
第 6 回高知大学ホームカミングデー   2015 年度学長主催外国人留学生等懇談会を開催 

  （14 ページに関連記事）   （18 ページに関連記事） 

（2） 

○人文社会科学部キックオフ・シンポジウム「高知から考える人文社

会科学の可能性」を開催

○農林海洋科学部キックオフ・シンポジウム「高知が拓く、日本の未

来～農林海洋科学部の誕生～」を開催

○平成 27度高知大学永年勤続者表彰式

○第 55回室戸貫歩を開催

○高知大学地方創生人材育成基金等設立及び感謝状贈呈式

○平成 27年度医学教育等関係業務功労者表彰

○2015年度学長主催外国人留学生等交流懇談会を開催

○平成 27年度高知信用金庫・高知安心友の会学術賞授与式及び受賞

講演会を開催

○平成 27年度卓越した学業等成績優秀者授業料免除決定通知書交付

式

（15） 

（16） 

（16） 

（17） 

（17） 

（18） 

（18） 

（19） 

（20） 

（21） 

○人事異動

○叙位・叙勲

（8） 

（9） 

○役員会

○経営協議会

○教育研究評議会

（10） 

（12） 

（12） 

○教育学部附属教育実践総合センター・51 番教室・遠隔授業

システムお披露目式

○平成 27 年度高知大学大学院学位授与式

○第 6回高知大学ホームカミングデーを開催

○第 66回黒潮祭を開催

○物部キャンパス一日公開を開催

（13） 

（13） 

（14） 

（14） 

（15） 
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規則等名 制定者 制定日 制定番号 施行日 改正理由等 

国立大学法人高知大学の保有する個人情

報の適切な管理に関する規則の一部を改

正する規則

学長 平成 

27.11.9 

規則第 39 号 平成 

27.11.9 

先般の年金個人情報流出事案を踏まえ、「初期対応

に係る対策強化」「現場における安全管理措置の徹

底」等を行うこととした、平成 27 年 8 月 25日付け

「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理

のための措置に関する指針改正」を参考に規定内容

を改正。 

また、本学における個人番号及び特定個人情報の

取扱いについて、「国立大学法人高知大学における特

定個人情報等の取扱いに関する規則」を個人情報管

理等の特例を定める規則として新規制定することに

伴い、「本学における特定個人情報の取扱いについて

は、この規則に定めるもののほか、関係法令等に基

づき、別に定めるところによる」旨を規定。 

このほか、機構等「部局等」の規定に含まれない

部局があったため、修正。 

国立大学法人高知大学における特定個人

情報等の取扱いに関する規則

学長 平成 

27.11.9

規則第 40 号 平成 

27.11.9 

「行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27

号。）の施行に伴い、今後本学が個人番号関係事務実

施者として番号法に定められた事務を行うに当た

り、関係法令及び「特定個人情報の適正な取扱いに

関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等

編）」に基づいた、国立大学法人高知大学における「個

人番号（生存する個人のものだけでなく死者のもの

も含む。）及び個人番号をその内容に含む個人情報の

具体的な取扱い」を定める必要があることから、本

規則を新規に制定。 

国立大学法人高知大学の保有する個人情

報の開示等に関する規則の一部を改正す

る規則

学長 平成 

27.11.9

規則第 41 号 平成 

27.11.9

「行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27

号）に規定された個人情報の開示に係る「特定個人

情報」の特例について、規則上に規定することとし

規則を一部改正。 

なお、機構等「部局等」の規定に含まれない部局

があったため修正。 

また、別記様式中に異議申立て等の手続きについ

ての記載がなかったため追記。 

国立大学法人高知大学保有個人情報管理

実施細則の一部を改正する規則

学長 平成 

27.11.9

規則第 42 号 平成 

27.11.9

平成 27 年 8 月 25 日付け「独立行政法人等の保有

する個人情報の適切な管理のための措置に関する指

針改正」への対応として、個人情報保護に係る措置

の対象としての「職員」に派遣労働者が含まれるこ

とを明確化するため、派遣労働者等を含む「職員等」

を新たに定義し、規則中の管理に従事する「職員」

を「職員等」へ改正した国立大学法人高知大学の保

学 内 規 則
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有する個人情報の適切な管理に関する規則の改正に

伴い、細則上の「職員」についても「職員等」へ改

める。 

国立大学法人高知大学職員就業規則の一

部を改正する規則

学長 平成 

27.11.11

規則第 43 号 平成 

27.11.11

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号)

により、平成 28 年１月から社会保障、税、災害対

策の分野で「個人番号」の利用が開始される。 

本学においても、雇用保険届出事務、給与所得・

退職所得の源泉徴収事務など、大学からハローワー

クや税務署等へ提出する行政手続書類に個人番号の

記載が必要となるため、職員に採用された者が提出

する書類に「個人番号の確認及び本人確認の措置の

ために必要な書類」を追加するとともに、本学の職

員等から個人番号を取得するにあたって、職員の意

識を喚起するため、個人番号の提供と本人確認への

協力を求める条項を追加する。 

国立大学法人高知大学非常勤職員就業規

則の一部を改正する規則

学長 平成 

27.11.11

規則第 44 号 平成 

27.11.11

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号)

により、平成 28 年１月から社会保障、税、災害対

策の分野で「個人番号」の利用が開始される。 

本学においても、雇用保険届出事務、給与所得・

退職所得の源泉徴収事務など、大学からハローワー

クや税務署等へ提出する行政手続書類に個人番号の

記載が必要となるため、職員に採用された者が提出

する書類に「個人番号の確認及び本人確認の措置の

ために必要な書類」を追加するとともに、本学の職

員等から個人番号を取得するにあたって、職員の意

識を喚起するため、個人番号の提供と本人確認への

協力を求める条項を追加する。 

国立大学法人高知大学職員の採用等に関

する規則の一部を改正する規則

学長 平成 

27.11.11

規則第 45 号 平成 

27.11.11

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号)

