四

国

学

私たちが暮らし、学んでいる四国の地では、独
自の文化や伝統が培われてきました。近年では、
その価値が改めて注目され、市民の関心も高まっ
ています。しかし一方では、人口の流出や産業の
低迷など、深刻な課題も抱えています。

そこで e-Knowledge コンソーシアム四国では、

マルモ印刷ジオグラフィア
「地場産業からみた四国の社会」第 6 回より

「四国学」の構築に取り組んでいます。この「四
国学」では、お遍路文化、地域史、地場産業、自
然環境、防災対策など、四国の特徴を様々な観点
から取り上げ、四国の成り立ちと現状を深く理解
することを目的としています。

e-Knowledge コンソーシアム四国が進める「四
国学」の最大の特徴は、関連講義の実施方法にｅ
ラーニング（非同期型遠隔講義）を導入している
点です。

『四国の大地のなりたちから学ぶ自然災害』
「四国の自然環境と防災」第 11 回より

ｅラーニングは、大学の PC ルームや自宅の PC
など、インターネットに接続できる環境があれば、
いつでもどこでも何度でも講義を受けることがで
きます。また、四国の 8 大学の教員が共同で教材
（ｅラーニングコンテンツ）を開発していますの
で、自分の大学の講義はもちろん、他大学の講義
も受けることができます。

『高知の林業と製造業』
「地場産業からみた四国の社会」第 4 回より

この講義を通じて、各大学で行われている四国
に関する研究の最前線に触れ、ぜひ四国の魅力を
発見してください。

四国学の詳細については
e-Knowledge コンソーシアム四国ホームページを
ご覧下さい。
http://www-ek4.cc.kagawa-u.ac.jp/courses/
『讃岐の古墳と三つの勢力』
「四国の歴史と文化」第 4 回より
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単位互換制度について
eK4 連携大学は、相互に連携・協力して教育内容を充実

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

させ、地域のニーズに応じた多用な人材育成を推進するため、

げられます。前者では、学生の皆さんは他大学に足を運ぶこ

授業科目の単位互換協定を締結しています。
単位互換制度とは、協定校の学生の皆さんが、他の大学

となく、所属大学のキャンパスで履修が可能です。後者につ

の授業科目を履修し、そこで修得した単位を、所属する大学

いては、大学キャンパスに限らず、インターネットができる環境

（以下｢所属大学｣といいます。）において修得した単位とみな

さえあれば、「いつでも、どこでも、何度でも」視聴することが可

す制度です｡

能です。

連携大学からは、それぞれ特色ある授業科目や、所属大

これらの授業形態により単位互換を行う大学は、全国的に

学にはないユニークな授業科目が提供され、学生の皆さん

見ても少なく、四国においては、eK4 連携大学が初めて実施

の関心や興味に応じた授業を履修できるようにしたものです。

するものです。

単位認定について
各大学の評価基準による成績通知に基づき、所属大学の授業科目の履修単位として認定されます。
なお、各大学で修得した単位を、所属大学における修得単位としてみなす際に、その単位が所属大学のどの科目分類に位置づ
けられるかについては、履修前に所属大学が決めることになります。出願前に所属大学に確認してください。
成績証明書は、原則として所属大学が発行します。

用語解説
遠隔授業

e-ラーニング

マルチメディア等を用いて、遠隔地においても授業を受けるこ

e-ラーニングとは、パソコンやインターネットなどを利用して教

とができるもの。

育を行なうことです。インターネットに接続していないパソコン

遠隔授業には、同期型のもの（テレビ会議方式などライブ中

で学習するものと、インターネットに接続した環境で教室以外

継により配信するもの）、インターネットにより既に作成されたコ

において学習できるものがあります。

ンテンツ（ビデオ教材やその他の学習教材）を視聴して学習

後者は遠隔授業の一つであり、これからの e-ラーニングの主

するもの（e-ラーニング）などがあります。

流です。eK4 や連携大学が行う e-ラーニングとは、通常後者
のものを指します。

遠隔講義
同期型と非同期型
「授業」とは、「講義」、「演習」、「実習」などを総称した呼び
名です。遠隔で行う授業のうち、「講義」を「遠隔講義」といい

授業の実施形態から、ポリコムを使った遠隔講義などの同期

ます。

型授業（ライブ中継）に対して、e-ラーニングで行うものを非

通常は、「ポリコム」などの機器を使用して、複数の会場をつ

同期型授業（オンデマンド）と呼ぶこともあります。

ないで行う双方向の同期型（ライブ中継）による講義のことを
指します。
「遠隔授業」の中では「講義」が最も多いため、一般的には
「遠隔授業」を「遠隔講義」と呼んだり、逆に「遠隔講義」のこ
とを「遠隔授業」と呼ぶ人もいます。
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開
開講大学
単位互換した大学

講

科

目

詳

細

香川大学
徳島大学

鳴門教育大学

愛媛大学

開講科目名

四国の歴史と文化 History and Culture of Shikoku Area

担当教員

田中健二（教育学部） 鈴木正信（滋賀大学経済学部）

学期・曜日・校時

後期 月２

講義概要

授業の概要

高知大学

四国大学

徳島文理大学

高知工科大学

四国の歴史・文化と、それを生み出した時代背景について講義する。各回では、四国で活躍した人々の事蹟や、四国に残された遺
跡・史跡・文化財など、四国四県の歴史に関わるテーマを取り上げる。

授業の目的・達成目標
・目的：自分が暮らす四国地域の歴史を身近に感じ、理解を深めること。
・達成目標：四国の歴史に関する研究の背景や現状について、第三者に自分の言葉で説明できるようになる。

授業及び学習の方法
ｅラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義と、通常の対面講義を組み合わせて行う。第 1 回（ガイダンス）と、第 15 回
（期末レポート）は、通常の対面講義で実施するので、指定の日時に教室に参集すること。第 2 回～第 14 回は、原則として、インター
ネットで配信されるｅラーニング教材を、大学や自宅などで視聴する形で学習する。教材を視聴する際は、話のポイントをノートに書き
取るなど、主体的な学習態度を心がけること。受講方法の詳細については、第 1 回（ガイダンス）で説明する。

成績評価の方法と基準
各回の小レポートと期末レポート

配信講義
（1）ガイダンス
（2）古代における「四国」の成り立ち(1)/鈴木正信（滋賀大学経済学部特任准教授）
（3）古代における「四国」の成り立ち(2)/鈴木正信（滋賀大学経済学部特任准教授）
（4）讃岐の古墳群と三つの勢力/鈴木正信（滋賀大学経済学部特任准教授）
（5）四国の万葉集と古代史/田中省造 （四国大学文学部教授）
（6）都へ上る、讃岐へ下る（１）/田中健二 （香川大学教育学部教授）
（7）都へ上る、讃岐へ下る（２）/田中健二 （香川大学教育学部教授）
（8）都へ上る、讃岐へ下る（３）/田中健二 （香川大学教育学部教授）
（9）都へ上る、讃岐へ下る（４）/田中健二 （香川大学教育学部教授）
（10）都へ上る、讃岐へ下る（５）/田中健二 （香川大学教育学部教授）
（11）平安末阿波武士と仏教文化/大石 雅章 （鳴門教育大学）
（12）香川県本島 高無坊山西谷の刻印石/遠藤 亮 （元丸亀商業高校教諭）
（13）阿波商人の活躍と江戸時代の経済/桑原 恵 （徳島大学）
（14）四国八十八ヵ所の成立時期をめぐって/内田九州男 （愛媛大学）
（15）期末レポート
備考

受講方法等は第 1 回（ガイダンス）で説明をおこなった。
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開講大学
単位互換した大学

香川大学
徳島大学

鳴門教育大学

愛媛大学

高知大学

徳島文理大学

開講科目名

四国の自然環境と防災 Natural Environment and Disaster Measures of Shikoku Area

担当教員

寺尾徹（教育学部） 鈴木正信（滋賀大学経済学部）

学期・曜日・校時

後期 火２

講義概要

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

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

授業及び学習の方法
ｅラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義と、通常の対面講義を組み合わせて行う。第 1 回（ガイダンス）と、第 15 回
（期末レポート）は、通常の対面講義で実施するので、指定の日時に教室に参集すること。第 2 回～第 14 回は、原則として、インター
ネットで配信されるｅラーニング教材を、大学や自宅などで視聴する形で学習する。教材を視聴する際は、話のポイントをノートに書き
取るなど、主体的な学習態度を心がけること。受講方法の詳細については、第 1 回（ガイダンス）で説明する。

成績評価の方法と基準
各回の小レポートと期末レポート

配信講義
（1）ガイダンス
（2）ため池の歴史/黒川義夫（元香川県農政水産部土地改良課長 ）
（3）栗林公園の美と歴史/吉田重幸（元香川大学農学部教授）
（4）瀬戸内の島々/中山良太（環境省高松自然保護官）
（5）瀬戸内海の概要/多田邦尚 （香川大学農学部教授・同瀬戸内圏研究センター副センター長）
（6）瀬戸内海の浅海環境が抱える問題/多田邦尚（香川大学農学部教授・同瀬戸内圏研究センター副センター長）
（7）東南海・南海地震対策/藤川昌幸 （国土交通省四国地方整備局）
（8）防災マップの作成/今村健二 （日本損保協会）
（9）二番丁防災マップ作成について/野々村敦子 （香川大学工学部准教授）
（10）吉野川のなりたちと四国山地の生い立ち/石田 啓祐 （徳島大学）
（11）四国の大地のなりたちから学ぶ自然災害/西山賢一 （徳島大学）
（12）四国の河川環境と暮らし・防災/古田 昇 （徳島文理大学）
（13）高知の山地利用農業－焼畑とその後の山地利用/古川 泰 （高知大学）
（14）持続可能な社会づくりのための環境教育/小林 修 （愛媛大学）
（15）期末試験
備考

受講方法等は第 1 回（ガイダンス）で説明をおこなった。
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開講大学
単位互換した大学

香川大学
徳島大学

鳴門教育大学

愛媛大学

高知大学

四国大学

開講科目名

地場産業からみた四国の社会 Community and Local Industry of Shikoku Area

担当教員

室井研二（教育学部） 武重雅文（教育学部） 鈴木正信（滋賀大学経済学部）

学期・曜日・校時

後期 月２

講義概要

授業の概要

徳島文理大学

四国の経済と社会について学びます。特に各県の代表的な地場産業に注目し、それらの産業が形成された歴史的文脈や現状、今
後の展望について考えます。また、地場産業への着目をとおして、産業・経済と地域社会の関係のあり方やその変動について学びま
す。私たちが居住する四国という地域社会への理解と関心を培い、地域活性化への道を探ります。

授業の目的・達成目標
四国各県の代表的な地場産業の学習を通して、四国に対する現状認識を深め、地域活性化に関する実践的関心を培うこと。この
授業目標に関連したレポート課題を課します。

授業及び学習の方法
ｅラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義と、通常の対面講義を組み合わせて行う。第 1 回（ガイダンス）と、第 15 回
（期末レポート）は、通常の対面講義で実施するので、指定の日時に教室に参集すること。第 2 回～第 14 回は、原則として、インター
ネットで配信されるｅラーニング教材を、大学や自宅などで視聴する形で学習する。教材を視聴する際は、話のポイントをノートに書き
取るなど、主体的な学習態度を心がけること。受講方法の詳細については、第 1 回（ガイダンス）で説明する。

成績評価の方法と基準
中間レポートと期末レポート

配信講義
（1）ガイダンス
（2）讃岐うどん/香川政明（さぬき麺業）
（3）讃岐のハマチ養殖と野網和三郎/嶋野勝路（全国海水養魚協会会長）
（4）高知の林業と製造業/石筒 覚（高知大学人文学部准教授）・霜田博史（高知大学人文学部准教授）
（5）高知の企業と伝統技術/中道一心（高知大学人文学部講師）
（6）大学と地場産業との連携/永冨太一 （香川大学社会連携・知的財産センター特命助教）
（7）中間試験
（8）香川の手袋産業（１）/原 直行（香川大学経済学部教授）
（9）香川の手袋産業（２）/原 直行（香川大学経済学部教授）
（10）香川の石材産業/西成 典久 （香川大学経済学部准教授）
（11）共同体の崩壊/石井 亨 （香川大学非常勤講師）
（12）四国四県の政治経済の歴史/八幡和郎 （徳島文理大学大学院総合政策研究科教授）
（13）四国の展望（１）/飯泉嘉門（徳島県知事）・真鍋 武紀（元香川県知事）
（14）四国の展望（２）/加戸守行（元愛媛県知事）・尾﨑正直（高知県知事）
（15）期末試験
備考

受講方法等は第 1 回（ガイダンス）で説明をおこなった。
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開講大学
単位互換した大学

四国大学
鳴門教育大学

高知大学

開講科目名

実践知財管理論

担当教員

村井礼（経営情報学部）

学期・曜日・校時

後期 月１

講義概要

授業の概要
本講義では、厚生労働省所管の「知財管理技能検定」に合格するための知識の修得を図る。あらゆる業務において知的財産に対
する重要性は高まっている。

授業の目的・達成目標
就職活動に役立てると共に、修得した知識の活用についても理解する。知財管理技能検定３級以上に合格する知識を修得する。

授業及び学習の方法
e ラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義と、通常の対面講義を組み合わせて行う。第１回（ガイダンス）と、第 15 回（期
末試験）は、通常の対面講義で実施するので、指定の日時に教室に参集すること。第 2 回～第 14 回は、原則として、インターネット
で配信される e ラーニング教材を、大学や自宅などで視聴する形で学習する。教材を視聴する際は、話のポイントをノートに書き取る
など、主体的な学習態度を心がけること。受講方法の詳細については、第 1 回（ガイダンス）で説明する。

成績評価の方法と基準
試験により評価するが，授業への出席状況も加味し，総合評価を行う

授業内容
1．知的財産の時代
2．試験制度の概要と試験問題の分析
3．ブランド保護と商標法１
4．ブランド保護と商標法２
5．技術保護と特許法１
6．技術保護と特許法２
7．技術保護と特許法３
8．技術保護と特許法４
9．コンテンツ保護と著作権法１
10．コンテンツ保護と著作権法２
11．デザイン保護と意匠法１
12．デザイン保護と意匠法２
13．契約実務と係争処理
14．知財戦略と調査
15．まとめ
備考

