関係規則
等

設立趣意

e-Knowledge コンソーシアム四国
設立趣意

少子高齢化が進行する四国の自立的発展を促すためには、「四国は一つ」という意識を共有する数多くの若者が協調的地
域づくりを行う必要がある。そのため、四国の大学に四国全体の視点から地域活性化を先導できる人材の育成が期待されて
いる。これらの地域づくりを担う人材には、四国の広域的課題、資源の魅力、ブランド、歴史、地勢、文化、伝統などを包含す
る“四国学”と地域固有の課題に取り組むために必要な“学際的専門知識”が必要である。

歴史的背景の異なる四国の大学は、個々の大学の特徴を活かした教育研究を進めるとともに、それぞれ強みのある教育
研究を展開しているので、上述の｢人材育成｣や｢四国の魅力の発信｣に必要な教育資源が醸成されている。これらの教育資
源を戦略的に連携させ、集約・発展させると、魅力ある四国の学びの教育基盤『四国の知』が形成でき、それらを活用して四
国全体の視点から地域活性化を促す協調的地域づくりを担う人材育成ができる。

四国の七大学が連携して「『四国の知』の集積を基盤とした四国の地域づくりを担う人材育成」を平成 20 年大学改革推進事
業の一つである戦略的大学連携支援事業に応募したところ、幸いにも採択された。

そこで、四国の国公私立大学が連携して情報通信技術を利活用する e-Knowledge コンソーシアム四国を設立し、四国の自
立的発展に貢献する人材育成や、例え四国外にいても四国に思いを馳せる人材育成ができる教育基盤を構築する。この教
育基盤は“地域文化リテラシー”である教養教育科目としての“四国学”と地域のニーズに応じた職業人を育成する“専門職業
リテラシー”である“学際的専門教育科目”で構成される『四国の知』を e-Learning コンテンツとして集積したものである。

コンソーシアム四国に加盟する会員大学が『四国の知』を活用する教育プログラムを実施することにより、地域の課題を四
国全体の視点から捉え、「四国は一つ」を意識しながら協調的な地域づくりを先導する人材を育成する。

さらに、コンソーシアム四国は全国の高校生やその保護者に｢四国についての学び｣｢四国における学びと生活｣の魅力を
訴求し、四国内外の数多くの学生に四国の大学で学ぶことへの憧れを抱かせるとともに、コンソーシアム四国に蓄積される
“四国学”をいろいろなメディアで出版し、四国の魅力を全国に発信し、四国のブランド力向上の活動を展開する。
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規約
e-Knowledge コンソーシアム四国 規約

（名称）
第１条 本会は、「e-Knowledge コンソーシアム四国 (以下「コンソ

ただし、戦略的大学連携支援事業の共同実施に関する協定を締
結している大学はこの限りでない。

ーシアム四国」という。) 」 と称する。
（役員）
（目的）
第２条 コンソーシアム四国は、四国に所在する高等教育機関、
地方公共団体、企業その他の法人又は団体（以下「高等教育機関

第６条 コンソーシアム四国に、次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長（若干名）

等」という。）が相互に連携・協力し、それぞれの教育研究資源を
有効活用することにより、四国の地域づくりを担う人材育成を推進
し、四国の自立的発展に貢献することを目的とする。

（役員の選出及び任期）
第７条 役員は、運営委員会において選出する。

（事業）
第３条 コンソーシアム四国は、次の事業を行う。
(1)

情報通信技術を利活用した四国の知の集積に関すること。

(2)

地域のニーズに応じた多様な人材育成に関すること。

(3)

高等教育機関の機能の拡張に関すること。

(4)

その他前条の目的を達成するために必要なこと。

２ 会長は、運営委員会を構成する委員の中から互選により決定
する。
３ 副会長は、会長が運営委員会を構成する委員の中から指名する。
４ 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
５ 役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残
任期間とする。

（役員の任務）
（会員）
第８条 会長は、コンソーシアム四国を代表し、コンソーシアム四
第４条 コンソーシアム四国は、正会員、特別会員及び賛助会員

国を主宰する。

をもって構成する。
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠け
２ 正会員は、コンソーシアム四国の目的に賛同し、かつその事業