により、平成 28 年１月から社会保障、税、災害対

策の分野で「個人番号」の利用が開始される。 

本学においても、雇用保険届出事務、給与所得・

退職所得の源泉徴収事務など、大学からハローワー

クや税務署等へ提出する行政手続書類に個人番号の

記載が必要となるため、職員に採用された者が提出

する書類に「個人番号の確認及び本人確認の措置の

ために必要な書類」を追加する。 

高知大学医学部倫理委員会規則の一部を

改正する規則

学長 平成 

27.11.10

規則第 46 号 平成 

27.11.10

平成 27 年 4 月に施行された「人を対象とする医学

系研究に関する倫理指針」（平成 26 年 12 月 22 日文

部科学省、厚生労働省告示第３号）において審査資

料の保存期間について新たに規定されたため、規則

中、記録の保存期間に関する部分について指針に沿

った内容となるよう一部改正。 

また、別紙様式について新指針に沿った内容とな
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るようあわせて整理。 

高知大学医学部附属病院諸料金規則の一

部を改正する規則

学長 平成 

27.11.17

規則第 47 号 平成 

27.11.17

保険適用外診療である「肺悪性腫瘍に対するＣＴ

ガイド下経皮的ラジオ波凝固療法」について、自費

診療を開始するにあたり料金設定を行うこととし、

規則を一部改正。 

高知大学医学部附属病院の保有する個人

情報の適切な管理のための措置に関する

規則を廃止する規則

学長 平成 

27.11.17

規則第 48 号 平成 

27.11.17

全学規則である「国立大学法人高知大学の保有す

る個人情報の適切な管理に関する規則」と規定内容

がほぼ同一であったことから、今後の管理等は同全

学規則によることとし、規則を廃止。 

国立大学法人高知大学における規則等の

取扱基準に関する規則の一部を改正する

規則

学長 平成 

27.11.20

規則第 49 号 平成 

27.12.1

「部局長」に、各機構長、各室長並びに関係法令

及び規則等により一定の事項を掌理する各種委員会

等の長が含まれていなかったため加えることとし、

規則を一部改正。 

また、詳細な制定手続を規定している規則が「学

長が制定する規則」であることが、規定上明確でな

かったため、文言を整理。 

あわせて、総務課における審査は案により行うこ

とを明記するとともに、規則中「主管課長」につい

て、財務部経理室の設置等の実態を鑑み、「主管課

（室）長」に改める。 

高知大学教育学部長候補者選考規則の一

部を改正する規則

学長 平成 

27.12.9

規則第 50 号 平成 

27.12.9

学部長候補者の選出に関する規定に、選挙の成立

要件（選挙有資格者の３分の２以上の投票）を加え

ることとし、規則を一部改正。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

長期履修学生規則の一部を改正する規則

学長 平成 

27.12.14

規則第 51 号 平成 

28.4.1

履修の延長期間について、総合人間自然科学研究

科修士課程教育学専攻短期履修プログラム（標準修

業年限１年）に対応した規定とするため、規則中「修

士課程にあっては最長２年、博士課程（医学専攻を

除く。）にあっては最長３年、博士課程医学専攻にあ

っては最長４年とする」を「当該教育課程の標準修

業年限と同一の期間を限度とする」に改正。 

高知大学海洋コア総合研究センター規則

の一部を改正する規則

学長 平成 

28.1.8 

規則第 52 号 平成 

28.2.1 

共同利用・共同研究拠点である海洋コア総合研究

センターには、第３期中期目標期間において、一層

の機能強化が求められていることから、その機能強

化の一環として、より多様な者から本センターの教

育研究へ協力及び支援を受けることができることと

するため、規則中「客員教授及び客員准教授を置く

ことができる」としている客員教員に関する規定を

「客員教授、客員准教授、客員講師又は客員助教を

置くことができる」と改める。 

また、統合国際深海掘削計画（Integrated Ocean 

Drilling Program（IODP）、平成 15 年 10 月～平成

25 年 9 月）が計画期間を終了し、新たに国際深海科

学掘削計画（International Ocean Discovery 

Program（IODP）、平成 25 年 10 月～平成 35年 9 月）

へと移行したことに伴い、規則中の当該計画名称を

改める。 
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高知大学学則の一部を改正する規則 学長 平成 

