、例えば、そういった科目を幾つか取れば「四国〇

〇」という認証のようなものを与えられるような仕組み
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があれば、学生はもう少し興味を持って受けてくれるの

ではないかと思う。そういったことを検討する他に、野

田外部評価委員から eK4 の予算について厳しいご意見が

あったかと思う。こういうことをやっていく時のお金の

問題をどうするかということを、検討しなければいけな

い。 

 

→（妻鳥委員長） 

 単位を出すという話になると難しくなる気がするので、

単位にこだわらない形を検討してもいいのではないかと

思った。 

 

【愛媛大学】 

 受講生を増やす方法を考えるとすれば、学生の履修の

中の eK4 科目の位置づけをどう変えるかによっても、全

く変わってくると思う。例えば、愛媛大学の場合、eK4

科目を必修科目にすると 1800名履修者が増える。今後も

検討していきたい。 

 

【高知大学】 

 「単位互換科目の受入を増やすための対応策」という

タイトルになっているが、「履修者を増やす」という観

点の意見が一緒に出ているようで、少し整理が必要では

ないのか。 

 受入を増やすための対応という意味で言うと、受講者

数が増えた場合でも教員の負担があまり増えないことが

重要だと思う。そうすると、2 学期制やクォーター制な

ど、相手側の大学の都合に合わせたことをやっていると、

例えば1人の教員が1つの科目で両方受入れるとなると、

レポートのチェックや成績評価のタイミングにズレが生

じる。開講側が 2 学期制かクォーター制かを決めて、受

講生側は好きなものを選ぶ。恐らく、履修登録の上限の

観点から、それが問題になると思うが、そこは制度的に

各大学で eK4 の単位を取る場合は、例えばクォーター制

の大学で学生が 2 学期制の単位を取る場合は、0.5 カウ

ントにするという制度的に認めるようなことをしたらい

い話ではないかと思う。 

 

→（妻鳥委員長） 

 開講時期で教員の負担が増えるということは、確かに

考えていかなければいけないことだと思う。 

 

【四国大学】 

 本学の性質上、受入を増やしていけることは現状にはな

いが、履修の人数に関しても、全学共通教育での選択の余

地があまりない状況なので、eK4科目を履修して互換する

ところまで学生の目がなかなかいかないというのが現状

である。それで学年が進行した段階で、例えば余裕がある

学生が興味を持ち履修したいと思った時に、履修させてあ

げるために、試験的に行うクォーター制や検討案はどうな

るのか興味深く見させて頂きたいと思っている。 

【徳島文理大学】 

 徳島文理大学では、クォーター制を一部、平成 26年度

から導入したので、クォーター制科目の受講には問題な

い。ただ、本学の単位互換制については、eK4 以外にも

単位互換の授業を行っているが、それが大学全体として

どういう形で単位互換制を推進するかについて、十分議

論ができていない。eK4 については、昨年まではメディ

アセンターが対応していたが、今度教務グループで扱う

こととなった。教務グループは全学的に全学教務委員会

を持っているので、そこでもう少し単位互換制について

全体的な議論を進めていく必要があると感じた。 

 もう一つ、eK4 は 8 年目だが、現在本学において COC

の関係で 26年度から「地域学」を作成し、徳島について

学んでいる。そういった地方創世の授業を進めているが、

そういった関連と事業の推進をどう図っていくか、今後

検討する必要があるかと思う。 

 

【高知工科大学】 

 原案の通り、検討している。 

 

（妻鳥委員長） 

 議題資料 2-1 については、今後も検討を進め、ご意見

を伺いながら前向きに進めていければと考えている。 

 

 議題資料 2-2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】 

 他大学で開講されている eK4 科目は徳島大学は全て受

入れているので、受入れをこれ以上増やすという議論は

こちらではしていない。履修者増という問題であれば、

受講者人数制限が受入れが増えないことにはあまり関係

ないと思っている。クォーター制については、実際に今

年度実施し、違いがあれば今後の検討課題としていきた

い。 

 

【鳴門教育大学】 

 受講生の人数制限については、受講生が少ない現状を

踏まえると緩めてもいいのではないかと思う。特に、各

大学 10名ではなく、授業運営できる範囲内で、履修者数

の上限として全体で何名という制限があれば十分ではな

いかと思う。 

 

 検討項目 2 については、学期制にとらわれないという

話があったが、先ほど立川先生が懸念されていたように、

指導上の問題があるのではないかと思う。慎重に考えて

いただきたい。 

 

【香川大学】（村井委員） 

 四国学 3 科目を中心にご意見を伺った。科目によって
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反応が違ったというのが大きな印象である。科目の特性

によっては、機械的に採点できるようなものは無制限で

もいいし、先生によっては連携大学の合計で 50名に絞っ

てくれというご意見もあった。香川大学ではこの件につ

いては、今年度も受講者数が増えてきたので、シラバス

の記載内容の検討も含めた意見交換を始める予定である。 

【愛媛大学】 

 愛媛大学は現在開講している eK4 科目はないので、受

講者数については担当教員の意見が一番重要ではないか

と思う。検討項目 2については、本学でも 28年度よりク

ォーター制が導入されるので、クォーター制や夏休みに

実施するやり方等も良いと思う。 

 

【高知大学】 

 高知大学の場合は 1 科目しか提供していないので、そ

の担当教員が受入人数を増やしてもよいと言ってくれれ

ば増やせるという状況である。高知大学としては、でき

れば eK4 に提供する科目を増やせたらいいと思っている。 

 

【四国大学】 

 四国大学でも提供している科目はないので、受入れて

頂く側になるが、受入れて頂く側の人数制限がある場合

にはそれについて調整を行うことに問題はない。 

 クォーター制に関しても、そういう風に準備して頂け

ればそれに合うような方向で検討をする。 

 

【徳島文理大学】 

 本学が提供している 2 講座は、担当者によると、人数

が増加しても問題はないとのことである。他大学の講座

を受入れるということについても、問題ないかと思う。

また、学期制については、本学は平成 26年度から一部ク

ォーター制を導入しているので、クォーター制の科目に

ついても全く問題ない。 

 

【高知工科大学】 

 人数制限については担当の先生から了承をもらえれば、

10名という風に絞らずにやってもいいのかなと思う。多

分、増えてもいいという先生と 5 名程度で勘弁という先

生もいる。そこは柔軟に対応していくということで運用

していけばいいのではないかと思う。検討項目 2 につい

ては、本学クォーター制なので、クォーター制で対応し

ていただくのは非常にありがたい。本学としては異存な

い。 

 

●議題（２）については、引続き検討していくこととな

った。 

 

 

議題（３）平成 27 年度事業実施計画について 

議題（４）事業実施報告書について  

議題（３）と議題（４）について、まとめて林事務局

長から説明があった。 

 

 各大学から異論はなかった。 

●平成 27年度事業実施予定イベントについて、議題資料

3-2で進めることが了承された。 

 

 

議題（５）その他  

 議題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。 

 

 

 

報告（１）平成 26 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  

平成 26年度運営・外部評価委員会、および事業報告シ

ンポジウムについて、林事務局長から報告があった。 

 

→（妻鳥委員長） 

 各大学で確認いただき、何か意見があれば企画委員 ML

で議論させていただきたい。 

 

報告（２）その他  

 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（６月開催）は事務局で日程調整する。 
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平成27年度  第２回企画委員会   

第２回企画委員会   議事次第  

 

平成 27 年度第 2 回企画委員会 議事次第 

1.日時  平成27年6月4日（木）16：00～17：00 

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) 単位互換科目の受入を増やすための対応策         （議題資料 1） 

   1-1. 単位互換で受け入れる履修者数の上限について 

   1-2. 学期制にとらわれない開講について 

(2)  平成 28年度 eK4事業実施計画について                         (議題資料 2) 

(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)   その他 

 

4.報告 

(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)  事業実施報告書について 

(3)  高知大学オープンコンテンツ 2科目開講について        （報告資料 1） 

(4)   その他 

 

資 料 

議題資料 1  単位互換科目の受入を増やすための対応策についてのアンケート回答 

議題資料 2  平成 28 年度 eK4事業実施計画（案） 

報告資料 1  高知大学開講オープンコンテンツ 2科目について 
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第２回企画委員会   議事録  

 

平成 27 年度第 2 回企画委員会 議事録 

 

日 時：平成 27 年６月４日（木）16：00～17：00 

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) 単位互換科目の受入れを増やすための対応策 

 

1-1.単位互換で受け入れられる履修者数の上限に

ついて 

1-2.学期制にとらわれない開講について 

(2) 平成 28 年度事業実施計画について 

(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) その他  

 

報告:  

(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) 事業報告書について 

(3) 高知大学オープンコンテンツ２科目開講につい

て 

(4) その他 

 

議題資料: 

議題資料 1． 単位互換科目の受入れを増やすた

めの対応策についてのアンケート回答 

議題資料 2． 平成 28 年度 eK4 事業実施計画（案） 

報告資料 1． 高知大学開講オープンコンテンツ２

科目に 

ついて 

 

 

 

大学 出席者 陪席者 

徳島大学 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 

植田めぐみ 

金山まい 

裏 和宏 

久保まゆみ 

愛媛大学 古賀理和 

田中 寿郎 

根本淳子 

仲道雅輝 

信高雄一 

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 石川好文 藤本正己 

高知工科大学 妻鳥貴彦 － 
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議題（１）単位互換科目の受入れを増やすための対応策 

1-1.単位互換で受け入れられる履修者数の上限について 

単位互換で受け入れられる履修者数の上限について、香

川大学村井委員から説明があった。 

 

（村井委員） 

 企画 MLで事前調査（議題資料 1）を行ったところ、履修

者の制限を総枠にする案について賛成意見と反対意見が

半々に分かれた。まずは、総枠に反対で各大学 10 名制限

のままがよいと回答した大学に、オプションとしての総枠

制限についても反対であるのか伺いたい。 

 

「(３)従前の各大学 10 名のままがよい」と回答した鳴門

教育大学、愛媛大学、四国大学から以下の補足説明があっ

た。 

 

【鳴門教育大学】 

 

 (３)と回答した理由は、総枠の上限を超えたときに、ど

この大学の人数をどれだけ調整するのか、その調整が難し

いと考えたからである。よって、予め各大学で制限があっ

た方が良いと思うが、最初から調整が出来るのであれば、

柔軟に対応しても良いと思う。特に村井委員の仰有るとお

り、基本的には各大学 10 名で制限を設け、オプションと

して調整がつくようであれば柔軟に受け入れても良いと

思う。 

 

【愛媛大学】 

 

(古賀委員) 

 基本的に今までどおりが良いと思う。 

 

（田中委員） 

 現在四国の国立 5大学は、e-Learning科目を扱った知プ

ラ e という事業を進めているところである。その知プラ e

と eK4で同じような科目があった場合、履修者の取り合い

になってしまう。そういったことを防止するために eK4の

方では履修者制限を設けた方がよいと考えて、(３)と回答

した。 

 

【四国大学】 

 

 特に補足はない。受入れ側の負担を考えると従前のまま

のほうが良いと考えた。 

 

 「(３)従前の各大学 10 名のままがよい」以外と回答し

た大学から以下の補足説明があった。 

 

 

【高知大学】 

(４) その他 

 各大学の履修者の上限を引き上げていただきたい。 

 

（竹岡委員） 

 今年度前期は本学から上限を超える履修希望があった。

こういった事情があるので、履修者数の上限を引き上げて

いただきたい。 

 

（三好委員） 

科目提供大学の負担もあるので、上限を引き上げると言っ

ても総枠の上限を超えない範囲でという意味である。 

 

【徳島文理大学】 

(１) 賛成 

 本学では２科目を提供しているが、実際には他大学から

の履修者は少数である。こういった議論がなされることが

疑問に感じている。今までこういった議論はなされなかっ

たのか。こういった問題が急に出て議論されなければなら

ない理由が私には理解できない。 

 

→（村井委員） 

 現在各大学 10 名という制限があるが、他の大学では制

限を超える履修希望者が出ている。学生の利益を優先する

ために議題に挙げている。今までは 10名を超える場合は、

各大学でその都度調整を行っていた。 

 

→（石川委員） 

 結局のところ、10名を超える科目は少ないのではないか。 

 

→（村井委員） 

 ご意見として頂いておく。 

 

【高知工科大学】 

（１）賛成 

 総枠に賛成である。ただ、レポート・成績を評価される

担当教員や受入れ側の事務の負担の問題もあると思う。担

当教員が 10 名を超えての受講を認めるのであれば、受け

入れてもらい、拒否されるのであれば、その意向に沿って

柔軟に対応したいと思う。 

 