教科書
佐倉豪 著 「マンガで学ぶ知的財産管理技能検定 3 級最短マスター」 三和書籍 2415 円

参考書
GSN「知的財産管理技能検定２級・３級完全合格」2940
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開講大学
単位互換した大学

四国大学
鳴門教育大学

高知大学

開講科目名

情報ビジネス総論

担当教員

村井礼（経営情報学部）

学期・曜日・校時

後期 金４

講義概要

授業の概要
近年では映像等のコンテンツを活用した情報ビジネスが盛んになってきている。コンテンツを取り扱うビジネスは、特許等に比べて製
品化までの期間が短く、コスト面でも優れている。したがって、資源に乏しい我が国では今後ますます重要な産業となる。本講義で
は、情報ビジネスにおけるコンテンツの取り扱いおよび基礎となる著作権法について理解を深める。

授業の目的・達成目標
コンテンツビジネスに関連する著作権法の基礎を修得する。著作権法の保護対象である著作物とは何か、著作権の概要、および侵
害者への対応などについて理解する。

授業及び学習の方法
e ラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義と、通常の対面講義を組み合わせて行う。第１回（ガイダンス）と、第 15 回（期
末試験）は、通常の対面講義で実施するので、指定の日時に教室に参集すること。第 2 回～第 14 回は、原則として、インターネット
で配信される e ラーニング教材を、大学や自宅などで視聴する形で学習する。教材を視聴する際は、話のポイントをノートに書き取る
など、主体的な学習態度を心がけること。受講方法の詳細については、第 1 回（ガイダンス）で説明する。

成績評価の方法と基準
試験により評価するが，授業への出席状況も加味し，総合評価を行う

授業内容
1．情報通信技術（ＩＣＴ）の発展と知価革命
2．コンテンツビジネスと知的財産権
3．著作権法の目的
4．著作物とは
5．著作者
6．映画の著作物に関する注意事項
7．まとめ１
8．著作者人格権
9．著作財産権－１－
10．著作財産権－２－
11．著作財産権の制限 12．保護期間，契約
13．著作者の権利等侵害に対する措置
14．インターネットと著作権法
15．まとめ２
備考

教科書
本間政憲「マンガで学ぶ藍ちゃんの著作権 50 講」2675
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開講大学
単位互換した大学

徳島文理大学
鳴門教育大学

高知大学

開講科目名

情報社会論

担当教員

松村 豊大（総合政策学部）

学期・曜日・校時

本学後期の開講日～終了日の間で e ラーニングにより随時受講

講義概要

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

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

授業及び学習の方法
ｅラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義。

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

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

教科書
プリント配布
参考書
毎回紹介する。
履修上の注意
担当者は、総合政策学部所属の教員である。この科目は「四国の知」「e-Knowledge コンソーシアム四国」は、戦略的大学連携
支援事業「『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」を推進するコンソーシアム（参照サイト：
http://www.itc.kagawa-u.ac.jp/ek4/）のコンテンツとして利用されている。そのため、講義前半のおおむね 60 分を、情報社会につ
いての講義、後半 30 分を「四国」と関連付けて考える時間配分でおこなう。
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開講大学
単位互換した大学

徳島文理大学
鳴門教育大学

高知大学

開講科目名

地方政府論（四国の政治・行政・経済の歴史とこれから）

担当教員

八幡 和郎（総合政策学部）

学期・曜日・校時

本学後期の開講日～終了日の間で e ラーニングにより随時受講

講義概要

授業の概要
『地方主権の時代』といわれるように、自分たちの思いで地域作りをしていける時代がやってきた。また、市町村合併が進み、道州制
も話題になっている。だが、地方主権は地方にバラ色の未来を保証するものでなく、厳しい責任をとることを迫るものでもある。

授業の目的・達成目標
本科目では、四国の歴史やいま起こりつつある出来事を題材に地方自治や地域作りについて考え、公務員、教師、民間人となるた
めの準備や将来の仕事に役立つような知識を得ることを目指す。

授業及び学習の方法
e-Knowledge コンソーシアム四国の枠組みで四国八大学で共同使用するための e-learning 教材を使用しての学習。なお、必要に
応じて面談あるいは電話、メール等で個別指導をします。

成績評価の方法と基準
口頭（徳島文理大学学生については面談。他大学学生については可能なら面談、でなければ電話等）及びレポート

授業内容
【1】はじめに（本科目の全体像について概略を説明する）
【2】県民性の不思議（四国四県をはじめとする４７都道府県の県民性とそれがもたらすもの）
【3】土佐の歴史（戦前まで）
【4】坂本龍馬の生涯（小説やドラマと違う土佐の平凡な青年がどうして大きな仕事を実現できたか）
【5】讃岐の歴史（戦前まで）
【6】伊予の歴史（戦前まで）と『坂の上の雲』の真実（伊予松山の幕末維新と主人公たちの生涯）
【7】阿波の歴史（戦前まで）
【8】市町村の成り立ちとこれから（地名についての議論も含む）
【9】都道府県と道州制①（経済を中心に）
【10】都道府県と道州制②（交通を中心に）
【11】高知県政の展開と課題
【12】香川県政の展開と課題
【13】愛媛県政の展開と課題
【14】徳島県政の展開と課題
【15】まとめ（全体の復習）
備考

教科書
八幡和郎「歴代知事３００人」（光文社新書）
参考書
八幡和郎「４７都道府県地名うんちく大全」（平凡社新書）。
八幡和郎「坂本龍馬の『私の履歴書』」（ソフトバンク新書）。
八幡和郎「藩史物語 Ⅰ」（講談社）
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開講大学
単位互換した大学

高知大学
鳴門教育大学

愛媛大学

四国大学

開講科目名

流れと波の災害

担当教員

大年邦雄（教育研究部 農学部門） 佐々浩司（理学部門）

学期・曜日・校時

２学期

講義概要

■達成目標（達成水準）
各講義内容に関する達成目標水準は、以下の通りです。
1. 気象災害に関する基本的事項が理解できること。
2. 河川防災に関する基本的事項が理解できること。
3. 海岸防災に関する基本的事項が理解できること。
4. 流れと波に関する防災対策について自分の意見がもてること。
【授業テーマと目的】
豪雨・台風・波浪・地震に起因する自然災害について、自然科学と社会科学の両面から講義します。受講者が災害を捉える眼力を
養い、災害観を形成する手助けとなることを目的とします。
【授業及び学習の方法】
e ラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義で行う。
インターネットで配信される e ラーニング教材を、大学や自宅などで視聴する形で学習する。教材を視聴する際は、話のポイントをノ
ートに書き取るなど、積極的な学習態度を心がけること。
【成績評価の方法】
レポート 3 回（6，9，15 回目）３回分を平均して配点。
【授業内容】
1.オリエンテーション
気象や災害に関連する予備知識
2. 日本の国土の特徴と災害の変遷
3. 気象概説：低気圧高気圧、雲、雨、風
4. 豪雨や突風をもたらす気象擾乱
5. 突風・強風災害
6. 雨雲の組織化 ―豪雨の発生―
7. 流域内の水循環と災害との関わり
8. 洪水災害・浸水災害と防災対策(1)
9. 洪水災害・浸水災害と防災対策(2)
10. 海面の変動と海の波（波の分類と特性）
11. 高波・高潮災害(1)
12. 高波・高潮災害(2)
13. 海岸浸食と保全対策工
14. 津波災害
15. 南海地震津波による高知市中央部の長期浸水対策
【授業及び学習の方法】
e ラーニング教材をインターネットで配信する遠隔講義で行う。
インターネットで配信される e ラーニング教材を、大学や自宅などで視聴する形で学習する。教材を視聴する際は、話のポイントをノ
ートに書き取るなど、積極的な学習態度を心がけること。

備考

82

開講大学
単位互換した大学

香川大学
四国大学

開講科目名

コンピュータと教育 Computer and Education

担当教員

林敏浩（総合情報センター・工学部（併任））

学期・曜日・校時

前期 月５

講義概要

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

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

授業及び学習の方法
e-Learning による非同期型授業として実施する。受講はインターネットに接続できるパソコンで LMS（Learning Management System）
にアクセスして、e-Learning コンテンツを視聴する形態になる。出席確認も兼ねて各回、理解度を判定する少レポートを課す。なお、
第１回目の講義ガイダンス（e-Learning による学習方法の説明を含む）および第１５回目の定期試験は対面で実施する。

成績評価の方法と基準
定期試験 100 点満点として、60 点以上を合格とする。

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

香川大学
四国大学

開講科目名

日本古代の地域と人物 Regions and Persons of Ancient History in Japan

担当教員

鈴木正信（総合情報センター）

学期・曜日・校時

前期 火２

講義概要

授業の概要
古墳・飛鳥・奈良時代の主要テーマを取り上げ、日本古代国家の成り立ちについて講義する。また、四国をはじめとする列島の各地
域と中央との交流史や、古代において著名な聖徳太子と日本武尊の人物像について講義する。

授業の目的・達成目標
日本古代史について基礎知識を学んだ上で、我々が暮らす日本列島各地に様々な歴史があること、また、古代史上の人物に対し
て我々がもつイメージが歴史の中で形成されてきたことについて理解を深め、自分の言葉で説明できるようになる。

授業及び学習の方法
講義とレポートによる。必要に応じてビデオ教材等を使用する。

成績評価の方法と基準
出席（50 点満点）と期末レポート（50 点満点）を総合的に評価する。合格基準は 60 点とする。

授業内容
（１）ガイダンス
（２）邪馬台国論争の現在
（３）倭の五王と東アジア
（４）ワカタケルと地方豪族
（５）ICT と歴史研究・教育
（６）ヤマト王権の地方支配
（７）古事記と日本書紀を読む
（８）ヤマトタケル伝承読む①
（９）ヤマトタケル伝承読む②
（10）「四国」の成り立ち①
（11）「四国」の成り立ち②
（12）讃岐の古墳と三つの勢力
（13）阿波忌部と玉造文化
（14）まとめ－地域文化リテラシー－
（15）定期試験
備考
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e-Learning

視

聴

イ

メ

ー

ジ

学生が e-ラーニングを閲覧する際の画面（香川大学・四国学より）
①枠の中の一つをクリックするとコンテンツの再生が始まる。

①

自然部門
第 6 回「瀬戸内海の浅海環境が抱える問題」と、第１４回「持続可能な社会づくりのための環境教育」の再生画面。
②点枠の章立ての一つをクリックすると動画を対応部分に移動させることができる

85

歴史部門
第 2 回「古代における「四国」の成り立ち(1)」と第 6 回「都へ上る、讃岐へ下る」のコンテンツ再生画面。

社会部門
第 2 回「讃岐うどん」のコンテンツ再生画面。実際に讃岐うどんの手打ちの実演を行っている。（左）
第 9 回「香川の手袋産業（２）」の手袋の製造工程の実演と工場見学の様子。（右）
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学

生

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

歴史部門

1．今回、e ラーニング形式で学習を進めるうえで、困った点、改善してほしい点などはありましたか。あれば
書いてください。
1．困った点改善してほしい点
10

音声
17

資料

2

提出確認

3

板書
再生での問題
3

データの重さ
4

11

その他

1．困った点改善してほしい点
音声
資料
提出確認
板書
再生での問題
データの重さ
その他

17
11
4
3
3
2
10

その他
・教授毎に授業の仕方が多少異なっていたのが少し不満。できるだけ統一してほしい
・出席点の詳細が簡単にわからなかった
・見るのを忘れてしまうことが困った
・200 字要約では少なすぎるのでもう少し字数を増やしてもいい
・先生が何度も変わるのは良い点もあるけれど、合わない先生に当たると嫌なので同じ先生のほうが良い
・初期段階で Firefox で何故か見れなかったのでどうにかしてほしい
・期末テストがおかしいと思う。1500 字の暗記は無理
・年末年始の予定が早くわからなかった
・大学の HP から行けなくなったので学校でできなかった
・WORD 形式にしてから送るのが少し面倒であった

2．今回のような e ラーニング形式の授業を、今後もまた受講したいと思いますか。
2．今後受講したいか
6

2

12

1．是非受講したい
2．機会があれば受講したい

10

3．どちらともいえない
4．あまり受講したくない

40

5．受講したくない

2．今後受講したいか
1．是非受講したい
2．機会があれば受講したい
3．どちらともいえない
4．あまり受講したくない
5．受講したくない
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12
40
10
6
2

2．の理由
2.の理由
いつでも受講できる

8
1
1

家で受講できる

1

15

便利・手軽
何度でも見直せる

2

継続できない
自分のペース

3

音声
予想より大変

4

8

復習しやすい
他大学の講義

5

6

その他

2.の理由
いつでも受講できる
家で受講できる
便利・手軽
何度でも見直せる
継続できない
自分のペース
音声
予想より大変
復習しやすい
他大学の講義
その他

15
8
6
5
4
3
2
1
1
1
8

その他
・知識が増えるから
・形式になれないとやりづらいから
・自分の学習意欲が問われるので頑張ろうと思える
・e ラーニング自体はいいがテストがいかがなものかと思う
・主題の単位が足りないので
・この授業に撮影したものではなく使いまわしだったから
・専門は直接授業が聞きたいから
・先生によって講義の善し悪しが違いすぎる

3．この授業の中で、特に印象に残った教材を教えてください。
3．印象に残った教材
7
19

3
33
10

9
9

四国の成り立ち・古墳
四国の万葉集と古代史
都へ上る、讃岐へ下る
平安末阿波武士と仏教文化
香川県本島高無坊山西谷の刻印石
阿波商人の活躍と江戸時代の経済
四国八十八ヵ所の成立時期をめぐって

3．印象に残った教材
四国の成り立ち・古墳
四国の万葉集と古代史
都へ上る、讃岐へ下る
平安末阿波武士と仏教文化
香川県本島高無坊山西谷の刻印石
阿波商人の活躍と江戸時代の経済
四国八十八ヵ所の成立時期をめぐって