28.1.13 

規則第 53 号 平成 

28.4.1 

(1) 長期休業日に係る規定について、実態として、

学則に明記された期間によらず、学年暦により年

度ごとに期間を変更していることから、期間を明

記せず、学年暦として学長が別に定める形に改め

る。【第４条】 

(2) 停学期間の卒業要件在学期間への算入に係る

規定について、通算して３か月以上にわたるとき

は卒業要件在学期間に算入しないことが不明確な

規定であったため、明確になるよう改める。【第

20 条】 

(3) 編入学資格に係る規定について、平成 27 年６

月の学校教育法の一部改正により高等学校の専攻

科の課程を修了した者に大学への編入学の資格が

認められることとなったこと等を踏まえ改める。

あわせて入学資格に係る規定の字句を修正【第 31

条～第 33 条】 

(4) 科目区分に係る規定について、授業科目区分に

おける共通専門科目の廃止に伴い改める。【第 37

条】 

(5) 収容定員等に係る規定並びに学部ごとの教育

職員免許状の種類及び教科等に係る規定につい

て、人文学部から人文社会科学部、農学部から農

林海洋科学部への改組に伴い改める。別表第３に

ついては、あわせて、教職認定基準の規定に則っ

た表記（学則に入学定員を定められた基本組織（学

部・学科）ごとの表記）へ改める。【別表第１、別

表第３】 

高知大学共通教育の教育課程に関する規

則の一部を改正する規則

学長 平成 

28.1.13 

規則第 54 号 平成 

28.4.1 

・平成 28 年度からの共通教育の教育課程における科

目区分の変更（共通専門科目の廃止）に伴うもの

（平成 27 年度開設の地域協働学部については、完

成年度を迎えていないことから、改正前の教育課

程を維持する。） 

・卒業に必要な授業科目及び単位数については学部

等規則において詳細に定めていることから、学部

ごとの単位数を示した別表を削除し、全学共通の

履修方法について本則中に規定することとする。 

・別に定めると規定している手続き等に係る事項に

ついて、共通教育実施委員会が別に定める旨を明

確にする。 

・その他字句の修正 

国立大学法人高知大学組織規則等の一部

を改正する規則

学長 平成 

28.1.13 

規則第 55 号 平成 

28.2.1 

現在「総合研究センター防災部門」が担っている

防災研修会等の実施や防災に関する行政機関、企業

及び各種団体との連携のほか、「防災・減災」に係る

全学的、組織的な教職員への啓発及び地域貢献の推

進をより一層強化するため、総合研究センター防災

部門を発展的に移行し、「防災推進センター」を設置

・国立大学法人高知大学組織規則 

・国立大学法人高知大学安全・安心機構

規則 

・高知大学総合研究センター規則 
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することとし、国立大学法人高知大学組織規則及び

高知大学総合研究センター規則を一部改正。 

あわせて、本学の総合的な安全・安心の円滑な運

営を行う安全・安心機構に防災部門を新設し、防災

推進センターが当該部門に参画することとし、国立

大学法人高知大学安全・安心機構規則を一部改正。 

高知大学防災推進センター規則 学長 平成 

28.1.13 

規則第 56 号 平成 

28.2.1 

防災推進センターの設置に伴い、高知大学防災推進

センター規則を制定。 

高知大学防災推進センター運営戦略室規

則 

学長 平成 

28.1.13 

規則第 57 号 平成 

28.2.1 

防災推進センターの設置に伴い、高知大学防災推進

センター運営戦略室規則を制定。 

高知大学医学部附属病院規則等の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.1.12 

規則第 58 号 平成 

28.2.1 

医学部附属病院の中央診療施設である輸血部につ

いて、従来の輸血管理業務に加え、新たに実施を計画

している「細胞プロセッシング」を含む細胞治療や再

生治療などの先端医療の開発や支援をその業務に包

含する「輸血・細胞治療部」へと改組することとし、

高知大学医学部附属病院規則を一部改正。 

また、改組に伴い、高知大学医学部附属病院検査

部・輸血部規則及び高知大学医学部附属病院社会保険

委員会規則中の「輸血部」に関する規定を改める。 

・高知大学医学部附属病院規則 

・高知大学医学部附属病院検査部・輸血

部規則 

・高知大学医学部附属病院社会保険委員

会規則 

高知大学医学部附属病院輸血・細胞治療

部規則 

学長 平成 

28.1.12 

規則第 59 号 平成 

28.2.1 

医学部附属病院の中央診療施設に輸血・細胞治療部

を組織することに伴い、医学部附属病院輸血・細胞治

療部規則を制定。 

高知大学医学部附属病院諸料金規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.1.12 

規則第 60 号 平成 

28.1.12 

保険適用外診療である「画像ガイド下経皮的ラジオ

波凝固療法」及び「耳管開放症に対する耳管ピン挿入

術」について、自費診療を開始するにあたり料金設定

を行うこととし、規則を一部改正。 

なお、既存の「肺悪性腫瘍に対するＣＴガイド下経

皮的ラジオ波凝固療法」については、今回同料金で設

定する「画像ガイド下経皮的ラジオ波凝固療法」に含

めることとし、規則中「肺悪性腫瘍に対するＣＴガイ

ド下経皮的ラジオ波凝固療法」を「画像ガイド下経皮

的ラジオ波凝固療法」に改める。 

高知大学教育研究部人文社会科学系人文

社会科学部門教員選考委員会規則の一部

を改正する規則 

学長 平成 

28.1.13 

規則第 61 号 平成 

28.4.1 

委員数の見直しに伴い規則を一部改正。 

高知大学教育学部附属幼稚園規則等の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.1.13 

規則第 62 号 平成 

28.4.1 

年度途中での学校評議員の追加・交代等の際に、従

来は学校評議員ごとに委嘱の日の翌年度の末日まで

とされていた任期について、委嘱の日に現に委嘱され

ている他の学校評議員があるときは、当該評議員と任

期を揃えることとし、各学校園規則の学校評議員に係

る規定を改正。 

また、高知大学教育学部附属幼稚園における幼児定

員について、平成 28 年度から段階的に３歳児を１学

級 28 人、４歳児及び５歳児を１学級 24 人とすること

に伴い、高知大学教育学部附属幼稚園規則の幼児定員

に係る規定を改正。 

・高知大学教育学部附属幼稚園規則 

・高知大学教育学部附属小学校規則 

・高知大学教育学部附属中学校規則 

・高知大学教育学部附属特別支援学校規 

則 
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国立大学法人高知大学事務組織規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.1.18 