【徳島大学】 

（４）その他  どちらでもよい 

 高知工科大学と同意見である。科目担当教員や科目の性質

にもよるので、担当教員の意向に沿った対応になると思う。 

 

●引き続き、次回も検討していくことになった。 
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1-2.学期制にとらわれない開講について  

学期制にとらわれない開講について、村井委員から説明

があった。 

 

 「e-Learningの利便性を活かした学習の仕組み」につい

て、意見があった大学から以下の補足説明があった。 

【高知大学】 

（竹岡委員） 

 本学が回答した「eK4 履修登録期間」の提案について補

足する。この提案について「e-Learningの利便性を活かし

た学習の仕組み」に回答するのは適切ではなかったと気づ

いた。 

この提案は、どちらかと言えば、「履修者数の上限」に

関係することである。本学では制限の 10名を超えた場合、

２次３次抽選が発生する。そのときに学生や提供大学との

やり取りが煩雑になってしまう。それを解消するために履

修登録期間や申請書の提出期間を統一できないかという

提案である。 

 

【愛媛大学】 

（田中委員） 

 学年歴や履修期間、授業時間が各大学で違うので、その

状況でどういうふうに授業を運営するかという意味とと

らえ、回答させてもらった。 

 こういった違いは、各大学でいくら調整しても難しいと

思う。せっかくの e-Learning であるので、完全なオンデ

マンド化にいければ、それを解消できると思う。 

 

【高知工科大学】  

単位互換のなかで科目を提供しているので、手続きや成

績評価をする時期が各大学で異なり、オンデマンド化が難

しいことは承知しているが、愛媛大学田中委員の仰有ると

おり、完全なオンデマンドで提供するのが理想だと思う。 

 

●履修期間の統一化と完全オンデマンド化について今後

も引き続き検討していくことになった。 

 

 

議題（２）平成 28 年度 eK4 事業実施計画について 

 平成 28 年度 eK4 事業実施計画について、林事務局長か

ら説明があった。 

 

 

（林事務局長） 

 平成 29 年度までの線表に基づき、事業実施計画（案）

を作成している。これを原案とさせていただきたい。 

 

徳島文理大学から以下の意見があった。 

【徳島文理大学】 

（石川委員） 

 今年度の事業実施計画と全く同じ内容の、来年度の事業

実施計画案をこの時期に作成することについて疑問を感

じる。本来なら 27 年度の事業を計画に沿って実際にやっ

てみて、その反省を基に 28 年度の事業をより充実したも

のにするためにはどうすればよいか考えるのが普通では

ないのか。 

 

→（林事務局長） 

 石川委員の仰有るとおりだと思うが、これについては何

年か前にすでに議論がなされている。 

 まず 9月に開催される１回目の運営委員会に対してこの

原案を提出し、最終的に翌年３月の２回目の運営委員会で

認めてもらうというスケジュールで現在進めている。 

 来年度の事業実施計画を企画委員会でまず審議し、運営

委員会に挙げていくという流れは、当初はもう少し遅い時

期に行っていた。しかし運営委員会から「もう少し早く対

応しては」という意見があり、現在の早い段階での作成に

なったと記憶している。 

 

→（石川委員） 

 前年度と同じ事業実施計画だが、反省や検証をし、次の

事業計画にするということを今まで考えなかったのか。 

 

→（林事務局長） 

 徳島文理大学へは、別途説明をさせていただく。 

 

 その他の大学からは異論は出なかった。 

 

●各大学で持ち帰り検討になった。 

 

 

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・外部委員会及び事業報告シンポジウムの日程につ

いて村井委員から説明があった。 
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（村井委員） 

 第１回運営委員会は日程調整が終わり、9 月 16 日

（水）10：00〜11：00 に決まった。３月の日程はま

だ調整中である。 

 

●３月のイベントは日程が決まり次第、企画ＭＬで報告す

ることになった。 

 

議題（４）その他  

 

・平成 28年度 e-Learning単位互換科目提供の調査依頼に

ついて 

 

 平成 28年度 e-Learning単位互換科目提供の調査依頼に

ついて、村井委員から説明があった。 

 

・知プラ eと eK4の関係の整理について 

愛媛大学田中委員から以下の議題提案があった。 

【愛媛大学】 

（田中委員） 

 現在四国の国立５大学では、文科省の補助金事業として

e-Learning 科目を共同実施で提供する知プラ e 事業が進

められている。 

この事業は eK4 と同様に e-Learning 科目を扱っている

が、eK4 との違いは、単位互換で提供しているか、共同実

施で提供しているかということである。知プラ eでは、科

目をそれぞれの大学の科目として提供していくことにな

っている。これが、今後混在することになる。 

 

 知プラ eは補助金を受けているので、実績としてこれか

ら授業数や受講生を増やしていかなければならない。知プ

ラ eと eK4で同じような科目があったときに、学生がどち

らを受ければ良いか混乱すると思う。 

また今は知プラ e科目を優先していただかないと、文科

省へ報告する受講生の積算に影響がある。 

 

 両事業が上手く事業を進めていけるよう、共存していく

のか、別々に進んでいくのか eK4と知プラ eとの関係を少

し整理していただきたいと思う。 

 

（妻鳥委員長） 

 知プラ e と eK4 の関係については、昨年度から知プラ e

と eK4でどういうふうに棲み分けていくのか議論をしてい

た。 

現在は、知プラ eに対して知プラ e科目を単位互換で eK4

にも提供してもらえないか依頼するよう準備を進めてい

る。 

本学は知プラ e事業には携わっていないが、知プラ e科

目を本学でも単位互換で受講することが出来れば有り難

いと思う。 

これについては、次回以降の議論としたい。 

 

●知プラ eと eK4の関係の整理について、次回議論を進め

ていくことになった。 

 

報告（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、村井委員から現在の作業状況が報告された。 

 

報告（２）事業報告書について  

 

 事業報告書について、７月目処に作成を進めていると村

井委員から報告があった。 

 

報告（３）高知大学オープンコンテンツ２科目

開講について  

 

 高知大学オープンコンテンツを２科目開講したと高知

大学立川委員から報告があった。 

 

報告（４）その他  

 

 その他の報告はなかった。 

 

●次回（８月開催）は事務局で日程調整する。 
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平成27年度  第３回企画委員会  

第３回企画委員会   議事次第  

 

平成 27 年度第 3 回企画委員会 議事次第 

1.日時  平成27年8月25日（火）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)  単位互換科目の受入を増やすための対応策           

    1-1. 単位互換で受け入れる履修者数の上限について     （議題資料1-1、1-2） 

    1-2. 学期制にとらわれない開講について 

(2)  平成28年度eK4事業実施計画について                      (議題資料2) 

(3)   eK4と知プラeの関係の整理について 

(4)  平成27年度第1回運営委員会について              （議題資料3） 

(5)   その他 

 

4.報告 

(1)  事業実施報告書について 

(2)  グローバルチャレンジセミナーについて                （報告資料1） 

(3)  eK4外部評価委員の交代について 

(4)  その他 

 

資 料 

議題資料1-1  特別聴講学生の受入学生数を科目ごとの総枠で決める選択肢の追加について 

議題資料1-2   議題1-1についての各大学アンケート回答 

議題資料2    平成28年度eK4事業実施計画（案） 

議題資料3    平成27年度eK4第1回運営委員会議事次第（案） 

報告資料1    グローバルチャレンジセミナーへの協力依頼 
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第３回企画委員会   議事録  

 

平成 27 年度第 3 回企画委員会 議事録 

 

日 時：平成 27 年８月 25 日（火）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) 単位互換科目の受入れを増やすための対応策 

 1-1.単位互換で受け入れる履修者数の上限について 

 1-2.学期制にとらわれない開講について 

 (2) 平成28年度eK4事業実施計画について 

  (3) eK4と知プラeの関係の整理について 

  (4) 平成27年度第1回運営委員会について 

  (5) その他 

        

報告 

 

(1) 事業報告書について 

 (2) グローバルチャレンジセミナーについて 

 (3) eK4外部評価委員の交代について 

 (4) その他 

  

議題資料 

議題資料 1-1．  

特別聴講学生の受入学生数を科目ごとの総枠で決め

る選択肢の追加について 

議題資料 1-2．  

議題 1-1 についての各大学アンケート回答 

議題資料 2．   

平成 28 年度 eK4 事業実施計画（案） 

議題資料 3.    

平成 27 年度 eK4 第 1 回運営委員会議事次第（案） 

報告資料 1.    

グローバルチャレンジセミナーへの協力依頼 

 

 

 

  

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 

藤原 伸彦 

宮下 晃一 

 

香川大学 林 敏浩 

村井 礼 

藤本 憲市  

裏 和宏 

金山 まい   

久保 まゆみ 

愛媛大学 古賀 理和 

田中 寿郎 

根本 淳子 

 

高知大学 藤田 尚文 

立川 明 

(途中退席) 

竹岡 篤永 

三好 康夫 

 

四国大学 戸川 聡 － 

徳 島 文 理 大

学 

石川 好文 藤本 正己 

高 知 工 科 大

学 

妻鳥 貴彦 

吉田 真一 

－ 
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議題（１）単位互換科目の受入を増やすための対応策 

1-1.単位互換で受け入れる履修者数の上限について 

村井委員より、単位互換科目で受け入れる履修者数の上

限について説明があった。 

7月 27日付でメール審議にかけた事務局案「科目開設大

学の選択肢のひとつとして、特別聴講学生の受入学生数を

科目ごとの総枠で決めることを追加してはどうか」に対し、

高知大学から対案「単位互換科目の受入大学間で総枠を按

分する選択肢を追加する」が出された。この対案について、

高知大学 立川委員から説明があった。 

（村井委員） 

 高知大学の説明案を受け、「高知大学案は事務局案より

も事務的負担が軽減され，さらに前年度に定員枠が決まる

メリットがあると判断した。事務局案を皆様にご審議いた

だいたが、事務局案を取り下げさせて頂き、高知大学案で

再審議をお願いしたい。」との説明があった。 

高知大学案について、各大学から異論は出なかった。 

愛媛大学から、以下の意見があった。 

【愛媛大学 田中委員】 

 

 最初の意見に我々は反対意見を出していた。高知大学の

意見に対しては、我々の考え方と大分立場が違うが、愛媛

大学としてはこの意見に対して反対はしないという立場

で回答させていただきたい。 

●単位互換で受け入れる履修者数の上限について、高知大

学案「単位互換科目の受入が決まった時に総枠を按分する

という選択肢を追加する」が企画委員会で承認された。 

 

1-2.学期制にとらわれない開講について  

 村井委員より、学期制にとらわれない開講について、今

回は議論せず、次回以降の継続審議としたい旨の説明があ

った。 

 

議題（２）平成 28 年度 eK4 事業実施計画について 

議題（３）eK4 と知プラ e の関係の整理について 

妻鳥委員長より、議題（２）について事務局から説明後、

議題（３）も含め議論する旨の説明があった。 

平成 28 年度 eK4 事業実施計画案について、林事務局長

から以下の説明があった。 

（林事務局長） 

 この事業計画は、従前決めていたものを継承して実施し

ていた。平成 28 年度 eK4 事業実施計画案に関しては、幾

つかの大学から意見が出ている。また、その他の大学はこ

れまで通りの実施ということで、まず状況確認をさせてい

ただければと思う。ここからは先ほど妻鳥委員長から話が

あったように、議題（３）「eK4 と知プラ e の整理につい

て」と絡む話をさせていただければと思う。なお、（３）

に関しては、現在 eK4と知プラ eが同じような事業内容を

平行しておこなっているような状況であり、ある程度まと

められるのではないか、あるいは負荷分散できるのではな

いかという議論がなされていた。そこについて、林の方で

この整理案に関し検討を進めさせていただいていた。また、

eK4 藤井会長からも、まずは叩き台の整理案を企画委員会

で話してほしいと言われたので、ここで案を出していきた

いと思う。 

案については、本日合意し確定をさせるのではなく、そ

れを叩き台にして議論を進めていければと思っている。議

論の方法については、まず議事録をまとめるので議事録の

内容ベースに各大学で議論いただきたいと思っている。ま

た、本日各大学のご意見をいただいておいてそれも含めて

の話になると思う。 

 