19
3
10
9
9
33
7

その理由
四国の成り立ち・古墳 合計 19 名
・資料も見やすく、また説明も聞き取りやすく簡潔で資料に沿って説明してくれていてわかりやすかったので印象に残っ
ている
・面白かったから(他 2 名)
・資料が充実している授業のほうが理解が深まった気がする
・興味深かったから(他 2 名)
・鈴木先生の授業を聞きたかったので
・自分の中で興味のあることを題材にしていたため
・教授の説明がダイナミックで楽しかった
・わかりやすかった
・なるほどと思ったから
・香川のことを知れたから
・四国に生まれ育ったので知ることができて良かったから
無回答 4 名
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四国の万葉集と古代史 合計 3 名
・興味深い内容だったから
・自分の中で興味のあることを題材にしていたため
・期末のときに何回も見たから
都へ上る、讃岐へ下る 合計 10 名
・内容が分かりやすくとても面白かったから
・授業の内容が面白かった
・期末テストのときに選択したから
・いちばん長かったというのもあるが香川のことだったので印象に残っている
・教授の説明がダイナミックで楽しかった
・田中先生の授業はわかりやすく面白かったため
・面白かった
・何を話しているのかわからなかった
無回答 2 名
平安末阿波武士と仏教文化 合計 9 名
・徳島出身だから
・資料が充実している授業のほうが理解が深まった気がする
・有名な平氏と阿波にそのような特別な関係があったとは知らなかった為
・興味のある内容でした
・当時の人々の生活が良く分かるから
・元々源平合戦が好きで宗教と時代背景が絡んでいておもしろかった
・とてもわかりやすかったから
無回答 2 名
香川県本島高無坊山西谷の刻印石 合計 9 名
・興味深かったから(他 1 名)
・面白かったから
・内容が分かりやすくとても面白かったから
・本島と大阪城が関係しているなんて意外だったから
・当時の人々の生活が良く分かるから
・わかりやすかった
無回答 2 名
阿波商人の活躍と江戸時代の経済 合計 33 名
・一番資料も内容もよかった
・テストで選んだし、話が分かりやすかったから(他 2 名)
・わかりやすい題だったから(他 1 名)
・話が分かりやすかった(他 3 名)
・地元の阿波についてだったから
・興味があったから
・江戸で阿波商人が活躍していたということが意外だったから
・わかりやすくとても興味を持てたから(他 3 名)
・話が明快であり記憶に残った
・話が聞きやすかった
・当時の人々の生活が良く分かるから
・授業展開が最もわかりやすかったです
・阿波商人という存在を初めて知ったし、講義自体も面白かった
・面白かった
・徳島出身だから
無回答 9 名
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四国八十八ヵ所の成立時期をめぐって 合計 3 名
・一番最後の授業で四国 88 か所についてだったから
・資料が充実している授業のほうが理解が深まった気がする
・興味深い内容だったから(他 1 名)
・自分の中で興味のあることを題材にしていたため
無回答 2 名

4．今後、どのような科目に、e ラーニングをとりいれてほしいですか。
4．取り入れてほしいeラーニング科目
3

1
1 1 1

資格
語学
18

6

教養
他大学の講義
必修科目

7

主題
板書の多い講義
他の学部の講義
9

14

すべて
様々な分野

4．取り入れてほしいeラーニング科目
資格
語学
教養
他大学の講義
必修科目
主題
板書の多い講義
他の学部の講義
すべて
様々な分野

18
14
9
7
6
3
1
1
1
1

5．そのほか、e ラーニングに関して、ご意見・ご要望など、自由に書いてください。
・好きな時間に講義が受けられる点が良かった
・もう少し音がききとりやすいとなおよいです
・もっと楽な授業であると思っていたが、思った以上に大変だった
・必修科目で e ラーニングがあれば何度も見直し理解ができるから。ぜひ取り入れてほしいと思いました。
・語学を e ラーニングで見ることができれば復習に使えてよいと思います
・ネット上で問題集をできるようにしてほしい
・よかったと思う
・特に回線が遅い等もなくかいてきでした。授業を何回も聞けるので非常に助かりました。是非また機会があればとりたい
と思います。
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自然部門

1．今回、e ラーニング形式で学習を進めるうえで、困った点、改善してほしい点などはありましたか。あれば
書いてください。

1．困った点改善してほしい点
1

2

音声
提出確認
コンテンツの統一感
7

1．困った点改善してほしい点
音声
提出確認
コンテンツの統一感

7
2
1

2．今回のような e ラーニング形式の授業を、今後もまた受講したいと思いますか。

2．今後受講したいか
0
1
3

1．是非受講したい

2

2．機会があれば受講し
たい
3．どちらともいえない
4．あまり受講したくない
5．受講したくない
6

2．今後受講したいか
1．是非受講したい
2．機会があれば受講したい
3．どちらともいえない
4．あまり受講したくない
5．受講したくない

3
6
2
1
0

2．の理由

2.の理由
1
1
4
いつでも受けられる

2

何度でも受けられる
継続できない
他大学の講義が受けられる
便利・手軽
2

興味ある内容である
4

2.の理由
いつでも受けられる
何度でも受けられる
継続できない
他大学の講義が受けられる
便利・手軽
興味ある内容である
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4
4
2
2
1
1

3．この授業の中で、特に印象に残った教材を教えてください。
3．印象に残った教材
1
ため池の歴史

4

瀬戸内の島々

4

東南海・南海地震対策
防災マップの作成
二番町防災マップ作成について
吉野川のなりたちと四国山地の生い立ち

1

四国の大地のなりたちから学ぶ自然災害

1

1
1

1

1

四国の河川環境と暮らし・防災
持続可能な社会づくりのための環境教育

3．印象に残った教材
ため池の歴史
瀬戸内の島々
東南海・南海地震対策
防災マップの作成
二番町防災マップ作成について
吉野川のなりたちと四国山地の生い立ち
四国の大地のなりたちから学ぶ自然災害
四国の河川環境と暮らし・防災
持続可能な社会づくりのための環境教育

その理由
ため池の歴史 合計 1 名
・テストで何度も見たため
瀬戸内の島々 合計 4 名
・興味を持てる話題だったから
・身近なものであるが全然知らなかったし、行ってみたいと思ったから
・面白かった
無回答 1 名
東南海・南海地震対策 合計 1 名
・防災について興味が出てきたから
防災マップの作成 合計 1 名
・小学生のときに作成をしたことがなかったので興味を持った
二番町防災マップ作成について 合計 1 名
無回答 1 名
吉野川のなりたちと四国山地の生い立ち 合計 1 名
無回答 1 名
四国の大地のなりたちから学ぶ自然災害 合計 1 名
・防災について興味が出てきたから
四国の河川環境と暮らし・防災 合計 1 名
・防災について興味が出てきたから
持続可能な社会づくりのための環境教育 合計 4 名
・自分の一番興味ある内容だったため
・とても見やすかった。レーザーのさしていた部分も分かった
・持続可能という言葉はよく耳にするし、私自身別の授業との兼ね合いと気になる回でした。
無回答 1 名
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1
4
1
1
1
1
1
1
4

4．今後、どのような科目に、e ラーニングをとりいれてほしいですか。

4．取り入れてほしい
eラーニング科目
1
4

2

語学
教養
他大学の講義
資格

3

必修科目
4

4．取り入れてほしいeラーニング科目
語学
教養
他大学の講義
資格
必修科目

4
4
3
2
1

5．そのほか、e ラーニングに関して、ご意見・ご要望など、自由に書いてください。
・初めて e ラーニングを受講しましたが、大変良かったと思うので、次回も今回のような機会があれば是非受講したいと
思う。
・スライド毎に動画を区切っているのが非常に使いやすかった。
・e ラーニングの教材は気になるところを何度でも聞けるという点で優れていると思うので、これからも増やしてほしい
・きちんと提出できたか不安だったので、提出状況一覧か何かがあればよいと思った。
・自分の都合に合わせて教材を見ることができ、とても便利で良かったです。
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社会部門

1．今回、e ラーニング形式で学習を進めるうえで、困った点、改善してほしい点などはありましたか。あれば
書いてください。
1．困った点改善してほしい点
6
音声
11

再生での問題
提出確認

2

資料
その他
3
4

1．困った点改善してほしい点
音声
再生での問題
提出確認
資料
その他

11
4
3
2
6

その他
・自分の学籍番号で入ろうとしても入れないときとは入れないときがあり、入れないときはゲストとして入っていた。
・始めの説明が雑
・e ラーニング形式はやる気が起きない
・話す内容が早すぎてメモをとるのに非常に苦労しました。
・講義を配信しない場合はその日のタブを消しておいてほしい。動画とスライドは同じウィンドウにあったほうが見やすい
・ネットにつながりにくくなったときにできないので困った

2．今回のような e ラーニング形式の授業を、今後もまた受講したいと思いますか。
2．今後受講したいか
3

1
9

1．是非受講したい

4
2．機会があれば受講したい
3．どちらともいえない
4．あまり受講したくない
5．受講したくない

17

2．今後受講したいか
1．是非受講したい
2．機会があれば受講したい
3．どちらともいえない
4．あまり受講したくない
5．受講したくない
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9
17
4
3
1

2．の理由
2.の理由

2.の理由
3

家で受講できる

7

1

何度でも受けられる

1

いつでも受けられる

1

新鮮だった

1

継続できない
自分のペースで受けられる

2

便利・手軽

2

音声が良くない

6

予想より大変だった
復習しやすい

3

その他

4

家で受講できる
何度でも受けられる
いつでも受けられる
新鮮だった
継続できない
自分のペースで受けられる
便利・手軽
音声が良くない
予想より大変だった
復習しやすい
その他

7
6
4
3
2
2
1
1
1
1
3

その他
・楽しんで受けられたから
・1 対 1 のようで真剣に話を聞くことができた
・異文化を理解する機会と思う

3．この授業の中で、特に印象に残った教材を教えてください。

3．印象に残った教材
7

10

讃岐うどん
讃岐のハマチ養殖と野網和三郎

1

高知の林業と製造業

2

大学と地場産業との連携
香川の手袋産業

2

3

1
4

香川の石材産業
共同体の崩壊
四国四県の政治経済の歴史

13

四国の展望

3．印象に残った教材
讃岐うどん
讃岐のハマチ養殖と野網和三郎
高知の林業と製造業
大学と地場産業との連携
香川の手袋産業
香川の石材産業
共同体の崩壊
四国四県の政治経済の歴史
四国の展望
讃岐のハマチ養殖と野網和三郎
高知の企業と伝統技術

その理由
讃岐うどん 合計 7 名
・意外に知らなかったことが多くて勉強になったから
・うどんが大好きだから
・私の知らない香川の産業、また展望などを知れて興味深かったです
・知っていると思っていたことでも知らないことが多くあって勉強になったから
・うどんは実演が出てきてびっくりした
・いちばん身近に感じることができたから
無回答 1 名
高知の林業と製造業 合計 2 名
・あまりなじみのない林業について知れたから
・自分の地元だから
大学と地場産業との連携 合計 2 名
・直接かかわりがあることだったから
無回答 1 名
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7
1
2
2
1
13
4
3
10
1
0

香川の手袋産業 合計 1 名
・自分が前に住んでいて行ったことあるところや参加したことあるものだったから
・石あかりロードの存在を知らなかったので興味深かった
・香川ほとんどが知らないことだったけど未来が明るい話だったため
・期末テストのときに選択したから(他 1 名)
・わかりやすかった
・私の知らない香川の産業、また展望などを知れて興味深かったです
・石なのになぜそんなに高い
・自分も参加したことがあり、とても身近に感じたから
・スライドによる図解、VTR による理解の促進が役に立ったから
・石あかりロードに行こうと思ったから
・外国人にとって知りたい内容として興味がある
無回答 1 名
共同体の崩壊 合計 4 名
・共同体の崩壊は特によいところを突いた興味深い内容であったから
・私の知らない香川の産業、また展望などを知れて興味深かったです
無回答 2 名
四国四県の政治経済の歴史 合計 3 名
・今まで知らなかった四国のことについて知ることができたから
・政治経済は知事が出てきてびっくりした
・外国人にとって知りたい内容として興味がある
四国の展望 10 名
・知事の意見が聞けて良かったから
・自分の出身の県の知事が出ていたから
・意外に知らなかったことが多くて勉強になったから
・県知事の意見を直接聞けたから
・今まで密接な関係を持ち続け、またこれからも持ち続けるうえで地方自治体の長がどう考えているのかがわかったから
・未来を左右することだから
・徳島以外の道州制に興味を持てた
・私の知らない香川の産業、また展望などを知れて興味深かったです
・地域間の相違点が分かった
無回答 1 名

4．今後、どのような科目に、e ラーニングをとりいれてほしいですか。

4．取り入れてほしいeラーニング科目
2
2

2
9

資格

4．取り入れてほしいeラーニング科目
資格
語学
教養
他大学の講義
必修科目
すべて
その他

語学
教養

4

他大学の講義
必修科目
すべて

8

8

その他
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9
8
8
4
2
2
2

その他
・化学関連、1 度の講義では理解しづらいので後で復習に使いたい
・理数系の授業や資格の授業は何度も繰り返してみたい

5．そのほか、e ラーニングに関して、ご意見・ご要望など、自由に書いてください。

・家で見れるのは便利でした
・パワーポイントの資料ごとに時間が区切られていて見れる教材が良かった
・質問した時の迅速な対応素晴らしかったです
・声が聞き取れないことが良くあった
・何度も聞けるというところは良いところだと思います
・普段の講義よりも集中して取り組めました
・e ラーニングは初めて使用したが非常に使いやすく時間を有効活用できてよかった。また何度も視聴できるので板供し
ていく上ではとても役に立った。また受講したい。
・ありがとうございました
・スライド毎に区切ってあるものはすぐにその内容に飛ぶことができるのでとてもやりやすかったです
・資料をさらに詳しく用意してほしい
・初めて e ラーニングで授業を受け最初は不安ではありましたが、やっているうちに自分にあったペースで学習できるた
めとてもいい方法だということが分かりました。なので、今後も機会があれば是非受講したいと思います。
・時々繰り返し聴いていても何を言っているのかわからない箇所があった。面と向かって聞いているわけではないので直
接質問することができなかった
・とてもよかったです
・200 字は少なすぎて難しいです。2 週間に 1 回レポート用紙 1 枚分提出とかのほうがやりやすいです。
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アンケート集計分析