規則第 63 号 平成 

28.2.1 

平成 28 年２月 1 日付け防災推進センターの設置に

伴い、課ごとの所掌事務に関する規定中、研究国際部

研究推進課に係る規定に、「防災推進センターに関す

ること」を加えることとし、規則を一部改正。 

高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管

理員補助者の指名に関する規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.1.27 

規則第 64 号 平成 

28.2.1 

防災推進センターの設置及び医学部附属病院輸血

部の輸血・細胞治療部への改組等に伴い、勤務時間管

理員及び勤務時間管理員の事務の範囲を定める別表

の規定を改正。あわせて、規則中の字句等を修正。 

国立大学法人高知大学文書処理規則等の

一部を改正する規則 

学長 平成 

28.1.27 

規則第 65 号 平成 

28.2.1 

平成 28 年２月１日付学内共同教育研究施設「防災

推進センター」の設置に伴い、業務遂行上の軽微な改

正を行うもの。 

部局ごとに規定している、国立大学法人高知大学文

書処理規則別表における「文書担当係」「文書記号」

「代理決裁者」に係る規定、国立大学法人高知大学職

員労働安全衛生管理規則別表における「部局安全衛生

事務担当者」に係る規定について、防災推進センター

に係る規定の追加及び総合研究センター防災部門に

係る規定の削除。国立大学法人高知大学職員労働安全

衛生管理規則別表については、総合研究センターの

「部局安全衛生事務担当者」の見直し等を踏まえ、あ

わせて改正。 

また、申出に基づき、他学内共同教育研究施設と同

様に「防災推進センター」に係る公印を作成すること

とし、国立大学法人高知大学公印規則別表に防災推進

センターに係る規定を追加。あわせて、届出に基づき

廃止する公印に係る規定を削除。 

このほか、高知大学企画戦略機構規則中、各推進本

部に参画する施設の規定について、他の学内共同教育

研究施設と同様に「防災推進センター」を加える。 

・国立大学法人高知大学文書処理規則 

・国立大学法人高知大学職員労働安全衛

生管理規則 

・国立大学法人高知大学公印規則 

・高知大学企画戦略機構規則 

高知大学医学部医学科授業科目履修規則

の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.1.25 

規則第 66 号 平成 

28.4.1

平成 28 年４月１日からの科目区分「共通専門科目」

の廃止に伴い、規則中の科目区分及び教育課程表につ

いて一部改正。 

あわせて、科目の廃止、科目名称の変更等のため、

教育課程表を一部改正。 

国立大学法人高知大学学長選考会議規則

の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.1.29 

規則第 67 号 平成 

28.4.1

教育研究評議会から選出される学長選考会議委員

について、理事が兼務する者を除くこととし、規則を

一部改正。 



○人事異動

[教員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.12.31 濱田　典彦 医療学系臨床医学部門講師
H28.1.31 原田　陽介 医療学系臨床医学部門助教
H27.12.31 菊地　広朗 医療学系臨床医学部門助教
H27.12.31 楊川　寿男 医学部附属病院救急部特任助教

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.1.1 越智　経浩 医療学系基礎医学部門助教
H27.11.1 村上　一郎 医療学系連携医学部門教授
H27.11.1 立岩　浩規 医療学系臨床医学部門助教
H27.12.1 廣野　祥子 医療学系看護学部門講師

H27.12.1 櫻井　哲也 総合科学系複合領域科学部門准教授

H28.1.1 菊地　広朗 医学部附属病院小児科特任助教 医療学系臨床医学部門助教

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H27.11.1 北村　直也 医療学系臨床医学部門講師 医療学系臨床医学部門助教
H27.12.1 蘆田　真吾 医療学系臨床医学部門講師 医療学系臨床医学部門助教
H28.1.1 久米　基彦 医療学系臨床医学部門准教授 医療学系臨床医学部門講師
H28.1.1 大井　美紀 医療学系看護学部門教授 医療学系看護学部門准教授

[事務系職員]
【出向】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.1.1 濵田　昌代 独立行政法人大学評価・学位授与機構 研究国際部研究推進課研究推進係長

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.1.1 川﨑　雅也 学務部学生支援課学生生活支援係係員

【復帰】
発令年月日 氏名 復帰後の所属・職 元所属・職
H27.11.1 鈴木　敦士 研究国際部地域連携課域学連携推進係係員 独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.12.1 三宮　克彦 研究国際部研究推進課専門員（研究助成担当） 研究国際部研究推進課設備サポート戦略室事務室長

H27.12.1 中嶋　一博 研究国際部研究推進課設備サポート戦略室事務室専門職員（設備サポート担当） 研究国際部学術情報課情報システム係長
H27.11.1 片岡　俊弘 研究国際部地域連携課地方創生推進室地方創生推進係主任（再雇用職員） 研究国際部地域連携課域学連携推進係主任（再雇用職員）

[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.12.31 楠瀬　正彦 医学部附属病院薬剤部薬剤主任
H27.12.31 中岡　雅美 医学部附属病院看護部看護師
H27.12.31 寺川　真穂 医学部附属病院看護部看護師（特例看護職員）

H27.12.31 宮本　恭子 医学部附属病院看護部看護師（特例看護職員）

H27.12.31 猪原　奈々美 医学部附属病院看護部看護師（特例看護職員）

H28.1.31 西　雅恵 医学部附属病院薬剤部薬剤師
H27.12.31 山﨑　真由美 医学部附属病院栄養管理部栄養士
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【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.12.2 西﨑　紗矢香 医学部附属病院看護部看護師（特例看護職員）