ここから、整理についての案を 3点述べさせていただく。 

提案 1.委員会を削減する 

 現在 eK4は企画委員会、運営委員会、外部評価委員会を

実施している。同様に、知プラ eでも同じような委員会を

行っている。eK4 に関しては大分事業内容がルーティン化

してきたところもあり、他事業との対応でたくさんの委員

会を開催するのが難しいというところがある。 

 そこで、こういった委員会を実施せず、代わりとして、

年 1回の総会のようなもの、あるいは連絡者会議のような

もので進めていく。 

 

提案 2.イベントは基本的には実施しない 

 事業実施計画にもあるシンポジウム等のイベントを行

っているが、やや形骸化しているところもある。そのため、

第 2の提案として、現在行っている事業インベントは原則

廃止する。但し、eK4 の広報に関わるもの（具体的にはニ
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ュースレター、事業報告書、web での情報発信）は継続す

る。特に継続案件に関しては、香川大学事務局が責任を持

つかたちを考えている。 

この２案で、eK4 の負荷（実際は事務的な負荷など）を

下げられると考えている。 

 

提案 3. e-Learningの提供は知プラ e構成大学に移行する 

今、eK4も知プラ eも e-Learning科目を提供しているが、

e-Learningコンテンツあるいは科目の提供を知プラe構成

大学（徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高

知大学）に移行するということを提案する。現在、eK4 か

ら知プラ e に対して、知プラ e の e-Learning 科目を eK4

の科目として開講することの希望依頼を出している。それ

も含めての提案になるが、基本的に知プラ e はこれから

e-Learning 科目をどんどん提供していかないといけない

ので、それを eK4が活用するかたちを基本的に考えている。

また、eK4 で特色のある四国学等があるが、現在 eK4 で開

講されているものも知プラ e構成大学が引き取る、実際に

は四国学 3 科目は香川大学が引き取ることを考えている。 

そういうかたちを取ることによって、知プラ e構成大学

の中では四国学 3 科目等も含めて共同実施のかたちで

e-Learning科目提供、そして四国大学、徳島文理大学、高

知工科大学には単位互換のかたちで科目提供することを

考えている。 

なお、この原案は四国大学、徳島文理大学、高知工科大

学からの科目提供を制限するものではないが、これまでに

比べて科目提供の義務負担が下がるという意識になろう

かと思う。 

今後の話として、議題（２）の事業実施計画の調整をし

ていくことになろうかと思うが、まずは議題（２）（３）

に関してご意見をいただきたい。 

 

各大学から以下の意見があった。 

【鳴門教育大学】  

（宮下委員） 

 提案 3.について気になっているが、eK4についても知プ

ラ eについても連携大学が相互に科目を提供しあって成り

立つものだと思っている。そういった意味で知プラ eの大

学だけが基本的にこれから科目を出していくことになる

と、それでいいのかなと思う。これまでも、eK4 では知プ

ラ eに所属しない大学からも科目を出して頂いているので、

そういった各大学のこれまでのご努力も尊重し、知プラ e

の大学以外からも科目が継続して出される仕組みが望ま

しいのではないかと考えている。 

【徳島大学】 

（金西委員） 

 今宮下先生もおっしゃったように、知プラ eがコンテン

ツを提供するということは一つの方法としてありと思う。

ただ、単位互換と知プラ eのやっている共同実施の非常勤

認容のやり方で、単位を出す部分等の運用をどうすり合わ

せていくのかというのは、今後具体的に詰めていかないと

いけないと思う。また、今徳島文理大学から出ている科目

等を今後どう取り扱うか、それは制限することではないと

いうことだが、少し気にかかる。 

【香川大学】 

（村井委員） 

事務局長の提案された内容で問題ないと考えている。 

【愛媛大学】  

（田中委員） 

 eK4 と知プラ e の関係をここで議論して頂けるようにな

ったことは、我々としては非常にありがたいと思っている。

細かい点については多分これから議論が進み、色々調整を

して、各大学が満足できるようなかたちに決めていけばよ

いのかと思う。 

特に、提案 1.2.ついては非常にいいことではないかと思う。 

提案 3.については、徳島大学の金西先生がご指摘された

ように、すぐに調整がつく部分と色々工夫をしなければい

けない部分があるが、方向性としては非常にいいと思う。

これから実質的な議論が進むことを期待している。 

【高知大学】  

（立川委員） 

 知プラ eと eK4とで省力化して 1本化していくという方

向性については賛成する。議論をしていただければありが

たい。 

【四国大学】  

（戸川委員） 

 個人的な意見としてお取り扱いいただければと思うが、

基本的には賛成である。 

3 項目すべてに関し、eK4 と知プラ e の並立ができれば

それがベストだと思うが、現実的な問題を考えると、知プ

ラ eが主で動くほうが本来のすがたであると、個人的に考
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えている。これは四国大学に限ったことになると思うが、

我々はコンテンツの提供という観点であまり貢献できて

ないということもあり、それを利用させていただくような

窓口がこちらでないのであれば、逆に我々が一本引くこと

で本来の知プラ eの事業自体が円滑に進むのであれば、そ

れも賛成の要因となっている。 

【徳島文理大学】 

（石川委員） 

 第 2 回企画委員会で平成 28 年度事業実施計画案を見た

とき、eK4 がこれからどういう方向に進んでいくのか非常

に疑問を持ったが、今の提案であれば、我々も知プラ eを

中心とする事業を進めていくというかたちで大いに賛成

をする。 

ただ、本学は 2 科目提供している。4 月当初、2 科目の

担当者から「長い間同じ科目でやっているので、それを変

えたい」という要望があった。今後担当者と、こういう事

情を含め、どういうかたちにするか検討していきたいと考

えている。 

【高知工科大学】 

（吉田委員） 

 国立 5大学の方も色々な事業を整理して効率的な運用を

目指していくという観点で、大いに賛成する。 

特に異論はない。 

（妻鳥委員長） 

 一通りご意見を伺ったが、特に大きな異論はなかったよ

うに感じている。知プラ eに参加していない大学からの科

目提供の継続、もう一つは実際の eK4と知プラ eの運用を

どのようにしていくかというのが今後の課題として挙げ

られるかと思う。この 2点について、事務局から補足説明

があればお願いしたい。 

（林事務局長） 

 先ほど出た 2点に関し、今日の段階では情報がきちんと

提示できていなかったので、要検討ということで進めてい

きたい。最初に申したように、今回この３つの提案をさせ

ていただき、今日決めるということではないので、これを

もう一度各大学に持ち帰って、さらなるご意見があれば寄

せて頂ければと思っている。早いものであれば平成 28 年

度から実施でき、遅くても 29 年度からは可能でなかろう

かと思う。今度はそういった詳細化をしつつ、事務局から

適宜案を出していければと思っている。もう一つ大事なポ

イントは、これを知プラ eの方でも議論しないといけない

ので、そこでもまた議題提案させていただきながら、その

情報を特に四国大学、徳島文理大学、高知工科大学には漏

れ無く伝えられるようなかたちでいきたい。 

以上より、今回の結論として、３つの提案をベースにし

ながら事業実施計画を再検討するというところまでお認

めいただきたい。 

各大学から異論は出なかった。 

 

●議題（２）（３）について、議題（３）の 3提案につい

ては各大学へ持ち帰り改めて次回以降の企画委員会で議

論を進めていく。議題（２）来年度の事業実施計画につい

ても、議題（３）の議論をふまえ計画を状況に応じて変更

していくことになった。 

議題（３）の 3提案については、事務局から提案文書と

して、3 点の提案内容が記載された議事録を提出する。そ

の議事録の内容ベースに各大学で議論することになった。 

 

 

議題（４）平成 27 年度第１回運営委員会について 

平成 27 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。 

（林事務局長） 

平成 28 年度事業実施計画案については、例年通りのも

のを出しているが、eK4 と知プラ e の関係の整理の原案が

出たので、それに基づいて計画案を再度検討することが企

画委員会で決まった、と説明する予定である。 

各大学から意見は出なかった。 

徳島文理大学から第 1回運営委員会について、質問があ

った。 

【徳島文理大学 石川委員】 

千田副学長が eK4副会長として参加されるが、千田副会

長にこの説明は必要か。 

→（林事務局長） 

 会長、副会長には、事務局からこの経緯を事前に説明し

たいと思っている。 

 

議題（５）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。 
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報告（１）事業報告書について  

事業報告書について、林事務局長から報告があった。 

平成 26 年度事業報告書が完成し、ダウンロード可能な

かたちで webページに公開をした。文科省には小数部印刷

したものを送っている。 

 

報告（２）グローバルチャレンジセミナーについて 

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。 

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 田中委員】 

主会場が今年は愛媛大学だが、来年は別の大学で開催し

ていただけるという理解でよろしいか。 

→（林事務局長） 

2 年前までは香川大学が主会場を担当していた。主会場

を変えることに関しては、四経連が積極的に対応しており、

今までの経緯として eK4の方で調整しようとしたことはな

い。 

愛媛大学でももう 2回行われたので、そろそろ他の大学

にということは問題ないかと思う。この件は四経連との議

論になるかと思うが、他の大学での開催を検討する、ある

いは香川大学に戻ってくるでもよいと事務局長としては

思っている。 

→（田中委員） 

四経連との窓口は事務局だと思うので、事務局の方で、

是非調整をお願いしたい。できるだけ四国をまわって生の

声を聞いた方がより学生のためになるのではないかと思

っている。 

報告（３） eK4 外部評価委員の交代について  

eK4 外部評価委員の交代について、林事務局長から報告

があった。 

外部評価委員の 1名の委員が任期途中で退任した。退任

後、新しく着任された委員には残任期間を任期として外部

評価委員をしていただく。 

 

報告（４）その他  

追加の報告はない旨、林事務局長から説明があった。 

●次回（10月開催）は事務局で日程調整する。 
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平成27年度 第４回企画委員会  

第４回企画委員会   議事次第  

 

平成 27 年度第 4 回企画委員会議事次第 

 

1.日時  平成27年10月6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eの関係の整理について                （議題資料1-1、1-2） 

(2)   平成28年度eK4事業実施計画について          （議題資料2） 

(3)   その他 

 

4.報告 

(1)  平成28年度単位互換科目の提供について          (報告資料1) 

(2)  グローバルチャレンジセミナーについて 

(3)  その他 

 

資 料 

議題資料1-1  eK4の今後の方針案について（運営委員会での議論内容追記） 

議題資料1-2  平成28年度eK4第1回運営委員会議事録（案） 

議題資料2    平成28年度eK4事業実施計画修正案 

報告資料1    H28年度提供科目調査結果 
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第４回企画委員会   議事録  

 

平成 27 年度第 4 回企画委員会 議事録 

 

日 時：平成 27 年 10 月６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eの関係の整理について 

  (2) 平成28年度事業実施計画について 

  (3) その他 

        

報告  

 

(1) 平成28年度単位互換科目の提供について 

 (2) グローバルチャレンジセミナーについて 

 (3) その他 

  

議題資料 

議題資料 1-1．  

eK4 の今後の方針案について（運営委員会での議論内

容追記） 

議題資料 1-2．  

平成 28 年度 eK4 第 1 回運営委員会議事録（案） 

議題資料 2．   

平成 28 年度 eK4 事業実施計画修正案 

報告資料 1.    