1． 今回、e ラーニング形式で学習を進めるうえで、困った点、改善してほしい点などはありましたか。あれば書いてくださ
い。


音声が聞き取りづらい点が、約 50％を占める。

2． 今回のような e ラーニング形式の授業を、今後もまた受講したいと思いますか。



75％以上が、また受講したいと回答。
理由として、いつでも、どこでも、何度でも学習できるというｅラーニングのメリットを挙げる学生が多い。

3． この授業の中で、特に印象に残った教材を教えてください。
（歴史）
「阿波商人の活躍」（徳島：桑原）、「四国の成り立ち」（香川：鈴木）が多い。
（社会）
「石材産業」（外部講師）、「四国の展望」（外部講師）が多い。
（自然）
「瀬戸内の島々」（外部講師）、「持続可能な社会づくり」（愛媛：小林）が多い。
（3 科目）
 パワーポイント（特に写真や図）を使う講義が、理解しやすく、印象に残ったようである。
 第 13・14 回を挙げる学生が多いのは、年が明けて期末試験を意識するようになり、さらに試験問題が発表さ
れたことで、学生が集中して視聴したためと思われる。
4． 今後、どのような科目に、e ラーニングをとりいれてほしいですか。



や語学など、繰り返し学習が必要な科目が、約 50％％占める。
教養や、他大学の講義なども 25％以上を占める。

【まとめ】
（1 について）
講義の収録方法（特に集音方法）を、さらに改善していく必要あり。
（2 について）
今後もｅラーニング形式の講義の受講を希望する学生が約 75％を占める点は、ｅラーニングに対して学生から高評価
が得られていることを示しており、今後もこれを継続していくことに十分な意義があることを示していると考えられる。
（3 について）
パワーポイント（特に写真や図）を使う講義が、学生にとっては理解しやすかったようである。ただし、これがｅラーニング
形態であるためなのか（対面講義にも共通して言えるのかどうか）は不明である。
（4 について）
教養、他大学の講義が約 25％を占めているが、これは四国学のコンセプトに合致する。他大学の講義も含めたｅラー
ニング形態で、四国学を今後も継続していくことに対して、学生からのニーズはあるものと思われる。
さらなる展開としては、資格・語学関係の科目を視野に入れる必要がある。すでに英語などで一部導入しているように、
市販の教材を増やす方法でもよい。
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企

画

委

員

会

企画委員名簿

大学名
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

氏名

役職

矢野 米雄

u ラーニングセンター長

金西 計英

大学開放実践センター教授

宮下 晃一

情報基盤センター所長・学校教育研究科教授

藤原 伸彦

学校教育研究科准教授

武重 雅文

教育・学生支援機構大学教育開発センター長

林

図書館・情報機構総合情報センター教授

敏浩

古賀 理和

教育・学生支援機構共通教育センター講師

佐々木 隆志

総合メディアセンター助教

吉倉 紳一

副学長（教育担当）・自然科学系理学部門教授（理学部）

三好 康夫

自然科学系理学部門助教（理学部）

山本 耕司

経営情報学部教授

村井 礼

経営情報学部准教授

川村 恭平

メディアセンター長

篠原 靖典

情報センター副所長・人間生活学部教授

山城 新吾

人間生活学部メディアデザイン学科講師

妻鳥 貴彦

工学部情報システム工学科講師

吉田 真一

工学部情報システム工学科講師
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企画委員会

議事次第

2010/07/29（THU） 10：00－12：00
於 香川大学

1. 開会
会長挨拶
2. 議事
（1）

企画委員の承認について

（2）

教育専門員会の設置について

（3）

システム専門員会の設置について

（4）

研究プロジェクト委員会の設置について

（5）

その他

3. 閉会
委員長挨拶

［配布資料］
企画委員名簿
委員会参加者名簿
資料 1.

企画委員会の承認について

資料 2.

教育専門委員会の設置について

資料 3.

システム専門委員会の設置について

資料 4.

研究プロジェクト委員会の設置について
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企画委員会

議事録

日 時

2010/07/29（THU）

10：00－12：00

場 所

香川大学 総合情報センター1F セミナールーム（連携大学には遠隔配信）

出席者

矢野 米雄 委員長 （徳島大学）
山本 耕司 副委員長（四国大学）
林

敏浩 副委員長（香川大学）
徳 島 大 学：
鳴門教育大学：

金西 計英

黒田 賀世

福川 利夫

久米 健司

宮下 晃一

佐藤 貴子

藤原 伸彦

速井なつみ

東
香 川 大 学：

博信

武重 雅文

菱田かおり

鈴木 正信

岩城 暁大

細谷 謙次

津島 沙織

濱崎 育代

竹内 美貴

福家

隆

愛 媛 大 学：

佐々木 隆

長野

高 知 大 学：

三好 康夫

中山 昭雄

立川

明

木村 千春

四 国 大 学：

村井

礼

池本 未希

徳島文理大学：

川村 恭平

山城 新吾

高知工科大学：

妻鳥 貴彦

福富 英次

吉田 真一
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智

協議事項
1. 企画委員会の承認について
審議の結果、以下のとおり了承された。
高知工科大学の吉田真一先生を企画委員会に承認する。
2. 教育専門委員会の設置について
審議の結果、以下のとおり了承された。
1.

教育専門委員会は、現行の教育専門 WG を改め、設置する。

2.

教育専門委員会は eK4 における単位互換や著作権処理のことなどを担当する。

3. 教育専門委員会は必要に応じて委員会を開催し、審議を行う。
4. 教育専門委員は原則現行の教育専門 WG メンバーを充てるものとし、変更及び複数名とすることも
可とする。ただし、徳島大学からは新たに選出する。また、委員を複数名選出する場合は、その
中から連絡担当者 1 名を選出する。

3. システム専門委員会の設置について
審議の結果、以下のとおり了承された。
1. システム専門委員会は、現行のシステム専門 WG を改め、設置する。
2. システム専門委員会は、eK4 の各種事業を支えるシステム（特に LMS の認証連携、遠隔講義システ
ムの連携部分）の管理・運用などを担当する。
3. システム専門委員会は必要に応じて委員会を開催し、審議を行う。
4. システム専門委員は原則現行のシステム専門 WG メンバーを充てるものとし、変更及び複数名とす
ることも可とする。また、委員を複数名選出する場合は、その中から連絡担当者 1 名を選出する。
4. 研究プロジェクト専門委員会の設置について
審議の結果、以下のとおり了承された。
1. 研究プロジェクト専門委員会は、現行の四国学 WG を改め、設置する。
2. 研究プロジェクト専門委員会は、四国学に関する e ラーニングコンテンツの開発、研究の推進、
共同研究シンポジウムの開催などを担当する。
3. 研究プロジェクト専門委員会には、人文（歴史＋文芸）、社会、自然の 3 つの分科会を設置する。
4. 研究プロジェクト専門委員会は、必要に応じて委員会を開催し、審議を行う。
5. 研究プロジェクト専門委員には、現行の四国学 WG メンバーを統括する者を、各大学 1 名選出する。
6. 人文、社会、自然の各分科会には、現行の四国学 WG メンバーを中心に、各大学 1 名以上を選出す
る。
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5. その他
5-1. 運営委員会に対する意見・要望等について
運営委員会に対する意見・要望等、次の 3 点について、連携大学間で情報共有を行った。
1. 互換科目を担当された先生方のインセンティブについて
・ ルールを各大学で検討、付与する等の意見があった。
2. 互換科目を受講する大学側の運営支援のための経費について
・ 既存の組織体制の中で運営したい等の意見があった。
3. 平成 23 年度以降の eK4 の運営費について
・ 運営委員会で協議の上、運営費を明確にしていただければ、学内予算での捻出を検討でき
る等の意見があった。
5-2. 遠隔講義の回数について
遠隔講義の回数について、単位の実質化の観点から単位認定試験を除く 15 回の授業時間を確保する
よう検討依頼があった。
・ eK4 事務局から、本年度については試験を含めて 15 回として開講しているが、次年度以降
は教育専門委員会にて検討の上、各大学の状況に対応していくこととしたいとの回答があ
った。
5-3. 著作権について
コンテンツ作成における著作権処理を相談できる窓口を事務局に設置してほしい旨の依頼があった。
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運営委員名簿

大学名

氏名

役職

徳島大学

和田 眞

理事（教育担当）

鳴門教育大学

西園 芳信

理事（教育研究担当）

香川大学

細川 滋

理事（教育担当）・副学長

愛媛大学

弓削 俊洋

理事（教育担当）

高知大学

深見 公雄

理事（教育担当）・副学長

四国大学

川本 幸彦

副学長

徳島文理大学

藤木 博太

副学長

高知工科大学

坂本 明雄

工学部長
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平成 22 年度

第
平 成 22 年 度

1

回

第 1 回運営委員会

運

営

委

員

会

議事次第

2010/09/24（FRI） 10：00－11：00
於 香川大学
1. 開会
会長挨拶
2. 議事
（1）

平成 22 年度前期の事業実施報告

（議事資料 1、参考資料）

（2）

平成 23 年度以降の体制について

（議事資料 2、参考資料）

（3）

その他

3. 閉会
会長挨拶

［配布資料］
委員名簿
配席表
外部評価実施要領
議題資料 1.

平成 22 年度前期の事業実施報告

議題資料 2.

平成 23 年度以降の体制について

参考資料

平成 21 年度事業報告書

資

関係資料（eK4 パンフレット、ニュースレター）

料
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平 成 22 年 度

第 1 回運営委員会

配布資料

2010.09.24 運営委員会・外部評価委員会
平成22年度前期 事業実施報告
e-Knowledgeコンソーシアム四国事務局
【１】事業実施計画（平成22年度調書より抜粋）
（１） 教養教育「四国学」および専門教育コンテンツの活用（4月～）
（２） 『四国の知』を活用した教育プログラムの検討・試行（4月～）
（３） e-Learningコンテンツの開発（4月～）
（４） 生涯学習の検討・試行（10月～）
（５） 社会人再教育の検討（10月～）
（６） 地域サポーター会議の設立（4月～9月）
（７） 地域と共同したe-Learningコンテンツ開発（10月～）
（８） 高精細遠隔講義環境の整備（4月～9月）
（９） 遠隔講義、研修、セミナー、シンポジウム等の開催（10月～）
（１０）共同研究シンポジウム等の開催（10月～）
（１１）四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信（4月～）
（１２）外部評価委員会の開催（5月・3月）
【２】事業実施報告（上記【１】と対応）
（１） 教養教育「四国学」および専門教育コンテンツの活用（4月～） ※別添1参照
① 前期は2科目でe-Learningコンテンツを活用した。
② 後期は9科目でe-Learningコンテンツを活用する予定。
（２） 『四国の知』を活用した教育プログラムの検討・試行（4月～） ※別添1参照
① 前期は2科目で単位互換を実施した。
② 後期は9科目で単位互換を実施する予定。
（３） e-Learningコンテンツの開発（4月～） ※別添資料２参照
連携8大学で計47科目・323本のｅラーニングコンテンツを開発した。 ※別添2参照
（４） 生涯学習の検討・試行（10月～）
試行として、公開講座「香川と愛媛の地域文化」（日時：7月3日～8月10日、計5回、会場：香川大学、
参加者：約10名）を開催した。
（５） 社会人再教育の検討（10月～）
平成22年度後期に検討予定。
（６） 地域サポーター会議の設立（4月～9月）
四国キャンパスSNS協議会が、地域サポーターとなった。
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（７） 地域と共同したe-Learningコンテンツ開発（10月～）
香川県内の企業と連携して、平成22年度後期に香川大学で開講する「地場産業から見た四国の社会」の
第8・9回「香川の手袋産業」、第10回「香川の石材産業」で使用するe-Learningコンテンツを開発中。
（８） 高精細遠隔講義環境の整備（4月～9月）
連携8大学で既に整備完了。
（９） 遠隔講義、研修、セミナー、シンポジウム等の開催（10月～）
「四国学」セミナー（10月12日・28日、香川大学）開催。
香川県内の手袋・石材産業の関係者が講演予定。
（１０）共同研究シンポジウム等の開催（10月～）
検討中。
（１１）四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信（4月～）
① 広報活動
1. ホームページの運営 http://www-ek4.cc.kagawa-u.ac.jp/
2. メールマガジン（第9号～第14号）発行
3. 平成21年度 事業報告書 ※資料
4. パンフレット ※参考資料
5. ニュースレター第3号発行 ※参考資料
② 学会発表等
1. 統合認証シンポジウム（3月26日、佐賀大学）
林敏浩「四国の大学を結ぶ認証認可連携に基づくe-Learning」
2. e学習理論研究会（5月22日、鹿児島大学）
金西計英「高等教育機関の認証連携」
林敏浩「e-Learningによる四国の知の発信」
3. 現代社会研究会（8月4日、香川大学）
鈴木正信「日本古代における「四国」観の成り立ち－ｅラーニングによる四国学の一例として－」
4. 教育システム情報学会全国大会（8月27日、北海道大学）
松浦健二・林敏浩・久米健司・上田哲史・金西計英・矢野米雄
「LMSにおける組織を跨ぐ認証認可連携」
5. 教育システム情報学会研究会（9月4日、香川大学）
鈴木正信・林敏浩「e-Learningによる四国の大学連携」
（１２）外部評価委員会の開催（5月・3月）
第1回 外部評価委員会（9月24日、香川大学）開催。
（１３）その他
下記の専門委員会を設置した（7月29日 企画委員会で承認） ※別添3参照
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
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e-Knowledge コンソーシアム四国の 23 年度以降の体制について
平成 22 年 9 月 20 日
eK4 事務局作成
戦略的大学連携支援事業申請書における 10 年計画
H20

H21

H22

H23

教養教育（四国学）コン
テンツの活用
e-Learning
カリキュラム・
単位化の検討

H24

H25

主専攻・副専攻コースの
検討・試行

ムの実施

生涯学習の
検討・試行

e-Learning
環境整備

社会人再教育の
検討

H27

H28

H29

四国の知を活用した人材育成コースの実施

四国の知を

専門教育コンテ
活用した
ンツの活用
教育プログラ
四国の知を活用した
教育プログラムの検討・試行

H26

主専攻・副専攻コースの実施
生涯学習コースの実施

社会人再
教育の試
行

社会人再教育コースの実施

e-Learningコンテンツ開発

コンソーシ
アムの設
立
遠隔講
義環境
整備

遠隔会
議環境
整備

遠隔講義の実施
コンテンツ化

遠隔研修・
セミナーの開催

地域サ
ポーター会
議

地域と共同したe-Learningコンテンツ開発
高精細データ通信による遠隔講義の実施

高精細
遠隔講義
環境の整備

高精細データ通信による研修・セミナー・シンポジウムの開催
共同研究シンポジウム等の開催

研究プロジェ
クト委員会

対面研修・セミナー・
シンポジウムの開催

コンテンツ
出版委員
会

広報
委員会

コンテンツの出版
四国学を通じた四国の魅力を全国への発信

現状（H23 年度以降に対して）
•

全ての活動を実施する予算はない


•

予定していた活動の精選をする必要がある。

戦略的大学連携支援事業のような外部からの助成金は現状では期待できない。


自前の予算でなんとかすることを前提で考えないといけない。



各連携大学から会費を徴収する方法もあるが、これは eK4 の場合、現実的でないと考える



もちろん、助成金などを狙っていく（ただし、大学単位でないと現実的ではないだろう）

基本方針と対応案
① 外部からの資金０を前提とした eK4 の活動の継続
•

各連携大学内で捻出できる予算で eK4 の活動の維持を図る。
→各連携大学の eK4 事務局の維持、e-Learning コンテンツ作成、講義提供など（詳細は以下）