H27.12.1 田岡　里彩 医学部附属病院看護部看護師

H28.1.1 濱田　真夏 医学部附属病院薬剤部薬剤師
H28.1.1 吉本　憲司 医学部附属病院看護部看護師

○叙位・叙勲
　　高知大学名誉教授　 中﨑　昭人

　　　　叙位　正四位　（平成27年11月22日付）

　　元高知大学事務局長　 余米　賢三
　　　　叙位　正五位　（平成27年11月24日付）

　第32号　　　　　　　　　　　　　　　　　高 知 大 学 学 報　　　　　　　　　　平成28年2月　（9）



第 32号 高 知 大 学 学 報 平成 28年 2月  （10） 

第２５１回役員会（１１月１１日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 感謝状の贈呈について 

(2) 大学教員の昇任人事について 

(3) 地域協働学部教員研究室整備について 

(4) マイナンバー制度実施に伴う就業規則等の一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) 国立大学法人高知大学保有する個人情報の適切な管理に関する規則等の一部改正及び国立大学法人高知大学に

おける特定個人情報等の取扱いに関する規則の制定等について 

(2) 平成 28年度国立大学法人運営費交付金（機能強化経費「機能強化促進分」）概算要求額の伝達について 

(3) その他 

第２５２回役員会（１１月２５日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 高知大学共通教育の教育課程に関する規則の一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 26年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

(2) 平成 27年度年度計画進捗状況等について 

(3) 所属部門の異動に関する申合せについて 

(4) 平成 27年度第２四半期の財務状況について 

(5) 平成 27年度第２四半期の資金管理状況について 

(6) 平成 27年度決算の早期化について 

(7) 規則の制定について 

(8) その他 

第２５３回役員会（１２月９日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 戦略的管理人員枠による人事について 

(2) 大学教員の採用・昇任人事について 

(3) 決算剰余金の繰越承認及び配分について 

〔報告事項〕 

(1) その他 

第２５４回役員会（１２月２２日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 教育組織改革に係る教員の採用人事について 

(2) 戦略的管理人員枠による人事について 

(3) 第３期中期目標原案・中期計画案について 

会 議
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(4) 高知大学学則の一部改正について 

(5) 防災推進センターの設置について 

(6) 平成 27年度学内補正予算（第２次）の編成について 

(7) 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第４条に該当する基金及び運用益の配分

について」の改正について 

(8) 平成 27年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について 

〔報告事項〕 

(1) 国際交流協定の締結等について 

(2) 平成 27年度一般入試（前期日程試験）における採点ミスについて 

(3) 平成 27年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果に

ついて 

(4) 平成 28年度科学研究費助成事業に係る申請状況について 

(5) 規則の制定について 

(6) その他 

第２５５回役員会（１月１３日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 教育組織改革に係る教員の採用人事について 

(2) 教育組織改革に係る教員の人事案について(1) 

(3) 教育組織改革に係る教員の人事案について(2) 

(4) 戦略的管理人員枠による採用人事について 

(5) テニュアトラック型教員の審査について 

(6) 第３期中期目標原案・中期計画案について 

(7) 大学教員の採用・昇任人事について 

(8) 高知大学学則の一部改正について 

(9) 高知大学共通教育の教育課程に関する規則の一部改正について 

(10) 防災推進センターの設置について 

(11) 平成 27年度学内補正予算（第２次）の編成について 

(12) 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第４条に該当する基金及び運用益の配分

について」の改正について 

(13) 平成 27年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について 

〔報告事項〕 

(1) 大学教員の再任について 

(2) 平成 28年度予算の内示について 

(3) 資金運用状況について 

(4) その他 

第２５６回役員会（１月２７日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 法人運営組織の見直しに向けたタスクフォースの設置について 

(2) 教育組織改革に係る教員の採用人事について 

(3) 戦略的管理人員枠による採用人事について 

(4) 高知大学学位規則の一部改正について 
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(5) 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 26年度「教員の自己点検・評価」について 

(2) 規則の制定について 

(3) その他 

第５７回経営協議会（１月１３日） 

議事 

(1) 第３期中期目標原案・中期計画案について 

(2) 平成 26年度に係る業務の実績に関する評価結果について 

(3) 平成 27年度年度計画進捗状況等について 

(4) 防災推進センターの設置について 

(5) 平成 27年度学内補正予算（第２次）の編成について 

(6) 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第４条に該当する基金及び運用益の配分

について」の改正について 

(7) 平成 27年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について 

(8) 平成 28年度予算の内示について 

(9) 決算剰余金の繰越承認及び配分について 

(10) 平成 28年度以降の国立大学の学部における学生定員超過の抑制について 

（11）平成 27年度第２四半期の財務状況について 

（12）平成 27年度第２四半期の資金管理状況について 

（13）資金運用状況について 

（14）その他 

第７２回教育研究評議会（１月７日） 

議事 

(1) 第３期中期目標原案・中期計画案について 

(2) 平成 26年度に係る業務の実績に関する評価結果について 

(3) 平成 27年度年度計画進捗状況等について 

(4) 国際交流協定の締結等について 

(5) 高知大学学則の一部改正について 

(6) 高知大学共通教育の教育課程に関する規則の一部改正について 

(7) 平成 27年度一般入試（前期日程試験）における採点ミスについて 

(8) 防災推進センターの設置について 

(9) 平成 27年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果に

ついて 

(10) 規則の制定等について 

(11) その他 
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○教育学部附属教育実践総合センター・51 番教室・遠隔授業システムお披露目式