たときは、あらかじめ指名した順により、その職務を代行する。

に参画する四国に所在する高等教育機関等とする。
３ 特別会員は、コンソーシアム四国が行う事業に協力する高等
教育機関等とする。
４ 賛助会員は、コンソーシアム四国が行う事業に協賛する高等

（顧問）
第９条 コンソーシアム四国に顧問を置くことができる。

教育機関等及び個人とする。
５ 特別会員及び賛助会員に関する必要事項は、第１０条で定め

（運営委員会）

るコンソーシアム四国運営委員会（以下「運営委員会」という。）の

第１０条 コンソーシアム四国の運営に関する重要事項について、

議を経て別に定める。

統括する委員会として運営委員会を置く。
２ 運営委員会は、役員及び正会員を代表する者をもって構成する。

（入会及び退会）
第５条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を次条に
規定する会長に提出して申し込むものとし、会長は、正当な理由
がない限り入会を認めるものとする。
２ 会員は、退会届を会長に提出し、退会することができる。
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３ 運営委員会は、会長が招集し、その議長となる。４ 運営委員会
は、次の事項を審議・決定する。
(1) 規約の改廃
(2) 役員の選出
(3) 事業計画及び予算の承認

(4) 事業報告及び決算の承認

（外部評価委員会）

(5) 自己点検評価に関する事項

第１３条 コンソーシアム四国の事業に対して評価を行い、もって

(6) 知的財産に関する事項

本事業の改善に資するため、外部評価委員会を置く。

(7) 特別会員及び賛助会員に関する必要事項

２ 外部評価委員会に関す る必要な事項については、別に定め

(8) その他コンソーシアム四国の運営に関する重要事項

る。

５ 運営委員会は、２分の１以上の正会員の出席をもって成立する。
６ 議決は、議長を除く出席正会員の過半数の同意でこれを決し、
可否同数の場合は、議長がこれを決する。

（事務局）
第１４条 コンソーシアム四国の会務を処理するために、事務局を
置く。２ 事務局に関する必要な事項については、別に定める。

７ やむを得ない理由のため、運営委員会に出席できない正会員
は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって
議決権を行使することができる。これにより議決権を行使した正会

（その他）

員は、第 5 項の規定については出席したものとみなす。

第１５条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアム四国の運

８ 会長は、運営委員会に特別会員又は賛助会員の出席を要請し、

営に必要な事項は、運営委員会の議を経て、会長が別に定める。

必要に応じて意見を聞くことができる。

（企画委員会）
第１１条 コンソーシアム四国は、円滑な事業運営のため企画委

附 則
この規約は、平成２０年１０月２２日から施行する。

員会を置く。
２ 企画委員会に関する必要な事項については、別に定める。
附 則
この規約は、平成２４年４月１日から施行する。
（専門委員会）
第１２条 コンソーシアム四国に、第３条各号の事業を実施するた
めに、次の専門委員会を置くことができる。
(1) 教育専門委員会
(2) システム専門委員会
(3) 研究プロジェクト専門委員会

附 則
１ この規約は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
２ 会長は、第 7 条第 2 項の規定にかかわらず、当分の間、
香川大学教育担当理事をもって充てる。

(4) 広報専門委員会
２ 専門委員会に関する必要な事項については、別に定める。
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企画委員会規則

e-Knowledge コンソーシアム四国

企画委員会規則

（趣旨）
第 1 条 この規則は、e-Knowledge 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 11 条の規定に基づき、企画委員会に関する必要な事項を定める。
（任務）
第 2 条 企画委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) コンソーシアム四国に係る運営の実務に関すること。
(2) 各種専門委員会の統括と調整に関すること。
(3) 研修会、セミナー等の企画・実施に関すること。
(4) その他コンソーシアム四国の事業運営に関すること。
（組織）
第 3 条 企画委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) コンソーシアム四国の正会員から選出された者
(2) その他企画委員会が必要と認めた者
（委員長及び副委員長）
第 4 条 企画委員会に委員長を置き、第 3 条第 1 号の委員の中からコンソーシアム四国の会長が指名する。
2