② 現在の事業内容の絞り込み
•

e-Learning による単位互換に関わる部分を中心に継続し、他の部分を活動凍結という形で進めたい。
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詳細は、別添資料を参照。以下は、別添資料に基づく今後の事業線表である（灰色の部分が凍結の内
容である）。
H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

教養教育（四国学）コン
テンツの活用
e-Learning
カリキュラム・
単位化の検討

H28

主専攻・副専攻コースの検討・試
主専攻・副専攻コースの実施
行
四国の知を活用した教育プログラムの実施
生涯学習コースの実施

四国の知を活用した
教育プログラムの検討・試行
生涯学習の
検討・試行
社会人再教育の
検討

社会人再
教育の試
行

社会人再教育コースの実施

e-Learningコンテンツ開発

コンソーシ
アムの設
立
遠隔講
義環境
整備

遠隔会
議環境
整備

遠隔講義の実
施
コンテンツ化

遠隔研修・
セミナーの開催
研究プロジェ
クト委員会

地域サ
ポーター会
議

地域と共同したe-Learningコンテンツ開発
高精細データ通信による遠隔講義の実施

高精細
遠隔講義
環境の整
備

対面研修・セミナー・
シンポジウムの開催
広報
委員会

高精細データ通信による研修・セミナー・シンポジウムの開催
共同研究シンポジウム等の開催
コンテンツ
出版委員
会

コンテンツの出版
四国学を通じた四国の魅力を全国への発信

③ 四国のための人材育成を前提とした新規活動
•

企画委員会などを中心に検討を進めていく。
•

当該活動に関しては eK4 として予算獲得に努力する。

•

個々の大学で予算獲得して合算する形もあり

実施体制
•

組織体制：基本的には現状維持＋α

○ 事務局
•

全体の事務局は香川大学が責任を持って継続

•

各連携大学は自大学の eK4 事務局を自前で継続いただきたい
•

学内組織で対応するなどの工夫をされたい。

○ 各種委員会
•

今後も維持
•

ただし、外部評価委員会は組織の再検討

○ コンソーシアムメンバ

•

H29

四国の知を活用した人材育成コースの実施

専門教育コン
テンツの活用

e-Learning
環境整備

H27

•

加入を希望する大学の追加加盟

•

自治体などがメンバとして加盟することについての検討

連絡体制：会議・連絡は WWW 会議システムや ML を活用して経費削減を諮る。

111

No.

1

2

3

事業内容

e-Learning コンテンツ作成、講義提供

地域との協働による e-Learning コンテンツ作成

各種コースの実施

同期型遠隔講義の実施

遠隔セミナー・シンポジウム・研修の実施

4

5
共同研究シンポジウム

※線表には書かれていないので注意

システムの技術蓄積・継承・転移

eK4 の広報活動

6

7

8

今後の対応

継続（最優先）

検討・実施

H24 までは凍結
H25 以降に改めて検討
凍結

凍結
実施を前提に検討

継続

継続

・各連携大学の経費で対応いただきたい

・各連携大学の裁量で継続いただきたい

対応の詳細

・講義提供できない場合は、eK4 全体の活動に関わる金銭的補助をお願いしたい

・eK4 事務局経費の一部負担、セミナーなどの開催補助

・セミナーなどを eK4 向けに開催していただく形態もあり

・H22 までに可能な限り多くの e-Learning 素材・コンテンツを準備

・しばらくはその素材などの活用で１～２年間をしのぐ

・その後の資金獲得に関しては個々に努力していただきたい
・各連携大学の裁量で継続いただきたい
・県域を中心としてご検討いただきたい。

※讃岐学、阿波学、土佐学、伊予学などの県域を対象とした地域学など

・さらには地域サポーターの拡大にご協力いただきたい

・まずは、安定した e-Learning コンテンツ作成に力を注ぐ（十分検討する時間を確保する）

・教育専門委員会、および、各連携大学の教務委員会などで十分検討
・人的コストの削減のために凍結
・余力がある大学は継続していただきたい
・講義配信は非同期 e-Learning を基本としたい

・可能であれば実施しても構わないが、これら活動には注力しない。

・e-Leaning コンテンツにつながる四国学の研究シンポジウムなどは積極的に検討いただきたい

・ただし、実施に関わる予算は担当大学負担で検討いただきたい

・WWW・メルマガ：香川大に設置のサーバを活用して継続

・ニュースレター：紙媒体は無理→PDF などで電子的に配布
・出版：電子出版などの検討
・企画委員会などを中心に検討を進めていく

・システム専門委員会を中心に、システム安定運用のために協力いただきたい
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平 成 22 年 度

第 1 回運営委員会

議事録

日 時

2010/09/24（FRI）

10：00－11：00

場 所

香川大学 本部管理棟 5F 第二会議室

陪席者

会 長：

細川

副会長：

矢野 米雄（徳島大学）

徳 島 大 学：

荒木 秀夫

鳴門教育大学：

西園 芳信

愛 媛 大 学：

弓削 俊洋

高 知 大 学：

深見 公雄

四 国 大 学：

佐藤

徳島文理大学：

藤木 博太

高知工科大学：

坂本 明雄

滋（香川大学）

勉（代理）
…他陪席者 25 名

協議事項
1. 平成 22 年度前期の事業実施報告

（資料：議事資料 1）

2. 平成 23 年度以降の体制について

（資料：議事資料 2）

質疑応答
愛媛大学：①e ラーニングコンテンツの作成は四国学に限定しなくてもよいのでしょうか。②地域と
の協同による e ラーニングコンテンツの作成とありますが、これは義務でしょうか。③金銭的負担補
助以外に何か考えていることはありますか。
事務局：①23 年度以降は連携支援事業という縛りがなくなるため、限定しなくてもよいと考えてい
ます。各連携大学で共通している科目（リメディアル系、基礎数学、情報リテラシー等）の協同開発
を検討していきたいと考えています。②義務ではございません。ご検討いただきたい、ということで
す。③金銭面以外でも、撮影協力や人材交流といった形でギブアンドテイクができるかと考えていま
す。各連携大学様でご提案いただいても結構です。
高知大学：講義提供が最優先とありましたが、平成 22 年度の各大学がコンテンツを作成・提供をし
ても、他大学で単位互換としての受け入れがないとトーンダウンしてしまいます。この点について連
携大学ではどのように考えていますか。
事務局：香川大学の場合は、23 年度以降はできるだけ受入の方向で考えています。
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徳島大学：22 年度については事務処理上、受入に制約がありましたが、23 年度以降は全面的に受入
可能です。
高知大学：四国学、教養教育にコンテンツを限定したほうが使いやすいのではないでしょうか？
事務局：四国学を中心としながら、＋αがご提案できればと考えています。
武重委員：共通教育については四国学が土台になっていきますが、各大学の「地域理解力」をどの程
度位置づけているか、が重要となります。香川大学では主題科目にそのためのカテゴリーを設定した
ため、そこでの位置づけが可能となりました。ランダムに取り入れるのも難しいため、各大学での合
意も必要かと思います。
愛媛大学：例えば「研究プロジェクトの専門委員会分科会」に人文、社会、自然とありますが、各大
学ですべてを提供するのは難しいと思います。ギブアンドテイクで作成するなど、柔軟性も考えてほ
しいです。
事務局：事務局も同じ考えです。得意分野でご協力いただければと思います。
高知大学：15 回の授業回数は統一しますか。
事務局：そこは統一したいと考えています。
四国大学：次年度以降について、各大学の分担金の概算を教えてほしいです。
事務局：分担金は考えておりません。例えば講義提供ができない場合、かわりに人的協力をお願いす
る等、ギブアンドテイクで考えています。
高知大学：著作権処理についてどのように考えていますか。
武重委員：著作権処理は一般的には難しいのですが、ひとつの案として、次年度以降、地域放送局に
地域サポーターになっていただき、その活動の一貫として、地域放送局にライブラリの提供を依頼し
たいと考えております。
3. その他
平成 23 年度の体制について検討したい。
修正案を 10 月頭に送付し、10 月末締切りで各連携大の意見のヒアリングを行う。
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平成 22 年度

第
平 成 22 年 度

2

回

第 2 回運営委員会

運

営

委

員

会

議事次第

2011/03/08（TUE）10：00－11：00
於 香川大学
1. 開会
会長挨拶
2. 議事
（1）

平成 22 年度の事業実施報告

（2）

平成 23 年度以降の体制について

（3）

その他

3. 閉会
副会長挨拶

［配布資料］
外部評価実施要領
資料 1.

e-Knowledge コンソーシアム四国平成 22 年度補助事業計画の実施状況

資料 2.

e-Knowledge コンソーシアム四国の 23 年度以降の体制について（第 2 版）
別添資料：現在の事象内容の絞り込み

資料 3.

e-Knowledge コンソーシアム四国の 23 年度以降の体制について
第 2 版に対する意見とその回答

資料 4.

広報関係資料（パンフレット及びリーフレット）
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平 成 22 年 度

第 2 回運営委員会

配布資料

e-Knowledge コンソーシアム四国
平成 22 年度補助事業計画の実施状況（訂正版）
平成 23 年 3 月 8 日
e-Knowledge コンソーシアム四国
① 教養教育（四国学）および専門教育コンテンツの活用
平成 22 年度後学期に四国学の e-Learning 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、前学期も学
際的専門科目の e-Learning コンテンツを活用した。表１はその履修状況である。これらのコンテンツ配信には各連携大学
で運用が開始された LMS を利用した。ただし、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。
【表 1】
■「四国学」オムニバス科目(連携大学から提供された各回のコンテンツを香川大学でまとめ、編集したもの)
開講大学

香川
香川
香川

コンテンツ提供大学
徳島(1)香川(9)鳴門教育(1)
愛媛(1)四国(1)
香川(7)高知(2)徳島文理(3)
徳島(2)香川(8)愛媛(1)高知(1)
徳島文理(1)

科目名

履修者数

履修者数

（自校）

（連携大学）

合計

四国の歴史と文化

82

21

103

地場産業からみた四国の社会

43

13

56

四国の自然環境と防災

13

4

17

138

38

176

合計

■「四国学」および「学際的専門科目」
大学名

科目種別

科目名

履修者数

（自校）

（連携大学）

合計

110

4

114

流れと波の災害 (注 2)

49

2

51

徳島文理

地方政府論 (注 2)

65

0

65

香川

コンピュータと教育

114

7

121

香川
高知

日本古代の地域と人物 （注１）
四国学

四国

学際的

情報ビジネス総論

28

0

28

四国

専門教育科目

実践知財管理論

12

0

12

情報社会論 (注 2)

80

0

80

458

13

471

徳島文理

合計

②

履修者数

『四国の知』を活用した教育プログラムの検討・試行
『四国の知』を活用した教育プログラムの検討を行った。基本的には個々の連携大学内の本事業を推進する部局で検

討を行い、その検討内容は教育専門委員会で情報交換した。例えば、香川大学では平成 23 年度より四国学は全学共通
科目の主題科目 B-7「地域と生活」に含まれることになった。
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③ e-Learning コンテンツの開発
e-Knowledge コンソーシアム四国に提供する四国学や学際的専門教育科目の e-Learning コンテンツを開発した。この
コンテンツ作成の実務作業にカメラワークやコンテンツ編集の講習を受けた学生スタッフ等を活用した。

④ 生涯学習の検討・試行
e-Knowledge コンソーシアム四国で扱う e-Learning コンテンツが生涯教育に活用できるかどうか検討した。また、実施可
能な連携大学においては、生涯教育でこれら e-Learning コンテンツを利用するなどの試行を実施することを計画したが、
今年度は実績なしであった。

⑤ 社会人再教育の検討
e-Knowledge コンソーシアム四国で扱う e-Learning コンテンツが、教員の免許更新講習などの社会人再教育へ活用で
きるかどうか検討した。

⑥ 地域サポーター会議の設立
地域サポーター会議の設立を計画したが実施できなかった。現在、地域サポーター会議運用に関わる規程を整備中
である。なお、現在、四国キャンパス SNS 協議会が地域サポーターになっている。

⑦ 地域と共同した e-Learning コンテンツ開発
地域サポーターと連携した e-Learning コンテンツ開発を計画したが、実施には至らなかった。

⑧ 高精細遠隔講義環境の整備
高精細テレビ会議システムを活用した高精細遠隔講義環境の整備が完了した。これにより、複数の連携大学の学生が
遠隔視聴できる多地点型遠隔講義が配信できるようになった。

⑨ 遠隔講義、研修、セミナー、シンポジウムなどの開催
⑧で記載の高精細遠隔講義環境を活用して、遠隔講義だけでなく多地点で同時に参加できる遠隔研修・セミナーなど
を実施した。

⑩ 共同研究シンポジウム等の開催
平成 23 年 3 月 8 日に事業報告シンポジウムにジョイントして、共同研究シンポジウムを開催した（事業報告：パネルセッ
ション「四国学の現状と未来」として）。

⑪ 四国学を通じた四国の魅力を全国へ発信
広報用 WWW、ニュースレター、メールマガジン、事業報告シンポジウム（平成 23 年 3 月 8 日開催）などにより四国学を
通じた四国の魅力を全国へ発信した。

⑫ 外部評価委員会の開催
平成 22 年 9 月 24 日、および、平成 23 年 3 月 8 日に外部評価委員会を開催した。

註

この資料は、3 月 8 日に行われた外部評価委員会での指摘に基づき修正を加えたものである。
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e-Knowledge コンソーシアム四国の平成 23 年度以降の体制について
第 2 版に対する意見とその回答
平成 23 年 3 月 6 日
e-Knowledge コンソーシアム四国
【鳴門教育大学】