教育学部は、平成 27 年 12 月 18 日（金）、改築した附属教育実践総合センター（模擬授業教室、教

職キャリア開発支援室）・51 番教室・遠隔授業システムのお披露目式を行った。 

お披露目式には、関係者や学生が出席し、藤田詠司教育学部長が挨拶し、脇口宏学長から祝辞が述

べられた。

附属教育実践総合センターの模擬授業教室は、極力教育現場と同じ機材・教具・空間的な雰囲気を

再現した教室で、ＩＣＴを活用した授業にも対応できるよう電子黒板も設置され、授業実践力の向上

など期待ができる。また、この室では遠隔授業システムにより教育学部附属小学校及び附属中学校の

授業を参観し、教員が学生らに遠隔指導をすることも可能なものになっている。さらに、遠隔授業シ

ステムは、51 番教室にも設置している。 

（式典の様子） （模擬授業教室）

○平成 27 年度高知大学大学院学位授与式

12 月 18 日（金）、学長室において、「平成 27 年度高知大学大学院学位授与式」が関係者出席のもと

挙行した。脇口宏学長が医学系研究科生命医学系専攻（課程博士）1 名、総合人間自然科学研究科医学

専攻（課程博士）2 名に学位を授与した。 

（記念写真）

学 事
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○第 6 回高知大学ホームカミングデーを開催

平成 27年 11月 1日（日）、高知大学と高知大学同窓会連合会の共催による「第 6 回高知大学ホーム

カミングデー」を開催した。

第 6 回目となる今年も「絆 ふれあい ～過去、現在、未来～」をテーマに、午前は、各キャンパ

スで学部の催しを実施、午後は朝倉キャンパスで記念式典、記念講演会及び懇親会を開催した。記念

講演会では、株式会社デューク取締役会長宮垣睦男氏（農学部卒業）が、「デュークの原点は 212番教

室からはじまった！」と題して、高知大学の思い出や音楽業界について講演し、好評を博した。

そのほか、学生によるお茶会、よさこい鳴子踊り、マジックショー等や大学祭の黒潮祭も開催され、

盛会のうちに幕を閉じた。

（記念式典の様子）   （記念講演会：宮垣睦男氏）

○第 66 回黒潮祭を開催

 平成 27年 11 月 1日（日）・2日（月）の 2 日間、朝倉キャンパスにおいて「第 66 回黒潮祭」を開催

した。今年のテーマは「結寿 ～Yuzu～」と題し、展示や出店、ステージライブ等が開催され、大い

に賑わった。 

また、昨年から始まった朝倉キャンパスのイルミネーション点灯も行った。 

（黒潮祭の写真）  （学生による出店を楽しむ脇口学長）

諸 報
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○物部キャンパス一日公開を開催

 平成 27年 11 月 3日（火・祝）、物部キャンパスにおいて地域住民キャンパスを開放して紹介する「物

部キャンパス一日公開」を開催した。 

この物部キャンパス一日公開は、広大な物部キャンパスにある農学部、大学院総合人間自然科学研

究科黒潮圏総合科学専攻、総合研究センター（遺伝子実験施設）及び海洋コア総合研究センター等の

教育研究活動を地域住民に、より深く理解してもらうため毎年開催している。 

当日は、教職員、学部学生、大学院生、留学生等が、講義、実験、体験コーナーなど様々な企画を

実施した。今回は、天候にも恵まれ、家族連れを中心に約 4,500人の来場者があり、各企画を楽しん

でいた。 

（芋ほり体験コーナー）  （学生・留学生による出店コーナー） 

○人文社会科学部キックオフ・シンポジウム「高知から考える人文社会科学の可能性」を開催

平成 27年 11月 8日（日）、高新ＲＫＣホール（高知市）において平成 28年 4月開設の人文社会科

学部キックオフ・シンポジウム「高知から考える人文社会科学の可能性」を開催した。 

シンポジウムでは、高知大学の吉尾寛人文学部長が開会挨拶した後、第 1部「いま、人文社会科学

系学部がなす教育とは？」をテーマに、名古屋大学の日比嘉高准教授から、「踏みとどまること、つな

ぐこと－人文社会科学の意義と可能性」と題した基調講演が行われた。続いて、高知大学の吉尾寛人

文学部長から、「高知大学人文社会科学部が目指す教育」と題した講演、明治大学の出見世信之商学部

長から、「明治大学商学部発『ダブルコア』という教育のしくみ」と題した講演が行われた。 

第 2部「高知県に立地する人文社会科学系学部の教育・研究の方向性」をテーマに、高知県立大学

の岩倉秀樹文化学部長、高知工科大学の経済・マネジメント伴金美学群長、高知大学の玉里恵美子地

域協働学部副学部長から説明が行われた。続いて、高知県の経済界や文化関係者の中から、ひまわり

乳業株式会社の吉澤文治郎代表取締役社長、土佐山内家宝物資料館の渡部淳館長から、「人文社会科学

系学部への期待」をテーマにコメントをいただいた後、高知大学の中川香代人文学部副学部長のモデ

レーターにより登壇者全員で議論を行い、高知県の人文社会科学系学部に対する理解を深めた。

閉会挨拶を高知大学の脇口宏学長が行った。



第 32号 高 知 大 学 学 報 平成 28年 2月  （16） 

  （パネルディスカッションの様子）   （入試相談の様子）

○農林海洋科学部キックオフ・シンポジウム「高知が拓く、日本の未来～農林海洋科学部の誕生～」

を開催

平成 27年 11月 23 日（月・祝）、高知会館において平成 28 年 4月開設の農林海洋科学部キックオフ・

シンポジウム「高知が拓く、日本の未来 ～農林海洋科学部の誕生～」を開催した。 

シンポジウムでは、脇口宏学長が開会挨拶した後、徳山英一海洋コア総合研究センター長から、「海

洋資源から見た資源立国日本の誕生」と題して基調講演が行われた。続いて、尾形凡生農学部副学部

長から、「農林海洋科学部の誕生！山、川から太平洋までがキャンパスに」と題して基調報告が行われ