平成 28 年度提供科目調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

  

大学 出席者 陪席者 

徳島大学 高橋 暁子 岸本 博    

伏見 裕子 

吹田 真穂 

鳴 門 教 育 大 学 藤原 伸彦 

竹口 幸志 

（途中退席） 

 

香川大学 林 敏浩 

村井 礼 

裏 和宏 

植田 めぐみ 

金山 まい  

愛媛大学 田中 寿郎 信高 雄一 

石田 昭夫 

高知大学 藤田 尚文 

立川 明 

三好 康夫 

（途中参加） 

末本 美千代 

徳弘 英明 

丸山 三智 

高橋 智子 

四国大学 

（未接続） 

－ － 

徳島文理大学 石川 好文 藤本 正己 

高知工科大学 妻鳥 貴彦 － 
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議 題 （１）eK4 と知 プラ e の関 係 の整 理 について  

林事務局長より、eK4 と知プラ e の関係の整理について

説明があった。 

（林事務局長） 

第１回運営委員会の意見に基づき、平成 28 年度 eK4 事

業実施計画案の修正の方向性を認めて頂きたい。 

 

鳴門教育大学・愛媛大学から以下の意見があった。 

【鳴門教育大学】 

個人的には、このスタイルでは、四国大学・徳島文理大

学・高知工科大学が運営の部分にどう関われるのかが見え

てこないので、その辺りをもう少し明確にする必要がある

のではないかと思う。 

 

【愛媛大学】 

現在議論しようとしている内容は、知プラ eの補助金の

期間内の暫定措置ということが前提でよろしいか。 

 

→（林事務局長） 

 それで結構かと思う。 

 

→（田中委員） 

提案①・②についてはこの通りでよいと思う。提案③「事

業の目的というところをよく考えながら調整していただ

きたい」というところは、多分一番重要だと思う。それを

これから議論するということで理解しているが、それでよ

いか。 

→（林事務局長） 

はい、そうです。そこの細かい議論は全くできていない

ので、まだ総論になっている。 

→（田中委員） 

まず補助金期間内の暫定措置であるということを前提

としていること、また事務局提案の３点、これで進めさせ

て頂ければと思っている。 

 その他の大学からは異論は出なかった。 

●議題資料 1-1に示している提案、第１回運営委員会で得

られた意見、第４回企画委員会で出た意見を踏まえ、平成

28 年度事業実施計画案に反映させていく方向で進めるこ

ととなった。 

 

 

議題（２）平成 28 年度 eK4事業実施計画について 

平成 28 年度 eK4 事業実施計画について、林事務局長か

ら説明があった。 

（林事務局長） 

事業実施計画案②について、先ほど田中先生からご指摘

があったように、この提供方法については、あくまで暫定

というかたちになる。これについては、知プラ eとも要相

談になる。そのことをここに書くべきなのかどうかという

ところは、少し検討が必要かと思う。 

なお、計画案④「著作権処理の共同対応の検討」につい

ては、具体的にどうするのかということを第１回運営委員

会で指摘を受けているので、これは実施計画とは別途に議

論することになるかと思う。 

「その他（各連携大学が個別対応で取り組む項目）」に

ついては、今回の修正を受けてここが変更されることは無

いように思われるが、もし修正があれば、各大学から修正

案をいただきたい。 

なお、議題資料 1-1の提案①で、企画委員会・運営委員

会を削減するという話があったが、議題資料 2の実施計画

案にはそもそも企画委員会・運営委員会についてどうする

かということは書かれていないので、別途、企画委員会・

運営委員会での検討になると考えている。 

事務局としては、２つの進め方を考えており、１つは、

この時点で事業実施計画案を了承いただき、今後は事業実

施の細かな計画（詳細案）の検討に移っていくということ、

もう１つは、やはりこれはこの段階では決められないとい

う意見がでた場合、10月末を目処にメーリングリストで調

整しながら事業実施計画案を固めていくということであ

る。 

この２つの進め方を含め、今後どのように検討するかご

意見を頂きたい。 

各大学から、以下の意見があった。 

 

【徳島大学】 

実施計画案については、大筋この方向で進めて頂いてよ

ろしいかと思う。ただ、細かい文言に関して徳島大学内で

も議論させて頂ければと思うので、持ち帰らせて頂きたい。 
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【鳴門教育大学】 

大筋この再修正案でお願いしたいが、もう少しお時間を

頂きたい。 

 

【香川大学】 

この案でいいと思う。 

 

【愛媛大学】 

１つは、知プラ eの予算がまだ継続している間の暫定措

置ということで、計画案①『これまでと同様に、四国学の

e-Learningコンテンツを連携大学の・・・』の、この『連

携大学』は eK4の連携大学ということを意味していると思

う。 

要するに、eK4 の組織と知プラ e の組織、両方が存在し

ている状態のときの事業実施計画案であると理解をして

いる。そうすると、計画案②は『四国国立５大学を中心に

e-Knowledge コンソーシアム四国に提供する』ということ

ではなく、今までと同じように、四国学については eK4が

主体的に提供していけばそれでいいのではないかと。 

要するに、『国立５大学を中心に』というよりか、四国

学をずっと作ってきた eK4が提供する。そして実際実施す

るときに、eK4 は単位互換、知プラ e は共同実施なので、

その間の整合性を何か簡単に考えればいいと思う。 

また、イベントは基本的に実施しないという申合せがあ

るので、計画案③『四国学を通じた四国の魅力を全国へ発

信』ということと、計画案④『著作権処理の共同対応の検

討』をイベントの１つとして考えれば、これも削除してい

いのではないかと思う。 

それで、大幅な変更なので少し学内での調整も必要だろ

うが、大きな方針が決まっているので、できたらこういう

場である程度決めてしまっていいのではないかと思う。 

 

→（林事務局長） 

計画案①・②に関しては、今日の議論を踏まえ、これで

はまだ不十分だと思うので、ここは修正させていただきた

い。暫定的な取り組みであるということをきちんと入れた

方がいいかと思う。一度事務局で原案を考えさせて頂けれ

ばと考えている。 

計画案③・④に関しては、計画案③は eK4事務局である

香川大学が責任を持つと言っているので、そうであるなら

ば、この事業実施計画案から外していいのではないかいう

感じはする。計画案④も実際には案件としてあまり進んで

おらず、我々共同で実施するにはなかなか難しいのかなと

いうところはある。これを機に、一度取り下げるというの

はあるかと思う。 

【高知大学】 

今日メンバーが揃っていないので、学内で相談する時間

を頂きたい。大筋としては了解している。 

【徳島文理大学】 

この方向で進めて頂いて結構だと思う。持ち帰って議論

することについて、本学の場合、今のところそういう考え

方はないので、この企画委員会で議論するという方向でお

願いしたい。 

【高知工科大学】 

修正案に関しては全く異論ない。特に学内に持ち帰って

という必要もないので、この方向で進めていただきたい。 

 

●平成 28 年度事業実施計画案を 10 月末に確定させるた

め、再修正案について各大学で持ち帰り議論し、10 月 20

日頃までに意見を頂くこととなった。計画案①・②につい

ての修正案は、事務局から 10月 13日までに連携大学へ送

付することとなった。 

 

 

議題（３）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）平成 28 年度単位互換科目の提供について 

平成 28 年度単位互換科目の提供について、林事務局長

から報告があった 

徳島文理大学、高知工科大学から、平成 28 年度単位互

換科目の提供について補足説明があった。 

 

【徳島文理大学】 

「地方政府論」「情報社会論」の２科目を提供しており、

高知大学から学生が受講していただいていたが、今回整

理・統合ということで、２人の教授と話した結果、28年度

から科目を提供しないという形になった。 

【高知工科大学】 

報告資料１では空欄になっているが、科目提供なしとい

うことで来年度も進めさせて頂きたい。 
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報告（２）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。 

（林事務局長） 

今回で愛媛大学での主会場が２年目になる。その前は香

川大学で主会場を対応していたが、こういうイベントは各

大学で対面で聞けるチャンスも必要かと思うので、他の大

学様にも主会場を回していければと考えている。実際には、

四国経済連合会がどうしたいかというのが先に立つ話で

はあるが、eK4 事務局長である私が窓口となって四国経済

連合会と話し合い、主会場を回していくという案を出して

いきたいと考えている。 

 

愛媛大学から、グローバルチャレンジセミナーについて、

補足説明があった。 

 

【愛媛大学】 

現在、200名程度の受講申込がある。 

 

報告（３）その他 

追加の報告はない旨、林事務局長から説明があった。 

 

●次回（12月開催）は事務局で日程調整する。 
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平成27年度 第５回企画委員会  

第５回企画委員会   議事次第  

 

平成 27 年度 第 5 回企画委員会 議事次第 

 

1.日時  平成27年12月21日（月）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の今後の方針に対する意見調整について （議題資料1） 

(2)   平成28年度以降の企画委員会について  （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)   H27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4-1、4-2） 

(5)  その他 

 

4.報告 

(1) eK4 事業実施計画について 

・ H28年度事業実施計画について   （報告資料1-1、1-2） 

・ H27年度達成状況報告、H28年度詳細案について （報告資料1-3、1-4） 

(2)  その他 

 

資 料 

議題資料1     eK4の今後の方針案についての各大学意見 

議題資料2     平成28年度以降の企画委員会について 

議題資料3     事業報告シンポジウムプログラム原案 

議題資料4-1    第2回運営委員会議事次第（案） 

議題資料4-2   H27年度外部評価委員会議事次第（案） 

報告資料1-1   H28年度eK4事業実施計画(確定版) 

報告資料1-2   全体線表【H28年度版】 

報告資料1-3   H27年度事業実施計画の達成状況 

報告資料1-4   H28年度eK4事業実施計画の詳細検討 
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第５回企画委員会   議事録  

 

平成 27 年度第 5 回企画委員会 議事録 
 

日 時：平成 27 年 12 月 21 日（月）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の今後の方針に対する意見調整について 

  (2) 平成28年度以降の企画委員会について 

   (3) 事業報告シンポジウムについて 

   (4) H27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事業実施計画について 

   ・H28年度事業実施計画について 

   ・H27年度達成状況報告、H28年度詳細案について 

 (2) その他 

  

議題資料 

議題資料 1．eK4 の今後の方針案について各大学意見 

議題資料 2．平成 28 年度以降の企画委員会について 

議題資料 3．  事業報告シンポジウムプログラム原案 

議題資料 4-1． 第２回運営委員会議事次第（案） 

議題資料 4-2．H27 年度外部評価委員会議事次第（案） 

報告資料 1-1． H28 年度 eK4 事業実施計画（確定版） 

報告資料 1-2． 全体線表【H28 年度版】 

報告資料 1-3． H27 年度事業実施計画の達成状況 

報告資料 1-4．H28 年度 eK4 事業実施計画の詳細検討 

 

 

 

  

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 藤原 伸彦 

宮下 晃一 

竹口 幸志 

 

香川大学 林 敏浩 

村井 礼 

藤本 憲市    

裏 和宏    

植田 めぐみ   

金山 まい 

久保まゆみ 

愛媛大学 古賀 理和 

田中 寿郎 

根本 淳子 

 

高知大学 竹岡 篤永  

四国大学 － 赤松 茂樹 

徳島文理大学 石川 好文 藤本 正己 

高知工科大学 妻鳥 貴彦 

吉田 真一 

－ 
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議題（１） eK4 の今後の方針に対する意見調整

について  

妻鳥委員長より、eK4 の今後の方針に対する意見調整に

ついて説明があった。 

（妻鳥委員長） 

議題資料１をご確認いただき、各大学で追加の案や意見

等がありましたら、次回（２月）の企画委員会で最終的な

結論を出すための叩き台とさせていただくので、ご意見い

ただきたい。 

【徳島大学】 

特に追加の意見はない。 

【鳴門教育大学】 

提案①～③について特に意見はなく、賛成である。③に

色々書いているが、知プラ eに移行していくということに

関しては良いことだと思っている。関連して、別の提案が

ある。eK4 の枠組みで受講をするのは、これからは私立大

学だけになりそうな雰囲気であり、国立大学の学生は今後

知プラ eの枠組みで受講するという議論だったと思う。た

だ、学年進行上、これまでに入学している学生については

知プラ e科目を取る履修規程になっていないことから、こ

こ数年間は国立大学でも eK4科目をとれるような体制を残

しておかないと、在学生にとって不利益が生じるのではな

いかと考えている。その点、他の国立大学はどういう状況

になっているか是非ご意見を伺いたい。 

→（妻鳥委員長） 

eK4 自体を表立って運営していくことを知プラ e に移行

していくということだが、単位互換はもう制度化されてい

るので、それをやめるということは考えていないと思う。

事務局の方で補足があればお願いしたい。 

→（林事務局長） 

その件は、前回鳴門教育大学から出た意見を今日宮下先

生がお話されたものと理解しているので、事務局としても

これは先に調整に入ろうかと考えている。国立大学のご意

見も聞きながら動きたいと思う。 

【香川大学】 

香川大学は今のところ「無し」と記載しているが、鳴門

教育大学が指摘したように、学年進行的には単位互換でな

いと取れない学生がいる可能性があるので、そこは香川大

学内でも確認しようと考えている。 

【愛媛大学】 

知プラ eの補助金期間についてはこの取扱い、というこ

とで賛成をしている。 

先ほどの宮下先生のご質問だが、愛媛大学の場合、eK4

科目は単位互換なので、学生に対して別枠で募集している。

特にこうすることによって学生に対しては不利益になら

ない、逆に言うと学生にとってはより履修しやすくなるの

で、学年進行について抗議する必要はないと考える。 

【高知大学】 

本学もご提案に反対するという意見はないが、資料に書

かれている通り、提案③に対しては『「四国学」というカ

テゴリを残すということをどこかで確認していただきた

い』『将来的に可能な段階で eK4と知プラ eが統合できる

と良い』という意見が出ている。 

鳴門教育大学のご提案については、先ほど愛媛大学から

話があったとおり、本学でも単位互換という枠組みができ

ているので、特に問題はないかと考えている。 

（妻鳥委員長） 

eK4 は単位互換、知プラ e は共同実施という、複数のや

り方が存在している。それらの実績が今後柔軟に色々なこ

とをやっていくための足がかりになると思うので、色々進

めていきながら、良いやり方を検討していきたいと考えて

いる。 

【徳島文理大学】 

知プラ eに移行することで、私立大学が eK4の中で存在

感が薄くなっていく実情はこれからあると思うが、この案

については異論はない。 

【高知工科大学】 

 特に異論なし。 

 