○今回の案では、様々な計画が提案されているが、各連携大学に分担金を課さないで実施することは可能なの
か。

回答：可能だと考えております。これまで事務局がコーディネートしましたシンポジウムやセミナーの開催
は大学内の施設を利用することにより経費のかからない実施が可能と考えます。委員会活動に関しては既設
の遠隔会議システム（Polycom など）や LiveMeeting などを活用して実施できると考えます。ただし、シ
ンポジウムなどへの出席に関わる旅費などは各連携大学で対応いただければと考えます。

【愛媛大学】

○「現状（H23 年度以降に対して）」について
「各種助成金などを狙っていく（ただし、大学単位でないと現実的ではないだろう）」について、各大学で外
部資金の獲得に動くには限界があるため、e-knowledge コンソーシアム四国として、外部資金の獲得に向け
て引き続きご努力をお願いしたい。

「当初の目的に立ち戻り、単なる事業縮小ではなく構想を拡大して再検討する」について、「当初の目的（四
国の人材育成）に立ち戻り、本事業の構想や方向性について再検討し、さらに事業を充実していく」としては
どうか。

回答：そのように文書を修正しました（１ページ中程）。

○「基本方針と対応案」について
「④ 四国のための人材育成を前提とした新規活動」
「個々の連携大学で e-Learning 以外の人材育成事業・活動を計画する。」について、e-Learning 以外の人材
育成事業・活動とはどのような事業・活動を想定しているのか明確に示していただきたい。
回答：これまで、eK4 の活動（例えば e-Learning コンテンツ作成など）に学生が参加することや、学生が
地域に対して活動することの支援などが意見としてありましたが、企画委員会などできちんと合意形成され
たものはなかったと考えます。このことを踏まえ、本件に関して、
「個々の連携大学で e-Learning 以外の人
材育成事業・活動を計画する」のではなく、まず、企画委員会を中心に四国のための人材育成を前提とした
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新規活動について検討するということに修正いたしました（３ページ最初）。

○「実施体制」について
「地域サポーター」
「協力体制を築ける団体などがあれば積極的に地域サポーターに勧誘（各連携大学）」について、協力いただ
ける企業・団体等に説明するため、地域サポーターの位置付けや役割等を明確に示していただきたい。

回答：本件については企画委員会での検討が十分ではありませんでした（検討途中の段階という意味です）。
現状に基づき、引き続き、企画委員会で検討を行い地域サポーターの位置付けや役割等を明確にしていくこ
とを追記しました（３ページ後半）。
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e-Knowledge コンソーシアム四国の 23 年度以降の体制について（第２版）（修正版）
平成 23 年 1 月 20 日作成
平成 23 年 3 月 6 日修正
eK4 事務局作成
戦略的大学連携支援事業申請書における 10 年計画

H20

H21

H22

H23

教養教育（四国学）コン
テンツの活用
e-Learning
カリキュラム・
単位化の検討

H24

H25

H26

ムの実施

四国の知を活用した
教育プログラムの検討・試行

主専攻・副専攻コースの
検討・試行

生涯学習の
検討・試行

e-Learning
環境整備

社会人再教育の
検討

H28

H29

四国の知を活用した人材育成コースの実施

四国の知を

専門教育コンテ
活用した
ンツの活用
教育プログラ

H27

主専攻・副専攻コースの実施
生涯学習コースの実施

社会人再
教育の試
行

社会人再教育コースの実施

e-Learningコンテンツ開発

コンソーシ
アムの設
立
遠隔講
義環境
整備

遠隔会
議環境
整備

遠隔講義の実施
コンテンツ化

遠隔研修・
セミナーの開催

地域サ
ポーター会
議

地域と共同したe-Learningコンテンツ開発
高精細データ通信による遠隔講義の実施

高精細
遠隔講義
環境の整備

高精細データ通信による研修・セミナー・シンポジウムの開催
共同研究シンポジウム等の開催

研究プロジェ
クト委員会

対面研修・セミナー・
シンポジウムの開催

コンテンツ
出版委員
会

広報
委員会

コンテンツの出版
四国学を通じた四国の魅力を全国への発信

現状（H23 年度以降に対して）

H20 年度の計画した全ての活動を実施する予算はないので予定していた活動を精選する。

•

•

自前の予算で対応することを前提とする。
各連携大学から会費を徴収する方法もあるが、eK4 は各連携大学に分担金を義務化しない。

•

各種助成金などの獲得に努力する。ただし、各大学で外部資金の獲得に動くには限界があるため、e-knowledge
コンソーシアム四国として、外部資金の獲得に向けて引き続き努力する。

•

当初の目的（四国の人材育成）に立ち戻り、本事業の構想や方向性について再検討し、さらに事業を充実していく。

基本方針と対応案

① 外部からの資金０を前提とした eK4 の活動の継続
•

各連携大学内で捻出できる予算で eK4 の活動の維持を図る。
•

各連携大学の eK4 事務局の維持、e-Learning コンテンツ作成、講義提供など
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② 現在の事業内容の絞り込み

※補足情報は、別添資料を参照

e-Learning による単位互換に関わる部分を中心に継続し、他の部分を活動凍結という形で進める。

•

平成 23 年度以降の事業計画案
H20

H21

e-Learning
カリキュラム・
単位化の検討

H22

H23

H24

教養教育（四国学）コン
テンツの活用
オープンコンテ
専門教育コン ンツ化の検討
テンツの活用
四国の知を活用した
教育プログラムの検討・試行
生涯学習の
検討・試行

e-Learning
環境整備

社会人再教育の
検討

H26

H27

H28

H29

四国の知を活用した人材育成コースの実施
主専攻・副専攻コースの検討・試
主専攻・副専攻コースの実施
行
四国の知を活用した教育プログラムの実施
生涯学習コースの実施

社会人再
教育の試
行

社会人再教育コースの実施

e-Learningコンテンツ開発（共通ニーズのある科目への拡張を含む）

コンソーシ
アムの設
立

地域サポーター
会議の実現
遠隔講
義環境
整備

遠隔会
議環境
整備

H25

遠隔講義の実
施
コンテンツ化

遠隔研修・
セミナーの開催
研究プロジェ
クト委員会

高精細データ通信による遠隔講義の実施

高精細
遠隔講義
環境の整
備

対面研修・セミナー・
シンポジウムの開催
広報
委員会

地域サポーターと共同したe-Learningコンテンツ開発

事業報告等シンポジウムの開催
共同研究シンポジウム等の開催
コンテンツ
出版委員
会

コンテンツの出版

四国学を通じた四国の魅力を全国への発信（電子媒体を活用したニュースレターなどの発行を含む）
人材育成に関わる新規事業の検討・実施（試行を含む）

平成 23 年度以降も平成 22 年度後期開講の四国学の授業と同様に各大学で共有するという形態を維持・継続す

•

る（教育専門委員会）。
•

各大学において共通にニーズのある教養科目、学部基礎科目（工学部の基礎数学、基礎物理など）リメディア
ル教育について、ｅ-Learning コンテンツの共同開発に向けて検討する（企画委員会）
四国学科目の一般への公開（地域への PR などの観点から）、オープンコンテンツ化を検討する（教育専門委員

•

会）
•

シンポジウムについては、本事業の成果を外部に広めるために必要な活動であるため、引き続き実施する方向で検
討する（企画委員会・事務局）。

③H23 年度までに達成できなかった案件のへ継続対応

•

※以下は案件の一例を示している。

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、eK4 全体として対応でき
る体制の整備を検討する（企画委員会）

•

単位互換科目に関わる教務処理（科目のリストアップ、シラバスの準備、履修者情報の連絡、成績の連絡など）
の迅速化を検討する（教育専門委員会）

•

e-Learning 事業に協力していただく先生方への負担を少なくする、インセンティヴを与えるなどの方策を検討
する（各連携大学）。
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④ 四国のための人材育成を前提とした新規活動

•

企画委員会を中心に四国のための人材育成を前提とした新規活動について検討する。

•

上記を踏まえ、個々の連携大学で e-Learning 以外の人材育成事業・活動を検討する。
•

実施可能な大学は実践（試行を含む）を含む。

eK4 全体の活動としては企画委員会を中心に検討を進めていく。

•

•

•

当該活動に関しては eK4 として予算獲得に努力する（運営委員会・企画委員会）。

•

個々の大学で予算獲得して合算する形も検討する（運営委員会・企画委員会）。

実施された活動に関しては情報共有をお願いしたい。
•

Web 版のニュースレターへの掲載など広報も検討する（広報委員会）

実施体制

•

組織体制：基本的には原則現状維持とする

○ 事務局
•

全体の事務局は香川大学が責任を持って継続する

•

各連携大学は自大学の eK4 事務局を自前で継続いただきたい
•

学内組織で対応するなどの工夫をされたい。

○ 各種委員会
•

今後も維持
•

外部評価委員会は組織を再検討する（運営委員会）

○ コンソーシアムメンバ
•

加入を希望する大学の追加加盟の検討
•

追加加盟手順について、しばらくは個々に対応（企画委員会で手順の検討、加盟の可否に関しては運営
委員会で審議）

•

自治体などがメンバとして加盟することについて検討する（運営委員会）

○ 地域サポーター
•

引き続き、企画委員会で地域サポーターおよび地域サポーター会議の検討を行い、地域サポーターの位置付
けや役割等を明確にしていく。

•

•

上記を踏まえ、協力体制を築ける団体などがあれば積極的に地域サポーターに勧誘（各連携大学）

•

地域サポーター数が増えれば、当初予定の通り地域サポーター会議を実施（企画委員会で検討）

連絡体制：会議・連絡は WWW 会議システムや ML を活用して経費削減を図る。
•

遠隔会議に必要な LiveMeeting のライセンスなど継続して準備する（各連携大学）。

以上。
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継続

継続

同期型遠隔講義の実施

遠隔セミナー・シンポジウム・研修の実施

共同研究シンポジウム

eK4 の広報活動

システムの技術蓄積・継承・転移
※線表には書かれていないので注意

4

5

6

7

8

実施を前提に検討

継続

凍結

H24 までは凍結
H25 以降に改めて検討

各種コースの実施

3

検討・実施

継続（最優先）

今後の対応

地域との協働による e-Learning コンテンツ作成

e-Learning コンテンツ作成、講義提供・受け入れ

事業内容

2

1

No.

・システム専門委員会を中心に、システム安定運用のために協力いただきたい

・広報委員会で中心に検討を進めていく

・出版：電子出版などの検討

・ニュースレター：紙媒体は無理→PDF などで電子的に配布

・WWW・メルマガ：香川大に設置のサーバを活用して継続

・ただし、実施に関わる予算は担当大学負担で検討いただきたい

・e-Leaning コンテンツにつながる四国学の研究シンポジウムなどは積極的に検討いただきたい

・シンポジウムは、本事業の成果を外部に広めるために必要な活動であるため引き続き実施する

・講義配信は非同期 e-Learning を基本としたい

・余力がある大学は継続していただきたい

・人的コストの削減のために凍結

・教育専門委員会、および、各連携大学の教務委員会などで十分検討

・まずは、安定した e-Learning コンテンツ作成に力を注ぐ（十分検討する時間を確保する）

・さらには地域サポーターの拡大にご協力いただきたい

※讃岐学、阿波学、土佐学、伊予学などの県域を対象とした地域学など

・県域を中心としてご検討いただきたい。

・各連携大学の裁量で継続いただきたい（義務ではなく、ご検討いただきたい）

・単位互換としての e-Learning 講義受け入れを推進していただきたい
→各連携大学の教育プログラム（教養教育など）に適切に組み込んでいただきたい

・その後の資金獲得に関しては個々に努力していただきたい（eK4 全体としても努力）

・しばらくはその素材などの活用に１～２年程度の期間、コンテンツ提供を維持

・H22 までに可能な限り多くの e-Learning 素材・コンテンツを準備

・セミナーなどを eK4 向けに開催していただく形態もあり

・eK4 事務局経費の一部負担、セミナーなどの開催補助

・講義提供できない場合は、eK4 全体の活動に関わる金銭的補助等をお願いしたい
※これは分担金の義務化を示したものではない。
※撮影協力や人材交流といった形もあり（各連携大学様でご提案いただければと考えている）

・各連携大学の経費で対応いただきたい

・各連携大学の裁量で継続いただきたい
※四国学を中心に考えるが、そこに限定しなくてもよいと考えている
→各連携大学で共通できる科目（リメディアル系、基礎数学、情報リテラシー等）の協同開発等も検討
※各連携大学の得意な部分で四国学のコンテンツを作成していただければよい

対応の詳細

平 成 22 年 度

第 2 回運営委員会

議事録

日 時

2011/03/08（TUE）10：00－11：00

場 所

香川大学 研究交流棟 6F 生涯学習センター講義室

陪席者

会 長：

細川

副会長：

矢野 米雄（徳島大学）

徳 島 大 学：

和田

鳴門教育大学：

宮下 晃一（代理）

愛 媛 大 学：

弓削 俊洋

高 知 大 学：

深見 公雄

四 国 大 学：

川本 幸彦

徳島文理大学：

藤木 博太

高知工科大学：

坂本 明雄

滋（香川大学）
眞

…他陪席者 24 名

協議事項
1. 平成 22 年度の事業実施報告
林事務局長より以下の報告があった。
・e-Knowledge コンソーシアム四国平成 22 年度補助事業計画の実施状況
2. 平成 23 年度以降の体制について
林事務局長より以下の報告があった。
・e-Knowledge コンソーシアム四国の 23 年度以降の体制について（第 2 版）
・第 2 版に対する意見とその回答
・現在の事業内容の絞り込み
3. その他
次の事項について意見交換が行われた。
ⅰ. 外部評価委員会について
・外部評価委員会の交通費等は香川大学が負担することは可能なのですか？
林：現状としてはその予算はついていません。例えば遠隔会議を実施する等、経費のかからない形も検
討してみます。また、過去にアンケート集計という形式で外部評価を行ったこともありまして、評価の
方法論も併せて考えていきます。
・外部評価委員会という組織化は行わず、アンケート集計やコメンテーター等、柔軟に対応することも
検討してはどうでしょう。
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細川：はい。できるだけ経費のかからない方法で外部評価を追求したいと思います。
ⅱ. 大学・自治体の参加
・地域サポーターへの説明責任があるため、23 年度以降の体制を整備し、情報発信をするべきだと思い
ます。
・自治体等からご参加いただくことで、相互のメリットは何があるのでしょうか。
林：例えば、地域振興、資金援助、コンテンツ（素材）の相互提供等が挙げられます。
ⅲ. 著作権関係
・コンテンツは講師に著作権があるため、慎重に取り扱ってほしいです。大学であれ自治体であれ、私
たちの持っている物の価値が高まるように、ぜひ進めていただきたいです。
ⅳ. 将来構想
・eK4 の将来構想はどうなっているのでしょうか。予定では分担金もなく、各大学に任せるという形式で
すが、こうなると継続的な活動は厳しいのではないでしょうか。
細川：本件、香川大学からガイドラインを提示したいと思います。
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平成２２年度 第２回 e-Knowledge コンソーシアム四国