委員長は、企画委員会を招集し、その議長となる。

3

企画委員会に若干名の副委員長を置く。副委員長は委員長が指名する。

4

委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

5

委員長及び副委員長の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。

（ワーキンググループ）
第 5 条 企画委員会の任務に関する事項を調査検討するため、ワーキンググループを置くことができる。
（委員以外の者の出席)
第 6 条 企画委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
（事務）
第 7 条 企画委員会の事務は、e-Knowledge コンソーシアム四国事務局において処理する。
（雑則）
第 8 条 この規則に定めるもののほか、企画委員会に関し必要な事項は別に定める。

附 則
この規則は、平成 20 年 10 月 22 日から施行する。
附 則
この規則は、平成 25 年 9 月 19 日から施行する。
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外部評価委員会規則

e-Knowledge コンソーシアム四国

外部評価委員会規則
（平成 24 年 4 月 12 日）

（趣旨）
第１条 この規則は、e-Knowledge 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 13 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。
(1) 事業推進への助言
(2) 各取組の連携目標、実施目標、実施結果に対する評価
(3) 評価結果に基づいた各取組に対する提言
(4) 次年度計画に対する評価
(5) 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。
2

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。

(1) 役員 コンソーシアム四国規約第 6 条に規定の者
(2) 職員 コンソーシアム四国規約第 10 条から第 12 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日から施行適用する。
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連携大学間の単位互換に関する協定書

e-Knowledge コンソーシアム四国
連携大学間の単位互換に関する協定書

四国の地域づくりを担う人材育成を推進し、四国の自立的発展に貢献することを目的に設置した「e-Knowledge コ
ンソーシアム四国」に加盟している大学（以下「連携大学」という。）間において、相互が連携・協力して教育内容
を充実させ、地域のニーズに応じた多様な人材育成を推進するために、各々の連携大学が単位互換科目として指定す
る遠隔授業科目（大学設置基準第 25 条第 2 項及び大学院設置基準第 15 条に定める授業の方法によるものに限る。以
下、「単位互換授業科目」という。）について単位互換を認めることとし、次の事項について合意に達したので、こ
こに協定書を取り交わす。
（他大学単位互換授業科目の履修）
第１条 連携大学は、当該大学に在籍する学生が他の連携大学の単位互換授業科目を履修し、単位を修得することを
認める。
（特別聴講学生）
第２条 前条により受け入れた学生の当該受入大学における身分は、特別聴講学生とする。ただし、当該受入大学に
おいて、既に別の定めがある場合は、その定めに従うことができる。
（単位の互換）
第３条 特別聴講学生が修得した単位は、当該学生の在籍する大学の定めるところにより、当該大学での履修により
修得したものとみなす。
（単位互換の実施についての覚書等）
第４条 特別聴講学生の履修科目、履修期間、受入学生数、受入手続、授業料及びその他単位互換の実施に必要な事
項は、別途取り交わす覚書に定める。
（既存協定との関係）
第５条 連携大学間において単位互換協定が既に締結されており、既存協定により本協定に定めるものと同等以上の
単位互換事業が実施可能な場合は、当該大学間においては、既存協定を優先して適用することができる。
（発効）
第６条 本協定は、平成２２年４月１日から効力を有する。
（協定の改定）
第７条 本協定は、連携大学のうちのいずれかの大学の申出により、協議の上、改定することができる。
（その他）
第８条 この協定書について疑義が生じたときは、各大学が協議の上、定める。
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連携大学間の単位互換に関する覚書

e-Knowledge コンソーシアム四国
連携大学間の単位互換に関する覚書
e-Knowledge コンソーシアム四国連携大学間の単位互換に関する協定書（以下「協定書」という。）第４条の規定に
基づき、連携大学間の単位互換の実施について、ここに定める。
記