●eK4 の今後の方針に対する意見調整について、鳴門教育

大学の意見・方向性等を踏まえ、次回の企画委員会で結論

を出すことになった。 
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議題（２）平成 28 年度以降の企画委員会について 

林事務局長より、平成 28 年度以降の企画委員会につい

て説明があった。 

徳島文理大学から以下の意見があった。 

 

【徳島文理大学】 

基本的には賛成だが、この eK4は見通しでいつまで続く

のか。知プラ e に完全に移してしまって、eK4 が存続する

意義があるのかということが疑問である。 

→（妻鳥委員長） 

eK4 は平成 20 年度からスタートして平成 29 年度までの

10年間という事業計画になっている。文科省にはこういう

かたちで提案し採択されているので、少なくとも 29 年度

までは実施していかないといけない。それ以降どうするか

については、28年度以降に議論されることになってくると

思う。この点について事務局から補足等あればお願いした

い。 

→（林事務局長） 

文科省には 10年間続けるということで、1つの区切りが

平成 29 年度になろうかと思う。そこに向けての知プラ e

との統合等も議論されている。但し、これは企画委員会で

「そこでやめましょう」という議論ができず、運営委員会、

また、これは期間を定めずに協定をまいているので、そこ

の話まで持って行かないといけない。これを踏まえ、現時

点では 1つの区切りを 29年度という風に考えている。 

→（徳島文理大学） 

今後我々の大学として eK4にどう関わっていけばよいの

か、というところは非常に感じており、知プラ eの方に動

いているので、我々としては今後の発展性があまりないと

いうことで、この事業に関して疑問がある。 

→（妻鳥委員長） 

状況の変化が色々とあるので、そういうことも含めて、

29年度以降の話についてはこれから考えさせて頂きたい。 

その他の大学からは特に異論は出なかった。 

 

●平成 28 年度以降の企画委員会について、事務局提案が

承認され、この提案に従い進めることとなった。 

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。 

●第９回事業報告シンポジウムのプログラム案が承認

された。 

 

 

議題（４）H27 年度第２回運営委員会、外部評価委員

会について 

平成 27 年度第２回運営委員会、外部評価委員会につい

て、林事務局長から説明があった。 

各大学から異論は出なかった。 

鳴門教育大学、徳島文理大学から以下の発言があった。 

 

【鳴門教育大学】 

３月２日は午前中に運営委員会、外部評価委員会をテレ

ビ会議で行い、午後に行われるシンポジウムもテレビ会議

でよいか。 

→（林事務局長） 

テレビ会議で結構です。 

 

【徳島文理大学】 

eK4 副会長の本学の千田副学長は、香川大学の方に直接

行く予定になっている。 

●平成 27 年度第２回運営委員会、外部評価委員の議事次

第（案）が承認された。 

 

議題（５）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。 
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報告（１） eK4 事業実施計画について  

eK4 事業実施計画について、林事務局長から報告があっ

た。 

鳴門教育大学・高知大学・徳島文理大学から以下の意見

があった。 

【鳴門教育大学】 

報告資料 1-3 ③「事業報告シンポジウムの開催」につい

て、本学空欄になっているが、「開催に協力する」に変更

をお願いしたい。 

 

【高知大学】 

 報告資料 1-4について、内部で再度確認させていただき

たい。 

 

追記：平成 28年 1月 13日（水） 

報告資料 1－4について、内容の確認が取れた旨を 12月 22

日付けで事務局へ報告した。 

 

【徳島文理大学】 

 本学から「情報社会論」「地方政府論」を香川大学と高

知大学へ提供したが、28年度については提供しないという

かたちになった。 

 

その他の大学からは特に異論は出なかった。 

 

●平成 27年度事業実施報告ならびに平成 28年事業実施計

画の取りまとめ作業を引続き行う。 

報告（２）その他  

eK4事務局から１件、香川大学から１件報告があった。 

eK4 事務局の報告として、林事務局長から、各外部評価

委員に今後の方針について２月初旬頃説明に伺う旨の報

告があった。 

香川大学の報告として、林事務局長から以下の報告があ

った。 

 

（林事務局長） 

香川大学では現在、教養科目のカテゴリの再編を行って

おり、特に COC 及び COC＋の関係で、地域学関係の科目の

カテゴリが新たに創設された。具体的にはこれまで、香川

大学の教養科目は主題 A・主題 B というカテゴリで実施さ

れており、四国学関係の科目は主題 B-7で開講されていた

が、こういった地域学の科目が新たに主題 Cに設定された。

また、主題 Cは実際の授業形式の科目と実践型科目という

カテゴリ分けがされており、それに伴い、鳴門教育大学が

開講している「阿波学」がこれまで主題 B-7にカテゴライ

ズされていたが、「主題 C-実践型科目」にカテゴリが移動

になった。 

→（妻鳥委員長） 

 各大学で今後カリキュラム変更に伴って影響がありそ

うな部分があれば、事務局に報告していただき、情報をシ

ェアしていければと思っている。 

 

●次回（２月開催）は事務局で日程調整する。 
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平成27年度 第６回企画委員会  

第６回企画委員会   議事次第  

 

平成 27 年度 第 6 回企画委員会 議事次第 

 

 

1.日時  平成28年2月18日（木）16：00-17：00 

 

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の今後の方針について                        （議題資料1） 

(2)   平成29年度以降の単位互換について（鳴門教育大学）    （議題資料2） 

(3)   H27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3-1、3-2） 

(4)   その他 

 

4.報告 

(1)  平成28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      eK4の今後の方針（事務局長私案） 

議題資料2      平成29年度以降の単位互換について 

議題資料3-1    第2回運営委員会資料一式 

議題資料3-2   外部評価委員会資料一式 

報告資料1      平成28年度eK4単位互換科目各大学受入れ状況表 
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第６回企画委員会  議事録  

 

平成 27 年度第 6 回企画委員会 議事録 

 

日 時：平成 28 年２月 18 日（木）16：00～17：00 

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の今後の方針について 

 (2) 平成29年度以降の単位互換について（鳴門教育大

学） 

  (3) 平成27年度第２回運営委員会・外部評価委員会に

ついて 

  (4) その他 

    

 

報告  

(1) 平成28年度eK4単位互換科目の受入調査について 

 (2) その他 

  

議題資料 

議題資料 1． eK4 の今後の方針（事務局長私案） 

議題資料 2． 平成 29 年度以降の単位互換について 

議題資料 3-1．平成 27 年度第２回運営委員会資料一式 

議題資料 3-2．平成 27 年度外部評価委員会資料一式 

報告資料 1． 平成 28 年度 eK4 単位互換科目各大学受

入れ状況表 

 

 

 

  

大学 出席者 陪席者 

徳島大学 金西 計英 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 

藤本 憲市 

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 

田中 寿郎 

根本 淳子 

仲道 雅輝 

信高 雄一 

高知大学 藤田 尚文 

立川 明 

竹岡 篤永 

－ 

四国大学 － 赤松 茂樹 

徳島文理大学 石川 好文 － 

高知工科大学 妻鳥 貴彦 

吉田 真一 

－ 
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※妻鳥委員長が他の会議で不在だったため、報告の項目から行われた。 

報告（１）平成 28 年度 eK4 単位互換科目の受入

調査について  

平成 28 年度 eK4 単位互換科目の受入調査について、林

事務局長から報告があった。 

各大学からは特に補足説明はなかった。 

 

議題（１） eK4 の今後の方針について  

議題資料 1.eK4の今後の方針（事務局長私案）について、

林事務局長から説明があった。 

 

（林事務局長） 

eK4 の企画委員会は今回で最後となり、今後はメーリン

グリストで議論されるということになる。しかし、eK4 の

今後の方針として、最低限１回はこういった会議での議論

の機会を持つべきだと思い、そのために方針案（事務局長

私案）を出した。この方針案については、平成 28 年度か

ら平成 30年度までの 3年間の eK4の動きをまとめている。

なお、方針案については、事務局内で合意が取れているわ

けではなく、あくまで個人的な考えのもとで作成してい

る。 

連携体制については、平成 29年度は eK4設立 10年目で

節目の年になる。よって平成 29 年度に連携大学に平成 30

年度以降の加盟継続の意思の確認をしなければならない

と考えている。継続しない大学が出た場合は、協定書等の

書き換えが必要かどうか検討しなければならない。その場

合は、単位互換に基づく e-Learning 履修ができなくなる

かもしれない。特に異論なければ、香川大学は eK4事務局

として eK4 を継続していきたいと思う。平成 30 年度以降

は、加盟継続した大学による新体制になる。11年目以降も

eK4を継続していくという前提で以降のe-Learningと人材

育成についても説明していきたい。 

e-Learning については、平成 28 年度から知プラ e 構成

大学に移行していく。スムーズな移行のために企画委員が

中心となってメーリングリスト等で議論を進めていき、平

成 29年度から知プラ e構成大学から eK4に e-Learning科

目が提供される。この e-Learning は、国立５大学は共同

実施、公私立大学は単位互換での運用を基本とする。しか

し、公私立３大学からの科目提供について排除はしない。 

人材育成については、四国のための人材育成を推進する

ことが eK4の目標であり、e-Learningはそのための１つの

手段という位置づけだったと思う。e-Learning に関して

は、先述したようなかたちで大きな舵を切るが、人材育成

に関しては、１つの方向性として、新規事業の検討をする

ということを考えている。これは eK4全体で検討していく、

もしくは、まずは eK4事務局として調査して、どういった

ことが出来るのか立案する、という方法がある。しかし今

のところ具体的な案はない。これについて議論が進み、良

い案が出てきたら、平成 29 年度に向かって検討していき

平成 30 年度から開始する。このようなポジティブなシナ

リオになっている。ここまでが資料１に記載されている大

体のシナリオである。 

また資料１の下方に「※原則として eK4は今後も継続す

るという前提で記載しているが、コンソーシアム廃止の可

能性は排除していない。」と記載しているように、今まで

述べたシナリオとは別の eK4を終わらせるというシナリオ

も考えられる。 

例えば、eK4 は設立当初、四国のための人材育成の推進

という目標を掲げていたが、その時とは状況が変わってき

ている。人材育成に関しては COC、COC+事業が採択されて

おり、個々の大学で実施が進んでいる。 

また、人材育成を大学連携で行う余地があるのか、各大

学で行っている事業に齟齬が出てくるのではないか、とい

う意見もおそらく出てくると思う。人材育成はもうすでに

他の事業でもなされているので、eK4 が本来目指していた

ところは、必ずしも eK4で今後継続する必要はないのでは

ないかといった結論もでるかもしれない。そうすると、平

成 28 年度の検討を踏まえて、平成 29 年度は、eK4 は

e-Learning に関しては基盤を四国の中に展開することが

できたが、人材育成に関しては他事業でもされているとい

う位置づけで eK4を解消するという案もあろうかと思う。 

 今回この企画委員会では、今後こういった方針で進め

ていくということではなく、継続する場合と解消する場合

の主な２つのシナリオについて、ご意見をいただきたい。 
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これについて、各大学から以下の意見があった。 

 

【鳴門教育大学】（宮下委員） 

人材育成について新規に事業を検討するということは、

eK4が終盤にさしかかった現在、無理があると思う。ただ、

eK4 に関しては、単位互換を必要としている大学がある限

り継続していく必要はあると思う。 

 

【徳島大学】 

個人的な意見だが、方針としては事務局長私案で良いと

思う。しかし、コンソーシアムを廃止することは、それは

それで労力がいる。やめるやめないをはっきりさせないと

いう方法もある。 

 

【香川大学】【高知大学】 

事務局長私案で良いと思う。 

 

【愛媛大学】（田中委員） 

徳島大学からは、はっきりさせないという意見があった

が、廃止するならはっきりさせた方が良いと思う。 

 

【四国大学】 

特に意見はない。 

 