運営委員会
日時 平成 23 年 3 月 8 日(火)10 時～11 時
場所 研究交流棟 6F 第 1 会議室

会長挨拶 本日はお忙しいところご出席いただきましてありがとう

待して開会の挨拶に代えたいと思います。よろしくお願いしま

ございます。本日の議題は、22 年度の事業報告、23 年度以

す。

降の体制についてです。最後の点は、22 年度をもって補助金
が 切 れ る と い う こ と も あ り 、 昨 年 度 来 、 23 年 度 以 降 に

細川 それでは早速議題の方に入りたいと思います。平成 22 年

e-Knowledge コンソーシアム四国を継続していく体制が大き

度の事業実施報告と参考資料がありますので、林事務局長の

な課題だったことに起因します。このコンソーシアム同様、他の

方からお願いします。

GP（平成 20 年度戦略的大学連携支援事業）も 22 年度で切

林 事務局長をしております、林です。よろしくお願いします。

れるものが大部分であり、SPOD や、香川総合医療教育研究
コンソーシアムも今年度で切れます。先日 3 大学のコンソーシ

それではまず最初に平成 22 年度の事業実施報告をさせてい

アムの外部評価の一人として参加しましたが、その折にもやは

ただきます。

り 23 年度以降の体制をどうするか。その中で、これまでは徳

この資料は平成 22 年度の補助事業計画を文部科学省に出

島文理大で担っていた事務局体制を続けていただきたいとい

していますが、①～⑫の項目を上げさせていただいております。

う要望がありましたが、実現できるかどうかはかなり厳しいという

それに関しての現時点での実施状況を記載しております。順

状況でした。

番に説明していきますのでよろしくお願いします。

SPOD の場合は各参加大学が分担金という形で出したりとか、
いろいろな形で継続していく方向が出されているわけですが、

＊中略（配布資料「平成 22 年度補助事業計画の実施状況」を

ではこの e-Knowledge コンソーシアム四国はどうすべきかとい

参照）

うことになります。一つは各大学での努力をお願いしなければ
いけないと思っております。香川大学としては事務局体制の整

以上が今年度の現時点での実施状況になります。

備が肝要です。これは、年度途中で事務局長の林先生の補
佐しておりましたコーディネーターの方が滋賀大に移られたた

細川 ありがとうございました。（中略）では引続きまして平成 23

め、その補充ができておりません。23 年度は、人件費としては

年度以降の体制について、議題資料 2、参考資料に基づいて

600 万円余り計上される予定で、コンテンツ作りとかいった補

林先生の方から報告をお願いします。

助的な人件費はほぼ確保できたと思うのですが、今のところそ

林 e-Knowledge コンソーシアム四国（eK4）の 23 年度以降の

れ以上のものではありません。
そういう中でどういう体制で 23 年度以降やっていくのかが課

体制に関しては、初版を前回の運営委員会で出させていただ

題になります。今日の運営委員会でも 2 番目の議題として上

きました。それに関してご意見をいただき、第 2 版を作成しまし

げられていますが、それは企画委員会等でやりとりが行なわれ

た。それに関してさらに鳴門教育大学さんと愛媛大学さんから

たことが報告され、その後実際にどういうことができるかが議論

ご意見をいただきました。

されることになるかと思います。

まず、どんな意見をいただいたかについて簡単に説明いたし

1 時間弱という短い時間ではありますが、昨年度の運営委

ます。

員会でも申しましたが、内容の濃い議論が展開されることを期
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＊中略（配布資料「第 2 版に対する意見とその回答」を参照）

せていただければ、例えばＷｅｂベースで、遠隔でやらせてい
ただくということも考えてはおります。ただ実際は本当に遠隔だ

このようなご意見があったことを踏まえて、第2版の修正版の

けで外部評価委員の方に参加していただくことが可能なのかと

説明に入りたいと思います。

いうことも検討が必要かと思います。これに関してはまだ具体
的なところは出ておりませんが、現時点としてはそういう経費が

＊中略（配布資料「e-Knowledge コンソーシアム四国の 23 年度

何もないこところでは、四国外の方に来ていただくというのはか

以降の体制について」を参照）

なり厳しいのかなというところです。

宮下 外部評価委員会というのはこれからも置かないといけない

以上が 23 年以降の体制に関する第 2 版と修正版でした。
以上です。

所なんですか。

細川 ありがとうございました。現状、基本方針と対応策、実施体

林 そこも含めての議論になるかと思いますが。

制の三点について、やり取りを組み込みながら説明していただ

細川 この種の組織というのは、やはり外部評価があった方が本

きました。まずご質問或いはご意見がありましたらお伺いしま
す。

当はいいんだろうと思うのですが。

林 お時間があるのであれば、外部評価委員会を今後、どう考

宮下 外部評価委員会を置くことによってこの会がどんどん発展

えていくのかというところと、コンソーシアムメンバーを今後どう

していくのであれば置く価値はあるのかもしれませんが、一方で

考えていくのかということを少しご意見をいただけたらよいので

費用の負担ばかりが重荷になってくるようであれば取りやめるこ

はないかと思います。

とも考えるのも手段では。

細川 まず各種委員会マターということで上げられておりましたが、

細川 外に向けて結構発信するというところがあるので、それがど

3 ページの各種委員会のところで、外部評価委員会は組織を

う見られているのかという点ではやはりあった方がいいと思うの

再検討すると。外部評価という点では当然、残しておかなけれ

ですが、その場合、今対象になっているのは四国内ということ

ばいけないわけですが、これまでは東京の委員の方が多かっ

なので、四国内での活動を評価してもらう委員会になると思い

たので、それをどういう形でシフトするか、メンバーをどう考える

ます。旅費、謝金をどこかが負担せざるを得ないわけですが、

かというところでご提案がありましたらお願いします。交通費や

eK4 としての予算だては難しいということになりますから、たしか

旅費の問題もありますから、県内、四国内の範囲でということ

にこれは難しい問題ですね。

になるかと思いますが。

林 これまでの外部評価委員会で一度こういうケースがあります。
宮下 外部評価委員の先生にお出でいただくには四国外なら交

アンケートのようなものを外部評価委員の先生方に送って、そ

通費や謝礼などが発生すると思いますが、それを各大学に負

の回答で外部評価委員会としたケースがあります。うまくアン

担金を求めないという前提でやるとすれば、香川大学でそこの

ケートとか、資料を提示してそれに対して意見をいただくという

ところは面倒をみながらやっていくことが可能なのか、お尋ねし

のも一つの外部評価の形かなと思います。

たいのですが。

細川 方法を考えるということですね。
林 現状としてはそういう予算が香川大学として付いているかとい
林 はい。方法論としてですね。

うと、付いていない状況ではあります。少し乱暴な言い方をさ
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弓削 今の林先生の意見とも繋がるのですが、補助金事業であ

かし、やはり 1 年単位ぐらいできちんと計画を立ててやっていか

るということで外部評価委員会というのは必須だったと思うので

なくてはならないと考えております。今回、この方針がこれでほ

すが、これからは自主的にやっていくということですから、とくに

ぼＯＫということになりましたら、これをもとに 23 年度はこういう

委員会形式で外部評価というのを行っていくということにはなら

計画を立てていきますというのを出させていただこうと思ってお

ないんじゃないかなと思うんですね。何らかの形で外部評価と

ります。大分遅れてしまっていますが、そういう形で今言った観

いうのを導入していくということも必要だと思うので、例えば今ア

点で２３年度は具体的にどういう方向でいくという原案をまた出

ンケートとおっしゃったのですが、シンポジウムを今後開催して

させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

いくとしたら、シンポジウムで例えばこういう活動を行ってきたと

弓削 そのへんも含めて後の外部評価委員会の方で強調した方

いうことを出せるようにして、そういうことも含めてアンケートを参
加者にお願いするとか、或いはコメンテーターとしてやっていた

がいいと思います。

だく先生に少しコメントをしていただくとか、そういう形での外部

林 そうですね。このへんも含めて……。

評価ということで、結構柔軟に設計していってもいいんじゃない
かと思うのですが、いかがでしょうか。

弓削 字面だけみると今、深見先生がおっしゃったように、検討
細川 これまでだとシンポが後になっているんですけれど、シンポ

するというのが目立つので……。

を先にやるという形もあり得るので、その後でということですね。

林 はい。ありがとうございました。

柔軟に対応するということで、できるだけ経費がかからない
やり方で、外部の評価を受ける方向を追求するということぐら

細川 それからコンソーシアムメンバーの件ですが。

いでよろしいでしょうか。ありがとうございました。

深見 別の事項になりますが、23 年度以降の計画を出していた

林 これまでずっと曖昧にやらせていただいていたとは思います

だいていますが、例えば 1 ページ目の対応案とか、2 ページ目

が。

の 22 年度までに達成できなかった案件の継続対応など、いろ
いろと問題点を上げられてとても明確になったと思うのですが、

細川 コンソーシアムメンバーについて、手順や手続きの問題と

その問題点、達成できなかった案件に対してこれからどうして

かではなくて、具体的に何か考えているところがありますか。

いくかのところが、全て検討する、検討する、になっていると思
います。やはりかなり香川大学の事務局側がリーダーシップを

林 はい。ここではご紹介を控えますが、幾つかの大学で eK4 は

発揮して、それぞれの委員会を踏むにしても検討内容をはっ

どういうところですかとか、加盟とかできないんですかというご意

きりさせて、どういうふうに検討していくか、かなり道筋を作って

見はいただいております。これまではとりあえずこの 3 年間はこ

いただき、前向きに検討していかないと、今まで 3 年やってき

の枠組みでいきましょうと、そういう形で 3 年間は固定の大学

て問題点が残ってしまったわけですから、なかなかそうクリアに

でさせていただいております。ただ今後は、一応事務局として

解決していけないかもしれません。ぜひ事務局の方で大変だと

は検討中ですといったまま、そのままにしている状況があります

は思いますが、リーダーシップを発揮して検討していっていた

ので、具体的にそういうもののアクションを取っていいかどうか、

だきたいと思います。これは要望です。

というところです。

林 はい。ありがとうございました。これに関しましては毎年文科

細川 その前に自治体についてメンバーとしてどう対応すべきか

省の方には今年度は何をしますというものを出しているのです

というのがあるのですが。

が、23 年度に関しては文科省には出す必要はありません。し
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林 自治体に関してはこちらからのラブコールになると思っていま

大学ではなくて自治体が参加するというときに、我々のコンテ

す。

ンツを使われるのはいいとして、自治体の方から我々全体のコ
ンソーシアムに何かコントリビュートすることって、どんなことがあ

弓削 私は基本的にそういう申し出があったら、受け入れるという

りますか。

方向でいいと思いますが、ただ前提として、こういう印刷物だけ
を見て、こういう内容だろうということで判断されて参加の申込

林 前回にもこの話を出していたのですが、基本的にはお金です。

みがあるというときに、やはり 23 年度以降は体制を整備して、

eK4 に対して県の予算というか、補助金をいただいて、その見

事業内容も精選をして行いますということをきちんと説明した

返りというと言い方が悪いかもしれませんが、eK4 で作ったコン

上で、あえてそれでもよければお入りくださいというように、そこ

テンツを利用してもいいとか、そういう単純な形ではなく、地域

の説明責任を果たしておく必要はあると思います。

振興とか観光とか、お互いのメリットを考えながらやるというとこ
ろの話ぐらいまでは前回させていただいたかと思います。

細川 中身が十分わからないままで加入することがないように、
深見 例えば、放送大学的なイメージで、ある自治体の方が人

ということですね。

数とそれを利用されたコンテンツの数に応じてお金を徴収する

林 運用レベルでいいますと、例えば e-Learning の配信とかでは、

というイメージなのか、それともコンソーシアムに入ったら一律

各大学さんが個々にシステム構築して、それがベースになっ

幾らでやるということなのか、よくわからない部分がありますね。

ていますので、新たに入ってこられる大学さんには同様の仕組
みを自前で用意していただかなければならないので、そのあた

林 前回説明させていただいたときは、後者の方で一応考えてい

りがないのに入ってこられるとバランスが悪くなるという点はあり

たかと思います。ただそれがいいのかどうか。今日の委員会で

ますので、そのあたりは言わないといけないと思っています。

少しご意見をいただければと言ったのは、実装に関して具体的
なものがイメージできていない部分があるからです。

宮下 追加のメンバーを増やしていく、或いは遠隔会議の環境を
構築していくことも必要だと思うのですが、一方で気になる点も

細川 ある自治体が利用という場合は、生涯学習的なところで自

あります。私たちが各大学で作ったコンテンツというのを、いろ

治体がやっているケースがありますよね。それと向こうがむしろ

いろなところで活用しようという話ですが、このコンテンツはその

素材としてコンテンツを提供してくれる場合があり得るかもしれ

授業をなさった先生の権利が生れるので、どういうふうに活用

ないですね。

していくかは慎重に扱ってほしいわけです。例えば、幾らでも他

林 そうですね。

大学で使っていいと、本当にそれでいいのか。今、8 大学でや
っているのは 8 大学が相互に授業を提供し合って活用し合お
うと、そこで合意されている話ですが、新たに大学が入ってくる

細川 自治体が生涯教育として地域住民に対して普及活動とか

ときには、その大学も授業を提供してくれて私たちのコンテンツ

をやっているケースがあって、そこのところでやっていることをコ

を活用しようという話なのか、ただ単にタダ乗りしようというので

ンテンツとしてむしろ組込むことも可能ではあると思います。自

あればなかなか乗り難い話ですので、そこのところは県であれ、

治体に対して、一方的にこちらで作ったものを配信して、利用

大学であれ、私たちの持っているものの価値が高まるような形

という形でのケースはどうかなという気がします。

で、ぜひ進めていただきたいと思います。

深見 自治体が作っているプロモーションビデオなどかもしあった
深見 今のお話は私もその通りだと思ったのですが、このコンソー

としたら、それをコンテンツに入れてしまうということですね。

シアムメンバーに大学ではなくて自治体と書かれていますね。
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細川 はい。具体的にどうなるかわかりませんが、一方的に大学