た後、各学科の農林資源環境科学科、農芸化学科、海洋資源科学科の紹介が行われた。 

パネルディスカッションでは、「高知発、海洋資源の未来を探る！」をテーマに、村山雅史海洋コア

総合研究センター教授がコーディネーターを務め、海洋関連企業の方、大学生や高校生を交えた議論

を行い、農林海洋科学部に対する理解を深めた。 

  （パネルディスカッションの様子）   （農学部での取組展示）

○平成 27年度高知大学永年勤続者表彰式

平成 27年 11月 25 日（水）、メディアの森メディアホールにおいて「平成 27年度高知大学永年勤続

者表彰式」が関係者出席のもと挙行した。本学の職員並びに文部科学省、国立大学法人、独立行政法

人国立高等専門学校機構及び独立行政法人国立青少年教育振興機構等の職員として引き続いた在職期

間が 20年以上であって、当該勤続期間のうち本学職員としての勤続期間が 10年以上である者 12名に、

脇口宏学長が被表彰者一人ひとりに表彰状と記念品を授与した。 
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（表彰式の写真） 

○第 55 回室戸貫歩を開催

平成 27年 11月 28 日（土）・29日（日）、高知大学伝統の「第 55 回室戸貫歩」を開催した。 

室戸貫歩は、昭和 36 年に空手道部員が心身鍛練のため、体力と精神力の限界に挑戦するという目的

で始めた行事。高知市の朝倉キャンパスから室戸岬までの約 90キロの道のりを夜通し歩き、制限時間

30 時間以内でのゴールを目指すというもの。十数年前から一般参加も可能になりここ数年参加者が急

増、県民も楽しみにする高知大学の伝統行事となっている。 

55 回目となる今回は高知大生をはじめ教職員と市民ら 472 名が参加。脇口宏学長が参加者に激励の

言葉をかけた。その後、午前 9 時に一斉スタートし、それぞれの思いを込めて足を進め 300 名が完歩

した。 

 また、今年も地元自治体及び住民から室戸貫歩の運営及び参加者に温かい豚汁、おにぎり等の支援

をいただいた。 

  （出発の写真） （貫歩の様子）

○高知大学地方創生人材育成基金等設立及び感謝状贈呈式

地元企業 2 社からの、高知県に根ざし高知県に貢献する人材育成を目的とした寄附の申し入れを受

け、その寄附を原資に「高知大学地方創生人材育成基金」及び返還義務を負わない奨学金制度「高知

大学地方創生人材育成基金奨学金」を設立した。平成 28 年度から 4名の 3年生（医学部医学科は 5年

生）に年額 40万円を最長 2 年間給付する。対象は一定の成績や必要単位数を取得し、卒業後に高知県

内で就労する強い意志のある学生としている。 
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平成 27年 11月 30 日（月）には、同基金への寄附に対する感謝状贈呈式が学長室で行われ、脇口宏

学長から株式会社ヒワサキの日和﨑二郎社長と澁谷食品株式会社の澁谷伸一社長に感謝状の贈呈が行

われた。 

（前列左から日和﨑社長、脇口学長、澁谷社長）

○平成 27年度医学教育等関係業務功労者表彰

 平成 27年 12 月 2日（水）、文部科学省 3階講堂において「平成 27年度医学教育等関係業務功労者

表彰」が挙行され、医学部附属病院栄養管理部の岡村 栄作調理師と横田 典和調理師が表彰された。 

 医学教育等関係業務功労者表彰は、医学教育等関係業務において特に功績が顕著な者に対し、文部

科学大臣が表彰を行うものである。 

（前列左から岡村調理師、脇口学長、横田調理師）  

○2015 年度学長主催外国人留学生等交流懇談会を開催

平成 27年 12月 2日（水）、高知市内において「2015年度学長主催外国人留学生等交流懇談会」を開

催した。これは、高知大学に学ぶ外国人留学生や外国人研究者と留学生支援団体や教職員との交流の

場を設け、外国人留学生等との親睦を図るとともに相互理解を深める目的で毎年開催されているもの。

中国、韓国、インドネシアなど 22ヶ国の留学生と地元の留学生支援団体、関係教職員等の計 165名が

参加した。 

開催にあたって脇口宏学長から、留学生への励ましを込めたメッセージが送られた。 

その後、朝倉、岡豊、物部の３つのキャンパスの各代表留学生による日本語でのスピーチが行われ、

高知での留学生活の感想や今後の目標、日頃からお世話になっている関係者への感謝の気持ちが述べ
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られた。 

その後は、留学生によるステージパフォーマンスや国を超えて楽しく歓談が行われ、最後に留学生

全員がステージに上がり、順番にそれぞれの国の言葉で「幸せなら手をたたこう」を歌い、菊地るみ

子副学長の挨拶と温かなメッセージで締めくくられた。 

（幸せなら手をたたこうを歌う留学生たち）  

○平成 27年度高知信用金庫・高知安心友の会学術賞授与式及び受賞講演会を開催

平成 28年 1 月 5日（火）、医学部基礎臨床研究棟において「平成 27年度高知信用金庫・高知安心

友の会学術賞授与式及び受賞講演会」を開催した。 

本件は、高知信用金庫及び高知安心友の会からの医学研究に対する助成金を基金として、高知大

学医学部（高知医科大学時代を含む）において基礎・臨床の各分野で学術研究上顕著な成果をあげ

た研究者に対し学術賞を授与するものである。 

受賞対象者は、高知大学医学部の准教授、講師、助教、大学院生、医員及び外国人研究者で、選

考の結果、統合生理学准教授谷口睦夫氏、検査部講師竹内啓晃氏の 2 名に学術賞を授与した。 

 （後列左から 椛教授、本家教授、奥谷教授）

（前列左から 杉浦医学部長、竹内講師、谷口准教授、

高知信用金庫矢野常務理事）
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○平成 27年度卓越した学業等成績優秀者授業料免除決定通知書交付式