【徳島文理大学】 

連携体制については、本学では今年度まで２科目提供し

ていたが、履修学生がいなかったため、来年度から提供を

しないことになった。 

加盟継続については、個人的な意見では eK4を継続しな

い方向で良いと思っていたが、本学の学長から今までの成

果があるので学内で議論してから eK4を継続するか脱退す

るか決めたほうが良いという意見があった。 

人材育成については、本学は、COC 関係で徳島大学とも

連携しており、また四国の大学だけではなく都内の大学と

連携することが必要ではないかという議論を学内で始め

ている状況である。 

案については賛成だが、加盟については検討したい。 

 

【高知工科大学】（吉田委員） 

本学が工学系の単科大学であるということで、これまで

本学の学生が連携大学の授業を受けたり、他大学の学生が

本学の授業を受けたりするということはなかった。私自身

eK4 全体像を把握していないまま、eK4 を継続、廃止する

という意見は出しにくいが、丁度節目ということなので、

体制を見直すことは必要だと思う。仮に廃止、または加盟

大学が減ったとしても、これまでの 10 年間の成果が見え

なくなることは良くないと思う。提供された科目について

も相当な労力がかかっているので、著作権に引っかからな

い程度にオープンコンテンツや MOOC 等で我々の行ってき

たことが残るようにして欲しい。 

また、eK4 を必要とする大学や学生がいる場合は継続も

考えていかなければならない。 

 

（妻鳥委員長） 

eK4を良いかたちで残していきたい。しかし、本学は eK4

を廃止すると言われたら、NOとは言えない立場である。 

 

（林事務局長） 

本日頂いた意見をもとに事務局長として案を練らせて

頂ければと思う。今後は企画委員メーリングリストで議論

を進めていきたい。 

 

愛媛大学、徳島文理大学から以下の補足説明があった。 

 

【愛媛大学】（田中委員） 

先ほど私が述べた意見は、eK4 の今までの成果をご破算

にするということではなく、知プラe事業に取り込んでeK4

のやり方は残せるところは残していくという意味である。

2 つの同じような組織を継続する必要はないという考えの

もとである。 
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【徳島文理大学】 

先ほど述べたように、学内での検討結果が重要と考える

ので、検討した結果を報告したい。 

 

●頂いた意見をもとに事務局で方針案（事務局長補足：eK4

の廃止を含めて）を検討し、企画委員メーリングリストで

議論を進めていくことになった。 

 

 

議題（２）平成 29 年度以降の単位互換について

（鳴門教育大学）  

議題資料 2.平成 29 年度以降の単位互換について、林事

務局長から説明があった。本件については知プラ e事業に

も関わってくることだが、知プラ e事業では eK4で決まっ

たことに対して、異論は出さないという内諾は得ている。 

これについて、鳴門教育大学からは特に補足説明はなか

った。 

 

【香川大学】（林事務局長） 

本件について、香川大学で対象となっている科目が四国

学３科目と「コンピュータと教育」なので、この４科目は

責任をもって提供していく。 

【徳島文理大学】 

この件については、鳴門教育大学内の問題だと思うの

で、善し悪しのコメントは本学からは出来ないと思う。 

その他の大学から特に異論はでなかった。 

 

●平成 29 年度以降の単位互換について、鳴門教育大学か

らの要望に沿って進めていくことになった。 

 

 

 

 

 

議題（３）平成 27 年度第２回運営委員会・外部評価委員

会について 

平成 27 年度第２回運営委員会・外部評価委員会につい

て、林事務局長から議題資料の確認説明があった。 

運営委員会の議事次第について、徳島文理大学から以下

の意見があった。 

 

【徳島文理大学】 

本日の議題 1．eK4 の今後の方針については、運営委

員会でも意見をもらうべきではないか。 

 

→（林事務局長） 

 

 eK4 の今後の方針については、本日頂いた意見を運営委

員会で報告し、意見を頂こうと思う。 

 

他の大学からは運営・外部評価委員会の議題資料につい

て、意見は出なかった。 

 

●運営委員会の議題資料は、徳島文理大学からの意見をも

とに修正することになった。その他の資料については、企

画委員会で了承された。 

 

 

議題（４）その他 

 各大学からその他の議題提案はなかった。 

●今後の企画委員会については、メールベースで議論を行

い、必要に応じて遠隔での会議を開催することになった。 

また、次期企画委員長・副委員長もメールベースで選出

することになった。 
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eK4運営委員会  

運営委員名簿 

平成 27 年 6 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） 

千田 彰一 徳島文理大学 副会長  副学長 

高石 喜久 徳島大学 理事（教育担当）・副学長 

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） 

弓削 俊洋 愛媛大学 理事・副学長 （教育担当） 

深見 公雄 高知大学 理事（教育担当）・副学長 

川本 幸彦 四国大学 副学長 

蝶野 成臣 高知工科大学 副学長・教育本部長 
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平成27年度 第１回運営委員会  

第 1 回運営委員会   議事次第  

 

平成 27 年度 第 1 回運営委員会 議事次第 

 

日時  平成 27 年 9 月 16 日（水）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 28 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) eK4 と知プラ e の関係の整理について  (議題資料 2) 

(3) その他 

 

3. 報告 

  (1) eK4 外部評価委員の交代について  (報告資料 1) 

  (2) グローバルチャレンジセミナーについて  (報告資料 2) 

  (3) 平成 27 年度単位互換科目の現状報告  (報告資料 3) 

  (4) 単位互換科目の受入人数制限について  (報告資料 4)  

  (5) その他 

 

4. 閉会    千田副会長挨拶 

 

[資料] 

議題資料 1   H28 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 の今後の方針案について 

報告資料 1   eK4 外部評価委員の交代について 

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   H27 年度単位互換科目_現状報告 

報告資料 4   受入人数制限説明資料 

参考資料 1   27 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 
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関係資料 （eK4 News Letter18 号）     
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第１回運営委員会   議事録  

平成 27 年度第 1 回運営委員会 議事録 

日 時：平成 27 年 9 月 16 日（水）10：00～11：00 

場 所：SX−20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28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) eK4と知プラeの関係の整理について   （議題資料２） 

   (3) その他 

３報告 (1) eK4外部評価委員の交代について    （報告資料１） 

   (2) グローバルチャレンジセミナーについて （報告資料２） 

   (3) 平成27年度単位互換科目の現状報告     （報告資料３） 

   (4) 単位互換科目の受入人数制限について   （報告資料４） 

(5) その他 

４閉会  千田副会長挨拶 

配布資料 

   議題資料１． H28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の今後の方針案について 

  報告資料１． eK4外部評価委員の交代について 

  報告資料２． グローバルチャレンジセミナーへの共催依頼 

  報告資料３． H27年度単位互換科目_現状報告 

  報告資料４． 受入人数制限説明資料 

  参考資料１． H27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 Letter18号 

 

大学 出席者 陪席者 

徳島大学 

（接続トラブルのため 

10：30頃～参加） 

－ 荒木秀夫   安崎郁子 

高橋暁子   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   平井賢治 

       石内久次 

香川大学 藤井宏史 林敏浩    藤本憲市 

寺尾徹    植田めぐみ 

村井礼    裏和宏 

       金山まい 

       久保まゆみ 

愛媛大学 弓削俊洋 田中寿郎   信高雄一 

根本淳子   石田昭夫 

古賀理和   陣内恭子 

仲道雅輝   

高知大学 深見公雄 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 石川好文 

藤本正己 

高知工科大学 － 妻鳥貴彦   古谷陽 
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１開会  

藤井会長挨拶 

eK4 の事業は、今年で８年目になります。文科省からの

補助金が切れてから４年程経過しますが、皆様方のご協力

もありまして、eK4 の事業は着実な成果を上げてきたと判

断しております。同時に eK4の言葉そのものも四国の大学

の中ではよく耳にするような言葉として定着してきたの

ではなかろうかと思います。 

この間、四国の中でも知のプラットホーム形成事業をは

じめ、大学間連携事業は立ち上がっているが、eK4 はその

走りであったなと判断しております。ただ、様々なかたち

の連携事業が立ち上がっておりまして、その連携事業その

ものも学内の経費でそのうち面倒を見るようにというこ

ともありまして、マンパワー、お金共々非常に厳しい状況

が起きているというのが現状だろうと思っております。 

今日はそういう意味で eK4の今後の在り方についての議

題が出てくるだろうと思いますけれども、忌憚のないご意

見をいただければ幸いでございます。 

 

 

２議題  

議題（１）平成 28 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）  

 平成 28 年度以降の事業実施計画案について、林事務局

長から説明があった。 

 議題（１）（２）は、1 つの議題として取り扱っていき

たいので、まずはその旨ご了承いただきたい。 

各大学から異論は出なかった。 

 

議題（２） eK4 と知プラ e の関係の整理につい

て（議題資料２）  

 eK4 と知プラ e の関係の整理について、林事務局長から

説明があった。 

 議題（２）の３つの提案について、方針としてこのまま

進めていくことに対して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。 

 

【鳴門教育大学】 

 このような提案で進めていいと思う。 

 

【香川大学】 

 基本的には賛成している。 

 もし承認されたら、この方針で企画委員会で詳細を詰

め、それを受けて、平成 28 年度事業実施計画も変わると

いう理解でよろしいか。 

 

→（林事務局長） 

 はい、その通りです。この議題（２）の方針が認められ

たら、例えば、提案①②がいきてくるので、平成 28 年度

事業実施計画は大幅修正になる。 

 

【愛媛大学】 

 基本的には賛成する。 

 1 つ確認させていただきたいのは、このご提案は知プラ

e の補助金の交付終了までの暫定的な措置という風に考え

てよろしいか。 

 

→（林事務局長） 

 実はそこまで詰めていないが、基本的には一気に進める

というかたちではなく、暫定的なものと理解して頂いてよ

い。その形でまず企画委員会で議論が進むものだと、事務

局長としては考えている。 
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【高知大学】 

 提案①と②については了解した。 

 提案③だが、これはある意味 eK4の事業を知プラ eの方

に吸収させるという風に私は理解をするが、eK4 の場合、

提供するコンテンツの科目は「四国学」に代表されるよう

な『四国の知』というメインの看板があった。それに対し

て知プラ eは、私の理解では、色々な意見が各大学から出

たが、今のところ、何でもいいから各大学 10 科目のコン

テンツを作ってくださいということで、テーマがハッキリ

していないように思う。そうした時に、テーマが明確な eK4

の事業を、あまり明確になっていない知プラ eの方に吸収

させることには、少し調整が必要だと思う。企画委員会で、

事業の目的というところをよく考えながら調整いただき

たい。 

 

→（林事務局長） 

 深見先生のおっしゃることは、まさにその通りだと思

う。知プラ eと eK4では、そのコンテンツを作るコンセプ

トがそもそも違うので、そこに関しては eK4企画委員会、

知プラ eの企画委員会・運営委員会にも審議をあげ、丁寧

な検討を行いながらそこの調整を行いたい。 

 

【四国大学】 

 基本的にはこの提案で結構だと思う。今高知大学からお

話があった通り、私どもの大学としてどういう内容で単位

互換として科目提供を受けられるのかということを、もう

少し詰めていただきたい。 

 

【徳島文理大学】 

 基本的に林事務局長からただいまご説明いただいた内

容で了解している。また、深見先生からご指摘のあった点、

eK4と知プラ eでは、目的が少し違っているということで、

その部分について、知プラ e外の我々にとって多少気にな

るところであり、eK4 で継承されている地域学の特色を残

して頂けるような方向でこれからも継続頂きたい。 

 

【高知工科大学】 

 特に異論はない。 

（林事務局長） 

 今回運営委員が来られていない大学に関しては、必要に

応じて補足的に説明をしていきたい。 

 一応今回ご意見をいただいた中では、事務局長案に関し

ては、これで進めていければと考えている。また、各大学

のご意見を 1ヶ月程度で集約していただければと思う。こ

れに関しては香川大学からご連絡をさせていく。それを踏

まえ、企画委員会に指示を出していこうと考えている。 

 

●eK4 と知プラ e の整理について、事務局長提案が認めら

れ、企画委員会での検討が進められることとなった。 

 

 

（林事務局長） 

 平成 28 年度事業実施計画案が了承手前まで進んでいる

が、議題（２）の３つの提案に基づき、特に提案①②を中

心に、再度企画委員会で修正をかけたいと思う。 

 

 これについて徳島大学以外の７大学から、異論は出なか

った。（徳島大学は機器不調のため、10：30頃まで議論に

は不参加） 

 