だと言ったのですが、そういう話をされました。

側からの発信に限定するというふうに考えるのもちょっと……。

私が言いたいのは eK4 の将来なんですね。本当に eK4 を
継続していって、どういう構想をもっていくのか。それが一番気

深見 むしろそうでない方がいいと思っているのですが、自治体

になります。一体この eK4 が将来どういう方向にいくのかという

の方から発信できますかね。私はそうしていただきたいですね。

議論をきちんとしておかないと、継続です、継続ですといって、

双方向になってもらいたいのですが。

果たしてどういう方向に行くのか。今の地域の話もそうですが、
各連携大学では地域のことを現実にやっているわけですよね。

細川 可能性としては皆無とは言えないですね。

eK4 もやりますよといったときに、本当に可能なのかどうか。こ
れだけの構想を描くのはいいのですが、本当に現実的に実現

林 自治体に入ってもらうということに関しては、当初から言われ

できるのか。そして将来どういう方向に eK4 が行くのかという議

ていたのですが、地域サポーターのような、例えば県の博物館

論を大所高所のところからしておかないとまずいのではないか

などに協力依頼しようとすると、県に聞いてくれということが多

と思います。

いので、自治体を巻き込んでおけば、そのあたりのコントロール
が楽になるというのも実際問題としてありました。ただ実際には

細川 各大学でもそれぞれ eK4 をどう位置づけるか。事務局とい

まだ県も巻き込めていないので、そこのあたりはできていないの

うか立ち上げの中心になったのは香川大学ですから、香川大

ですが、そういったところも考えております。

学がその中でできることを位置づけていくかが大きいと思いま
すので、本来はそのあたりを提起した上で議論をしなければい

和田 私は 22 年度の 1 回目の運営委員会は欠席させていただ

けないと思っております。

きましたので、初めて eK4 の運営会議に出席をさせていただき

細川 時間がきましたので、まだご意見があるかとは思いますが、

ました。今まで各先生方のお話や林先生のお話を伺って、私
の感想ということでお話をさせていただきます。

今日議論した意見を参考にしながら、改めて運営委員会、企

今の林先生のお話を伺っていて、あれもこれもと結構いろ

画委員会等でやり取りしながら、23 年度は具体的にこの表 1

んな構想があるように思います。いろんな構想があるのはそれ

にあるところからですが、今後とも検討を具体化する方向で進

はそれでいいのですが、やはり大事なのは、こういう（e ラーニ

めていきたいと思います。どうもありがとうございました。

ングでの単位互換の）試みをするということでスタートしている
わけですから、授業を提供して学生がその授業を受け、単位
として認めるという部分をどうやって拡充していくのか、だと思
います。また、科目を提供する大学を増やすこと。（徳島大学
は全く提供していないという点で、それは私としては反省をしな
ければいけないと思っております。）そこに四国の他の大学が
加盟してくるという形で eK4 として大きくなっていくことをまず私
は考えるべきではないかと思いました。
極めて乱暴な議論の紹介になりますが、かつて徳島大学
のもう辞められました副学長が、（四国道州制というのが今で
も議論としてあると思いますが、）例えば四国圏内の旧国立大
学 5 校が連携して、教養教育をどこかできちんとやるといった
議論が、これから道州制の中で出てくるぞ、と話されたことが
あるんですね。私はそれについてそんなのは実現不可能な話
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香川大学大学院地域マネジメント研究科
「地域 ICT・マネジメント」eK4 に関連する講義

報

告

e 学習理論研究会

第２回：4 月 20 日(火)
「高等教育改革へｅラーニングのもたらしたもの」

2010 年 5 月 22 日(土)、第 6 回 e 学習理論研究会が鹿児島
大学で開催されました。
研究会のテーマは「e ラーニングで伸ばす能力、伸びる能力」。
eK4 から 2 名が、下記の発表を行いました。

金西 計英（徳島大学大学開放実践センター教授/eK4 企画委
員）
インターネットに代表され
る ICT は、我々の日常の一
部となって久しい。ICT の影
響は、高等教育へと及んで
いる。現在の高等教育の現
場でｅラーニングがどのよう
に運用されているのか、そ
の問題点や効果について考える。

「e-Learning による四国の知の発信」
林 敏浩 （香川大学総合情報センター准教授）
「高等教育機関の認証連携」
金西計英 （徳島大学 大学開放実践センター教授）
発表後の質疑応答では、
eK4 のサーバーの管理は
自前で行っているのか？
web 認証をシングルサイン
オンにする費用対効果をど
う考えるか？
など、eK4 の取り組みに対
する活発な質問が寄せられました。

第４回：5 月 18 日 (火)
「ICT を活用した歴史研究・教育の現状と課題」
鈴木 正信（香川大学総合情報センター特命助教/eK4 企画委
員・事務局長補佐）
近年、歴史学や歴史教育の分野でも ICT の活用は不可欠とな
っている。本講座では、大
学・研究機関等が開発した
歴史データベースを活用し
た最先端の研究を紹介す
る。また、四国の 8 大学が
連携して進めているｅラー
ニングを取り入れた歴史教
育を紹介する。

公開講座「日本古代の四国と瀬戸内海」
平成 22 年 6 月 22 日（火）、eK4 事務局長補佐・鈴木正信先生
が担当する公開講座「日本古代の四国と瀬戸内海」が、高松市生
涯学習センターまなび CAN で始まりました。
第１回は「「四国」の成り立ち」というテーマで、「四国」という地域
的まとまりがどのように形成されたのかについて講義していただきま
した。
今後４回に亘り、四国の
古代史に関連するテーマを
取り上げます。eK4 ではこの
講義を撮影し、「四国学」
歴史部門のｅラーニングコ
ンテンツとして利用する予
定です。

第５回：6 月 15 日(火)
「e－Knowledge コンソーシアム四国：e-Learning
よる四国の大学連携」
林 敏浩（香川大学大学
総合情報センター准教授・
eK4 事務局長）
☆この講義を聞いた学生さ
んから嬉しいメールをいた
だきました。以下に紹介し
ます。
先日は ICT での授業をありがとうございました。
とても興味があり、もっとくわしく知りたいので
ニュースレターを希望します。
私にもなにかお手伝いできることがあれば幸いで
す。
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公開講座「香川を詠んだ歌人たち」

現代社会研究会

2010 年 6 月 26 日(土)27 日(日)、公開講座「香川を詠んだ歌
人たち」が放送大学香川学習センターで開催されました。

2010 年 8 月 4 日（水）13：30～
15：30、香川大学経済学部第 2 会
議室において、「現代社会研究会」
が開催されました。

【講師】田山泰三先生 香川明星倶楽部
【授業テーマ】柿本人麻呂
から馬場あき子まで時代ご
とに香川で詠まれた歌を味
わい、香川の風土や歴史、
文化を理解する一助を得
ると共に、優れた業績を上
げた香川に関係する方々
の作品を紹介する。

eK4 から事務局長補佐・鈴木正信
先生が「日本古代における「四国」
観の成り立ち」を発表し、eK4 の取り
組みについての紹介も行いました。

現代社会研究会 URL：http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~social/

eK4 ではこの講座の模様
を収録させていただきまし
た。
今後、「四国学」の一部と
して活用していく予定です。

「LMS（Moodle）入門」
2010 年 8 月 24 日(火)
香川大学生涯学習教育研
究センターにおいて、
「LMS（Moodle）入門～コン
テンツ作成から LMS 利用の
第一歩～」が開催されまし
た。
■講師
林 敏浩先生（香川大学総合情報センター准教授）

公開講座「香川と愛媛の地域文化」
香川大学生涯学習
教育研究センターにお
いて公開講座「香川と
愛媛の地域文化」が行
われました。
eK4 では、生涯学習へ
の展開も計画しており、
本講座はその先駆けと
して、また、「四国学」コ
ンテンツの候補として、
撮影・編集を行いまし
た。

参加者は、各自 PC を持ち込み、フリーソフトを使って、e-Learning
教材を作成する方法を学びました。
その後、moodle にログインし、講義のコース開設から、作成した教
材のアップロードまでの流れを実際に PC を操作しながら教えて頂き
ました。
また、moodle のさまざまな機能についてもレクチャーして頂きました。
参加者からは、休憩時間
にも関連する事についての
質問がでるなど、充実した
講習となりました。

■日時 7 月 13 日（火）～8 月 10 日（火）
16：20～7：50（計 5 回）
講 師
竹田 美喜

松山市子規記念博物館館長

柴田 昭二

香川大学副学長・教育学部教授

笹本 正樹

香川大学名誉教授

清水

史

愛媛大学法文学部教授
国際教育支援センター長

JSiSE にて eK4 関連の発表

7/13

2010 年 9 月 4 日(土)、香川大学生涯学習教育研究センターに
おいて、教育システム情報学会(JSiSE)の 2010 年度第 3 回研究
会が開催されました。
・第 3 回研究会 テーマ：教育機関等連携を支援する教育システ
ムの設計・構築・運用／一般

7/20，
8/10
7/27

8/3

eK4 から事務局長補佐・鈴木正信先生と、事務局長・林敏浩先
生が「e-Learning による四国の大学連携」 のテーマで発表しまし
た。
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教育・研究プロジェクト専門委員会

放送大学公開セミナーにて講演

2010 年 9 月 28 日（火）、eK4 の連携 8 大学を遠隔会議システ
ムで結び、第 1 回教育専門委員会・研究プロジェクト専門委員会が
開催されました。
冒頭、教育専門委員会・研究プロジェクト委員会の委員長に、香
川大学教育・学生支援機構大学教育開発センター長の武重雅文
先生が就任する旨が了承されました。
その後、以下の議題に沿って進行しました。

2010 年 11 月 20 日（土）、高松市図書館サンクリスタルにおい
て、放送大学香川学習センター公開セミナーが開催されました。
【講 師】鈴木正信先生（滋賀大学経済学部特任准教授）
【テーマ】讃岐の成り立ちと古代豪族
この講座では、古代の讃
岐国が三つの古代豪族によ
って支配されており、地域ご
とに特徴的な古墳が見られ
ることについて、最近の研究
成果を踏まえてお話いただ
きました。
現在でも東讃・中讃・西讃という呼び方をすることがありますが、
こうした地域性が古代から現代まで連綿と受け継がれていることに
改めて気付かされました。

・平成 23 年度以降の「四国学」について
・平成 22 年度の共同研究シンポジウムについて
・その他
各大学から、今後の四国学の在り方についての意見や、8 大学
で連携していくための方法などについて、具体的な提案がなされる
など、今後の eK4 の方向性についての積極的な発言がありました。
＊写真は Live Meeting で遠隔通信された映像を使用しています。

eK4 では、この講座を撮
影し、e ラーニングコンテンツ
の一部として活用しました。

第 4 回統合認証シンポジウムで講演

四国学セミナー
「四国学」セミナーを開
催しました。

2010 年 12 月 22 日（水）、
佐賀大学総合情報基盤センタ
ーで行われた「第 4 回統合認
証シンポジウム」で、eK4 システ
ム専門委員/徳島大学准教
授・松浦健二先生が eK４関連
の講演を行いました。

■10／12（火）10：30
～12：00
テーマ：「香川県の
手袋産業について」
講師：橋本康男氏 (株)ハシセン代表取締役 会長
場所：香川大学幸町北キャンパス/314 講義室

■場所：佐賀大学教養教育運営機構大講義室
■主催：佐賀大学総合情報基盤センター

■10／28（木）14：40～
16：10
テーマ：「香川県の石
材産業について」
講師：中村卓史氏
(有)中村節郎石材取締役
場所：香川大学幸町
北キャンパス/331 講義室

eK4 でも採用している認証システム・シング
ルサインオン（Shibboleth-SSO）における可能
性や問題点についてお話しいただきました。
参加者からは、SSO を eK4 という組織の中
でどう活用していくか、という点について質問
や意見をいただきました。今後の課題として
取り組んでいきたいと考えています。

香川の地場産業である、手袋と石材について、それぞれの現状
と抱える問題・今後の展望や夢などを語っていただきました。
昨今の厳しい経済状況を踏まえて、学生たちが自分の未来を考
えるよい機会になったのではないでしょうか
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大学教育改革プログラム合同フォーラムに出展
平成 23 年 1 月 24 日(月)・25 日(火)
文部科学省主催
「平成 22 年度大学教育改革プログラム合同フォーラム」
eK4 は、1 月 24 日にポスター展示を行いました。
当日は、多くの入場者で賑わい、eK4 のブースに訪れた方からは「四国の地域に根ざした取り組み内容が面白い」「e ラーニングで単位互換する、
というのは具体的にどういうことか」などといった意見や質問が寄せられていました。
■場所：秋葉原コンベンションホール 他周辺会場
■主催：文部科学省・合同フォーラム推進事務局

連続イベント「スコレ２０１１」を開催

２月１８日(金)～２６日(土)の間、e-とぴあ・かがわ共催で、下記５つのイベントを行いました。
参加者の皆さんを主役に、ジャンルごとに迎えた多彩なゲストとの協働により「じぶんをひらく、カタチにする学び舎」を創出しました。
●イベント内容
１）自分×他人 自分の限界を広げる 6 時間
日時 2/21(月)13:00-19:00
講師 menpei
会場 なタ書

２）零塾 香川編 0 円の私塾
日時 2/26(土)13:00-19:00
講師 坂口恭平
会場 なタ書

３）デザイン演習 初級 フライヤーを作ってみる
日時 2/22(火)2/23(水)13:30-20:00
講師 山脇弘道
会場 e-とぴあ・かがわ
４）映像演習 初級 撮影と編集の基礎がわかる。
日時 2/18(金)13:30-20:00,2/19(土)・2/20(日)18:00-21:00
講師 木崎公隆・大西和希 会場 e-とぴあ・かがわ
５）映像演習 中級 ショートムービーを作ってみる。
日時 2/24(木)14:00-21:00、2/25(金)13:30-20:00
講師 木崎公隆・山脇弘道
会場 e-とぴあ・かがわ
多彩な講師をお招きして、和気あいあいとした雰囲気のなか行われたイベントは、参加者それぞれスキルアップや自己実現の模索などの場に
なったのではないでしょうか。
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