１

授業科目の範囲及び単位数

（２）受入大学の長は、特別聴講学生の成績評価後、その結果

（１）e-Knowledge コンソーシアム四国連携大学間の単位互換

及び単位授与について、速やかに所属大学の長に通知するもの

に関する協定に基づく特別聴講学生（以下「特別聴講学生」と

とする。

いう。）が履修できる授業科目は、科目を開設する大学（以下

（３）特別聴講学生の所属大学と受入大学の期末試験等の日時

「受入大学」という。）が提供する単位互換授業科目のうち、

が重複した場合は、所属大学の試験を優先し、受入大学におい

当該学生の所属する大学（以下「所属大学」という。）におい

ては、追試験等の措置を講じるものとする。ただし、これによ

て認めたものとする。

りがたい場合は、所属大学と受入大学の長が協議の上、別途措

（２）特別聴講学生が修得できる単位数は、所属大学において

置を講じることができるものとする。

定めたものとする。

（４）特別聴講学生が受入大学において修得した単位は、所属
大学の定めるところにより、所属大学において修得したものと

２

学生数

して認定するものとする。

受け入れる学生数は、受入大学が決定するものとする。
８
３

出願手続

授業料等

（１）特別聴講学生に係る検定料、入学料、授業料及び追試験

所属大学の長は、受入大学への出願を希望する学生について、

料は徴収しない。

別に定める期日までに次の書類を受入大学の長に提出するも

（２）上記以外の経費（実習等の実費を含む）については、受

のとする。

入大学において定める額を徴収することができるものとする。

（１）受入依頼書
（２）単位互換科目履修願

９

（３）その他受入大学が定める書類

受入大学は、特別聴講学生に所定の特別聴講学生証を交付する

学生証

ことができる。
４

受入学生の決定

受入大学の長は、所属大学の長から受入の依頼があったときは、

１０ 遠隔授業を行う場合の協力連携

速やかに選考の上、受け入れる学生を決定し、所属大学の長に

遠隔授業により単位互換授業科目を開講する場合は、所属大学

通知するものとする。

及び受入大学が連携を密にして、相互に協力しながら授業を実
施するものとする。

５

履修の辞退等

（１）受入を許可された者は、休学等やむを得ない理由により

１１ 本覚書の更新・改定

履修を取りやめる場合は、所属大学の長を通して速やかに辞退

本覚書は、連携大学のうちのいずれかの大学の申出により、協

届を受入大学の長に提出するものとする。

議の上、改定することができるものとする。

（２）受入を許可された者が退学等により所属大学に所属しな
くなった場合は、所属大学の長は、速やかに受入大学の長に通

１２ その他

知するものとする。

この覚書に定めのない事項のほか、単位互換の実施について必
要な事項は、各大学が協議の上、別途定めることができるもの

６

履修期間

とする。

特別聴講学生の履修期間は、受入大学が許可した単位互換授業
科目の開講期間とする。

１３ 施行日
本覚書は、協定書の発効する日から施行する。

７

成績評価及び単位授与の方法

（１）受入大学において履修した授業科目の成績評価及び単位
授与については、受入大学の定めるところにより行うものとする。
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連携大学連絡先
徳島大学
〒770-8502 徳島県徳島市南常三島町 1 丁目 1 番地
http://www.tokushima-u.ac.jp/
鳴門教育大学
〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島７４８番地
http://www.naruto-u.ac.jp/
愛媛大学
〒790-8577 愛媛県松山市文京町３
http://www.ehime-u.ac.jp/
高知大学
〒780-8520 高知県高知市曙町二丁目５番１号
http://www.kochi-u.ac.jp/
四国大学
〒771-1192 徳島県徳島市応神町古川字戎子野１２３−１
http://www.shikoku-u.ac.jp/
徳島文理大学
〒770-8514 徳島県徳島市山城町西浜傍示１８０
http://www.bunri-u.ac.jp/
高知工科大学
〒782-8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口１８５
http://www.kochi-tech.ac.jp/kut/

―「四国の知」の集積を基盤とした四国の地域づくりを担う人材育成 ―
平成 28 年度
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