【高知大学】 

 提案①・②を受けて修正がかかるとおっしゃったが、H28

年度事業実施計画案の③・④は削除になるという理解でい

いか。 

→（林事務局長） 

 1 つの方向性として、計画案③・④は削除になる可能性

があると考えている。 

→【高知大学】 

 計画案⑦はずっと同じ内容になっていて進捗がよく見

えないので、計画案⑦はしっかりと議論をし、対応ができ

るようにお願いしたい。 
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→（林事務局長） 

 計画案⑦に関してはご指摘のとおりですので、この議題

（２）に関わらず、きちんと議論をするということで、進

めていきたい。これは企画委員会への申し送り事項として

対応したい。 

 

【徳島文理大学】 

 議題（２）で提案①・②が、運営委員会である程度決め

た状態なので、本日計画案③・④を削除することを決定と

いうかたちにはならないではないか。 

→（林事務局長） 

 先ほどの説明は適切性に欠けていた。計画案③・④を削

除するかというのは、企画委員会での議論となる。 

 

【高知工科大学】 

 異論はない。 

 計画案⑦の著作権処理に関して、本学は千葉大学が中心

となってやっている大学学習支援コンソーシアムという

ものに参加している。四国内の大学だけではなく、そうい

った他大学と連携していってはどうかと思う。 

→（林事務局長） 

貴重な情報をありがとうございます。そこについても、

企画委員会で妻鳥先生からも情報をいただきながら検討

を進めていきたい。 

 

●平成 28年度事業実施計画について、議題（２）を受け、

再度企画委員会に差し戻し、修正をかけることが決まっ

た。 

 

 

議題（３）その他  

各大学から特に発言はなかった。 

 

３報告  

報告（１）  eK4 外部評価委員の交代について  

（報告資料１）  

eK4 外部評価委員の交代について、林事務局長から報告

があった。 

各大学から特に発言はなかった。 

 

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。 

 

愛媛大学から以下の意見があった。 

【愛媛大学】 

 今年に関しては昨年同様愛媛大学の方で責任を持って

対応させていただくが、来年度は主会場の担当を他大学で

お願いしたい。 

 

→（林事務局長） 

 その辺に関しても、検討を進めていくということになっ

ている。四国経済連合会との調整となるが、そのようなか

たちで進めていきたい。できたら、香川大学・愛媛大学以

外の大学で、主会場を担当してもいいというご意見があれ

ば、後でお寄せいただきたい。最終的には四国経済連合会

と事務局で調整させていただきながら、次の主会場担当候

補の大学と相談させていただければと思う。 

 

報告（３）平成 27 年度単位互換科目の現状報告

（報告資料３）  

平成 27 年度単位互換科目の現状報告について、林事務

局長から報告があった。 

 各大学から特に発言はなかった。 
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報告（４）単位互換科目の受入人数制限につい

て（報告資料４）  

単位互換科目の受入人数制限について、香川大学 村井

先生から報告があった。 

各大学から特に発言はなかった。 

 

報告（５）その他  

各大学から特に報告は出なかった。 

 

 

４ 閉 会 

千田副会長挨拶  

本日 eK4としては大きな転換を迎えたのだろうと思いま

す。私の知るところでは、国立大学が法人化をしまして、

それぞれの個性ある大学事業を展開する、地域で何か連携

事業をやろうということで、この事業が始まったのだろう

と思いますが、e-Learningという非常に新しいツールを用

いた格好でやるということは時代に極めて即応したこと

であり、それぞれの大学が実利的なメリットもあったので

はないかと思います。 

 一方、地域に対して何らかの貢献をしていく、大学が地

域に密着していく、その流れにも合ったわけでありまし

て、それが継続されるということの必要性も感じます。

e-Learningに関しましては、それぞれの大学のカリキュラ

ムがタイトであり、単位互換科目として認められるという

ことがなかなか難しいというのが実態ではないかと思い

ます。医学の領域ですと、生涯教育で e-Learning コンテ

ンツを使うというのは今当たり前のようになってきてお

り、恐らくこれからはそういったものをそれぞれの大学の

中でお使いになることも増えてこようかと思います。コン

テンツが充実し、時代の中で改定がされていきますと、こ

れも生き延びていくという余地は十分にあるだろうと思

います。 

 今後この事業が知プラ eの中で継続・継承されていくと

いうことになったわけですが、特に四国学に関するコンテ

ンツというのは、非常に充実していたと理解しております

ので、その精神を知プラ eの中でも是非継続していただけ

ればと思います。雑駁な意見で非常に恐縮ですが、

閉会のご挨拶にさせていただきます。 
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平成27年度 第２回運営委員会  

第２回運営委員会   議事次第  

 

平成 27 年度第２回運営委員会 議事次第 

平成 28 年 3 月 2 日（水）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 年度の事業実施報告        (議題資料 1、別添資料 1,2,3) 

(2) 平成 28 年度の事業計画について      (議題資料 2、別添資料 4) 

(3) 平成 28 年度以降の運営委員会について (議題資料 3-1、3-2) 

(4) 平成 28 年度以降の外部評価委員会について  

(5) その他 

3. 報告 

  (1) 平成 28 年度の単位互換科目について  (報告資料 1-1、1-2) 

(2) eK4 の今後の方針について   (報告資料 2) 

(3)  その他 

4. 閉会 

 千田副会長挨拶 

 

[配付資料] 

議題資料 1  H27 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施報告 

議題資料 2  H28 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画 

議題資料 3-1  H28 年度以降の運営委員会について 

議題資料 3-2  e-Knowledge コンソーシアム四国 規約 

別添資料 1  H22～H27 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  H27 年度 eK4 事業実施計画の達成状況 

別添資料 4  H28 年度 eK4 事業実施計画の詳細検討 

報告資料 1-1  H28 年度 eK4 単位互換科目一覧 

報告資料 1-2  H28 年度 eK4 単位互換科目各大学受け入れ状況表 

報告資料 2  eK4 の今後の方針（eK4 事務局長私案） 

関係資料  eK4 News Letter 20 号 
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第２回運営委員会   議題資料  
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第２回運営委員会   議事録  

平成 27 年度第 2 回運営委員会 議事録 

日 時：平成 28年 3月 2日（水）10：00～11：00 

場 所：SX−20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年度の事業実施報告（議題資料１、別添資料１、２、３） 

   (2) 平成28年度の事業計画について（議題資料２、別添資料４） 

   (3) 平成28年度以降の運営委員会について（議題資料３-１、３-２） 

   (4) 平成28年度以降の外部評価委員会について 

   (5) その他 

３報告 (1) 平成28年度の単位互換科目に付いて（報告資料１-１、１−２） 

   (2) eK4の今後の方針について（報告資料２） 

   (3) その他 

４閉会 千田副会長挨拶 

配布資料 

運営委員・外部評価委員名簿 
議題資料１  H27年度e-Knowledgeコンソーシアム四国事業報告 
議題資料２  H28年度e-Knowledgeコンソーシアム四国事業実施計画 
議題資料３-１ H28年度以降の運営委員会に付いて 
議題資料３-２ e-Knowledgeコンソーシアム四国 規約  

別添資料１  H22〜H27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  H27年度eK4事業実施計画の達成状況 
別添資料４  H28年度eK4事業実施計画の詳細検討 

報告資料１-１ H28年度eK4単位互換科目一覧 

報告資料１-２ H28年度eK4単位互換科目各大学受け入れ状況表 

報告資料２  eK4の今後の方針（eK4事務局長私案） 

関係資料   eK4 News Letter20号 

 

大学 出席者 陪席者 

徳島大学 金西計英（代理出席） 三好信幸  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  平井賢治 

      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 

藤本憲市  裏和宏 

      久保まゆみ 

愛媛大学 田中寿郎（代理出席） 古賀理和  信高雄一   

仲道雅輝 

高知大学 深見公雄 藤田尚文  三好康夫  竹岡篤永 

四国大学 山本耕司（代理出席） − 

徳島文理大学 千田彰一 石川好文  藤本正己 

高知工科大学 妻鳥貴彦（代理出席） 吉田真一  古谷陽 
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１開会 

藤井会長挨拶 

eK4 会長を務めています香川大学の藤井です。年度末の

大変お忙しい時期に、この平成 27 年度第 2 回運営委員会

にご出席頂き、誠にありがとうございます。本日は、平成

27 年度事業実施報告と平成 28 年度事業計画、および平成

28年度以降の運営委員会・外部委員会の在り方についてご

協議頂きます。 

eK4 は、四国の人材育成を担う地域づくりを目指して、

平成 20 年度に設立いたしました。今年で 8 年目になり、

平成 22 年度に補助金が終了してから 6 年目になります。

厳しい予算運営の中で連携大学の先生方のご協力のもと、

着実に成果を積み上げ、平成 29年度で事業年数 10年目と

いう節目を迎えます。 

同時に eK4の目指した事業の目的の地域のための人材育

成については、それぞれの大学で代替的に行われ始めてい

ます。今後の eK4の在り方について議論する非常にいいタ

イミングだと思います。そういう事情で平成 28 年度以降

の運営・外部評価委員会の在り方について協議事項に挙げ

ております。また、報告事項でも林事務局長より eK4の今

後の方針について説明いただきます。併せて忌憚のないご

意見を頂けますようよろしくお願いいたします。 

 

２議題 

議題（１）平成 27 年度の事業実施報告（議題資料１、別

添資料１、２、３） 

平成 27 年度の eK4 事業実施報告について、林事務局長

から説明があった。 

各大学から特に意見は出なかった。 

 

●平成 27 年度の事業実施報告について、運営委員会で承

認された。議題資料１の（案）を取り、これで確定とする。 

議題（２）平成 28 年度の事業計画について（議題資料２、

別添資料４） 

平成 28 年度の事業計画について、林事務局長から説明

があった。これについては、既に企画委員会では審議、了

承を得ていると補足があった。 

徳島文理大学から以下の意見があった。 

【徳島文理大学】 

全体の事業計画としては特に異論はない。 

「著作権処理の共同対応の検討」については、平成 28

年度事業計画の項目に入っていないが、本年度の事業実施

報告では当該項目で実施できなかったという結果だった。

この問題は e-Learning を扱ううえでは非常に重要なこと

だと思う。eK4 の委員会で取り扱わないにしても知プラ e

へ引き継ぐなど、何らかの対応して欲しい。 

→（林事務局長） 

著作権処理については、これまでも共同で実施できない

か検討していたが、やはり個々での対応が精一杯であった。

よって、来年度の事業計画には項目を外したが、仰有ると

おり、e-Learningでは非常に重要な項目だと思う。最近で

は、著作権に関して教育機関にはもう少し緩やかに運用し

て行くべきだという意見も一般的に出始めている。eK4 事

務局でそういった著作権についての情報を収集し、分断し

ないよう対応したい。 

その他の大学から特に意見は出なかった。 

 

●平成 28 年度の事業計画について、運営委員会で承認さ

れた。 

著作権の対応については、eK4 事務局マターで情報収

集・検討していくことになった。 

議題（３）平成 28 年度以降の運営委員会について（議題

資料３−１、３−２） 

平成 28 年度以降の運営委員会について、林事務局長か

ら説明があった。 

提案（１） 運営委員会は定期開催をしない 

提案（２） 会長が運営委員会を開くことができる 

 

高知大学から以下の意見があった。 

【高知大学】 

 基本的には林事務局長から説明のあった提案どおり

で良いが、各大学の教育責任者である教育担当理事の先

生方が eK4 の全体像を確認・把握する場を年１回程度設
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けたほうが良い。定期的な開催は必要ないが、年１回程

度運営委員会は開催したほうが良いと思う。 

→（林事務局長） 

提案（２）で高知大学深見先生からのご意見は実現でき

ると思う。 

その他の大学から特に意見は出なかった。 

 

●提案（１）（２）は運営委員会で承認された。 

平成 28 年度以降は、会長提案のもとで運営委員会を開

催することになった（必要に応じて年１回程度）。 

議題（４）平成 28 年度以降の外部評価委員会について 

平成 28 年度以降の外部評価委員会について、林事務局

長から説明があった。 

[事務局原案] 

運営・企画委員会は、委員会縮小に伴って平成 28 年度

以降は基本的には定期開催せず、メールベースで議論して

いくことになった。 

外部評価委員会もそれに倣って、遠隔および対面での会

議は実施しない。ただし、必要に応じて会長または運営委

員長の発議で会議を開催することができる。 

 

この事務局原案について、各大学から以下の意見が

あった。 

 

【徳島大学】【四国大学】【徳島文理大学】【高知工科大学】 

特に異論はない。 

 

【鳴門教育大学】 

運営・企画委員会を縮小することになると、外部評価委員

会もこういった縮小になろうかと思うが、その場合、外部

評価委員は今後任命しないのか。 

任命しない場合は、そもそも会長および運営委員長の発

議での委員会が開催できないのではないか。また、任命す

るのであれば、外部評価委員はいるのに会議は開催しない

というのは、不思議な状況だと思う。 

→（林事務局長） 

事務局原案について説明不足だったが、外部評価委員会

は開催しないが、外部評価は実施する、という方法がある。

これは、アンケートで外部評価委員の意見を頂こうと考え

ている。 

→【鳴門教育大学】 

よく分かった。そういうことであれば、問題はない

と思う。 

【香川大学】 

委員会を開催しないということだが、少なくとも外部評

価委員が任期の間は、eK4の実績について委員に報告して、

それに対して意見を頂いたほうが良い。 

【愛媛大学】 

eK4 の多くの実績をもとに委員会をスリム化していくと

いう意味合いでの委員会縮小だと思うので、外部評価委員

会を実施しないという提案で良いと思う。また、設立 10

年という節目になるので、eK4 のこれまでの業績をまとめ

てほしい。 

→（林事務局長） 

eK4の10年間の業績のまとめについては企画委員会で検

討を進めてきたいと思う。 

【高知大学】 

鳴門教育大学と全く同じ意見を持っていたが、林事務局

長の説明で理解した。 

 

●平成 28 年度以降の外部評価委員会について、委員会は

開催しないが、アンケートによる外部評価は実施するとい

うことで、運営委員会で承認された。 

また、愛媛大学田中企画委員の意見にあった 10 年間の

業績をまとめることについて、企画委員会でメールベース

で検討を進めいくことになった。 

 

議題（５）その他 

その他の議題は特になかった。 



154 

３報告 

報告（１）平成 28 年度の単位互換科目について（報告資

料１−１、１−２） 

平成 28 年度の単位互換科目について、林事務局長から

報告があった。 

各大学からは特に意見は出なかった。 

 

報告（２）eK4の今後の方針について（報告資料２） 

eK4 の今後の方針について、林事務局長から報告資料２

の説明があった。 

また、eK4 の今後の方針については、企画委員で議論を

行っているが、報告資料２の下方部分「※原則として eK4

は今後も継続するという前提で記載しているが、コンソー

シアム廃止の可能性は排除していない。」 について、企

画委員会では特に反対意見はなかったことも報告された。 

 

 

林事務局長から以下の発議があった。 

[事務局提案] 

単位互換制度による e-Learning を阻害しないことを前

提に、平成 29 年度いっぱいをもって本コンソーシアムを

廃止してはどうか。 

 

この事務局提案について、各大学から以下の意見が

あった。 

【徳島大学】 

本学の運営委員が欠席なので、徳島大学というよりは個

人的な意見になる。今後審議して行くことになると思うが

コンソーシアムを閉じても良いと思う。人材育成について

は、林事務局長の説明でもあったように、COC 事業やその

他の事業でも行っていることなので、eK4 で行う必要もな

いと思う。 

また教育の共同実施について、今は単位互換の枠組みの

中で他大学から科目提供されているが、それが続けられれ

ば、それで良いと思う。むしろコンソーシアムとは切り離

して、今後の eK4で行ってきた８大学の共同実施の枠組み

をどうするか検討すれば良いと思う。コンソーシアムの廃

止自体は良いと思う。 

 

【鳴門教育大学】 

コンソーシアムを解消した場合、今後も継続していくで

あろう単位互換について、運営上問題が生じたときに議論

する場が無くなるのではないかという心配がある。本件に

ついては、もう少し検討の時間が必要だと思う。 

【香川大学】 

事務局提案については、了解した。 

しかし、コンソーシアムの廃止については、各大学の手

続き等があるだろうし、また、eK4 事業の中で今後も維持

すべきことや、それにについてコンソーシアムを廃止した

あとで維持できるかなど協議しなければならないので、も

う少し検討する時間が必要である。 

 

【愛媛大学】 

本件については、今回欠席している本学の教育担当理事

と相談し、その結果を愛媛大学の意見としたい。 

知プラ e も eK4 も e-Learning を扱っており、本学では

同じような事業に取り組む余裕がない。コンソーシアムを

解消すると言う考え方ではなく、単位互換という枠組みを

残したまま、知プラ eに吸収するという考え方で、事務局

提案で良いと思う。 

 

【高知大学】 

他の大学と同じ考えである。知プラ eと eK4との関係、

単位互換と共同実施、また構成大学も違うので、これらを

含め、時間をかけて議論する必要がある。 

 

【四国大学】 

本学も運営委員が今回欠席なので、軽々に意見を述べら

れないが、他の大学と同じで１、２年をかけて充分に審議

して欲しい。 
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【徳島文理大学】 

提案のとおりで良いと思う。ただ eK4のどの部分を残す

か、どの部分を残さないかの仕分けをする時間が必要であ

る。また、他の大学から意見があったように、残した部分

を知プラ eで吸収・継続できれば、各大学にとっても益す

るところが大きいのではないかと思う。 

【高知工科大学】 

こういった提案は仕方がないと思う。ただ、知プラ eに

加盟していない大学の学生が、知プラ eの科目が受けられ

るよう検討して欲しい。 

●コンソーシアムの廃止、事業の仕分けを含め、今後検討

していくことになった。まずは、この事務局提案について

３月末を目処に運営委員の意見を集約することになった。 

 

報告（３）その他 

特に報告は出なかった。 

 

４閉会 

千田副会長挨拶 

eK4の副会長を務めています徳島文理大学の千田です。 

昨年に委員会の縮小やセミナーシンポジウムの廃止が

提案され、本日その方向性が定められたと思います。それ

に伴って、外部評価委員会のこれからの姿も議論されまし

た。問題は最後の報告２で発議のあった平成 29 年度以降

どうするかということです。eK4のこれからの課題ですが、

各大学の中で機関決定されたことですので、そこら辺も含

め、各大学の中で意見集約され、もう一度集まって最終の

議論が必要だと思います。 

先ほども少し申し上げましたが、是非残すべき部分、や

むを得ず休止していく部分の仕分けをきちんとしてく必

要があると思います。引き続き運営委員の皆様にはご協力

頂きたく存じます。ありがとうございました。 

深見委員挨拶 

今年度で高知大学の教育担当理事が任期満了となり

eK4 の運営委員も退任することになります。 

この eK4 の事業は、企画の段階からお話を伺ってお

りました。私は、いつも申し上げていましたが、四国

のそれぞれの大学が特色ある地域の授業をされている

のに、それを自大学の学生しか受講できないのはもっ

たいないと感じていました。そういった授業を他の大

学の学生にも聞いてもらいたい、聞かせたい、という

eK4 の考え方は非常に面白いと思っています。特に四国

学は、もっと様々な学生に履修してもらいたかったと

思います。 

しかし、第一歩としてこういった事業が 10 年経ち、

少しずつ e-Learning という手法が広がり、コンテンツ

内容も広がってきました。四国地区のこういったメデ

ィアを活用した授業のパイオニア的事業として評価し

たいと思います。 

今後、知プラ e とどう住み分けるか、普及していく

か、という議論になっていくと思います。私としては、

ますますこういった形で四国のいろんな先生と学生が

大学を超えて繋がり、授業を聴いていただきたいと思

っています。 

長い間お世話になりました。本当にありがとうござ

いました。 
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ek4遠隔会議システムを利用したセミナー  

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 23 日（金）、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

経連と四国の 8 大学が連携し実施しており、本年が 4 回

目の開催となる。 

当日は、愛媛大学を主会場に、会員企業である井関

農機(株)とユニ・チャームプロダクツ(株)で海外事業に携

わった経験のある方2名が講師となり、海外事業に挑戦

する必要性や面白さなどについて、具体的体験をもと

に、講演した。 

セミナーの様子は、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、松山大学にも同時に配信され、

あわせて 213 名が受講した。 

受講後のアンケートでは、「世界に目を向けることが

できる貴重な機会であった」、「海外に目を向けてチャレ

ンジしていく重要性を感じた」など、内容を評価する意見

が多く寄せられた。 

 

講 演 要 旨  

 

井関農機(株) 海外営業本部 

アジア営業部 部長 鈴木 務 氏 

 

 

 

 

 

 

 

大きな夢を持って、自分の力を試して 

 私は、井関農機に入社して以来、海外営業本部に属

しており、これまでイギリス、ベルギー、インドネシアに赴

任した。 

今回は、私がインドネシア工場建設のプロジェクトに

携わった経験を中心にお話しする。 

昨今のアジアの経済発展に伴い、食料安定供給など

の観点から、農業機械の需要増加が見込まれ、当社で

も数年前、アセアン諸国の中に工場を建設することとな

った。タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシアの４カ国

を対象に、水・電気・ガス等のコスト、人件費、サプライ

ヤーの集積、市場性、カントリーリスク、生活環境などの

情報を収集し、分析した結果、最終的にはインドネシア

のスラバヤという町に決定した。大きな要因は当社と 40

年以上の付き合いがあるパートナー(現地トラクターメー

カー)があったことである。 
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実際に、工場を建設するにあたっては、現地パートナ

ーの協力を得ながら実施することとなるが、大きく３つの

課題があった。1 つ目に法律・各種規制への対応。2 つ

目に言語・用語の理解。最後に文化の違いである。 

工場建設には、第一に安全、第二に期限内の完成が

求められる。そのため、安全意識を徹底したほか、ラジ

オ体操を皆に教えたり、インドネシア国旗と社旗の掲揚

など、日本とインドネシアが協力して建設するのだという

意思を明確にし、意識の統一を図った。 

また、現地の従業員達には、さまざまな奨励制度を設

け、モチベーションアップを図った。こうした日本式の方

法も取り入れながら、全員が同じ目標に向かって努力す

るよう工夫をこらした。 

皆さんも、将来への夢を持っていると思う。その夢

を実現するために目標を立て、日々努力していくこと

が必要だと、私は考えている。海外の異なった文化

の中で、自分の力を試すのは楽しいことである。苦労

もあるが苦労した分、充実感がある。大きな夢を持っ

て、苦労を苦と考えず、克服していく力を皆さんにも

持ってほしいと思う。 

 

ユニ・チャームプロダクツ(株)  

GlobalSC 統括本部 Strategic Sourcing 部長 

山内 昭史 氏 

 

 

 

 

 

 

海外での仕事を通じて人生を豊かに！ 

私は、平成 13 年からインドネシアへ 4 年間、平成 22

年からインドへ 5 年間、海外赴任した。 

 海外経験の中で感じたのは、日本人はコミュニケーシ

ョンが下手だということ。「1 つ言えば 10 分かってくれる。

全てを言うのは反対に失礼だ」というのが、日本の風

土、習慣である。私もそのつもりで、「ここまで言えば分

かってもらえる」という曖昧な表現をとり、何回も大失敗

をした。海外では 1 つ言ったら 1 つしか伝わらないのが

普通である。例えば「今すぐに」と伝えても、翌日にな

る。 

「すぐに」を１時間後と思う人もいれば１週間後と思う

人もいる。「郷に入っては郷に従え」という言葉がある

が、国の風土、相手の行動を理解し、本音で会話をする

ことが海外では大事で、そのために現地語の習得にも

努力した。 

 今後、皆さんがグローバルな人材に近づいていくため

に、私からの提案がある。それは柔軟な思考を持つこと、

学ぶ気持ちを継続すること、自分の考え方を相手に押し

付けないこと、人を愛することの４点。 

そして、手の届く目標でなく一歩先の大きい夢を描くこ

とである。夢に対する実行計画をきっちり明確に自分で

つくってほしい。「思いは必ず実現させる、絶対になって

やる」という強い意志で行動してほしい。思うだけでは実

現しないことは皆さんも分かっていると思うので、必ず行

動まで移せる実行計画を描いてほしい。 

これからは、リーマンショックの後ということで「ニューノ

ーマル時代」と言われている。その中で、今から皆さんが

活躍をしなければならなくなる時代になる。是非、日本発

グローバル人材として活躍してほしいと願っている。 

（文責：土居） 
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徳島大学 

   
鳴門教育大学 

  
香川大学 

  
愛媛大学 

 

グ ロ ー バ ル チ ャ レ ン ジ セ ミ ナ ー 各 会 場  
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高知大学 

  

徳島文理大学 

  
高知工科大学 

  