平成 28年 1 月 6日（水）、「平成 27年度高知大学卓越した学業等成績優秀者授業料免除決定通知書

交付式」が執り行われ、脇口宏学長から学部学生 24名、大学院生 58名に決定通知書を交付した。 

本件は、卓越した学業成績や特筆すべき研究活動等をもとに、学部長及び専攻長の推薦により選考

決定した。 

脇口宏学長からは、卓越した学業等成績優秀者に選ばれたことを誇りに、社会の発展となる活躍を

期待したいと挨拶があった。 

また、決定通知書を交付された学生は、感謝とともにこれからもしっかり研鑽し社会貢献できるよ

うに頑張りたいと意欲をみせていた。 

（交付式）    （大学院生集合写真）

（学部生集合写真）
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１１月 

１日（日）  第 6回高知大学ホームカミングデー 

 第 66回黒潮祭（～２日） 

２日（月） 医学系出身国立大学長懇談会 

国立大学協会総会 

学長事務総括本部会議 

平成 27年度第 7回入試企画実施機構会 

議 

教育ミーティング 

３日（火） 物部キャンパス一日公開 

４日（水） 辞令交付 

５日（木） ＳＰＯＤ研修会 

第 6回掘削コア科学シンポジウム 

６日（金） ＡＡＰコンソーシアム四国：評価委員会 

８日（日） 高大連携化学系研究フォーラム 

人文社会科学部キックオフ・シンポジウ

ム 

１１日（水） 第 251回役員会 

１２日（木） 平成 27 年度中国・四国地区国立大学法

人等労働安全衛生協議会（～１３日） 

平成 27 年度中国・四国地区労働安全衛

生管理担当役員会 

第 12回大学のあり方に関する意見交換 

会 

１３日（金） 第 70 回中国・四国地区国立大学法人理

事・事務局長会議 

１４日（土） 推薦Ⅰ（人・理・看・農・地域）入学試

験 

農学部ＡＯ入試第 2次入学試験 

１６日（月） 学長事務総括本部会議 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

教育ミーティング 

１８日（水） 推薦Ⅰ（教）入学試験（～１９日） 

大学・教育支援機構リエゾンオフィス運

営委員会 

１９日（木） 国立大学協会大学評価委員会 

研究顕彰制度選考委員会 

２０日（金） 特別修学支援専門部会 

医工連携交流会 

教員免許状更新講習実施委員会 

２３日（月） 農林海洋科学部キックオフ・シンポジウ

ム 

２４日（火） 研究推進戦略委員会 

２５日（水） 平成 27年度高知大学永年勤続表彰式 

平成 27 年度中国・四国地区国立大学法

人等係長研修会 

第 252回役員会 

２６日（木） 修士・博士課程教務委員会 

２７日（金） 国立大学協会大学マネジメントセミナー 

学期制導入検討タスクフォース会議 

２８日（土） 第 55回室戸貫歩（～２９日） 

第 4回高知コアセンター講演会 

３０日（月） 国立大学法人等最高情報セキュリティ責 

任者会議 

感謝状贈呈式 

学士課程運営委員会 

  教育ミーティング 

１２月 

１日（火） 辞令交付 

２日（水） 教育研究部会議 

平成 27年度学長主催外国人留学生等交 

流懇談会 

３日（木） 大学ＩＣＴ推進協議会 2015 年度年次大

会（～４日） 

第 81回四国国立大学協議会 

５日（土） 第 44 回アカデミアセミナー南海地震に

備える防災シンポジウムⅤ 

７日（月） 学長事務総括本部会議 

第 13回大学のあり方に関する意見交換 

会 

平成 27年度第 8回入試企画実施機構会 

議 

教育ミーティング 

９日（水） 第 253回役員会 

日 誌
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１０日（木） 決算検査報告説明会 

附属学校園運営委員会 

１３日（日） 第 48回学長杯争奪駅伝大会 

１４日（月） 総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

教育ミーティング 

１５日（火） 国際地域連携推進機構会議 

１６日（水） 全学教員人事審議会 

若手教員評価委員会 

１７日（木） 平成 27 年度国立大学法人等国際企画担

当責任者連絡協議会 

全学財務委員会 

１８日（金） 平成 27 年度高知大学大学院学位記授与

式 

教育学部附属教育実践総合センター・51

番教室・遠隔授業システムお披露目会 

研究顕彰制度選考委員会 

学生・教育支援機構会議 

利益相反マネージメント委員会 

２１日（月） 学長事務総括本部会議 

全学教育機構会議 

教育ミーティング 

知的財産セミナー 

２２日（火） 第 254回役員会 

２４日（木） 安全衛生委員会（朝倉地区） 

２５日（金） 第 8回高知県地域社会連携推進本部会議 

１月 

４日（月） 辞令交付 

第 2回学士課程入学試験委員会 

仕事始めの会 

4学期制導入検討に係るタスクフォース 

会議 

教育ミーティング 

５日（火） 学長事務総括本部会議 

６日（水） 卓越した学業等成績優秀者授業料免除 

決定通知書交付式 

７日（木） 第 72回教育研究評議会 

８日（金） 教育組織改革実施本部会議 

１２日（火） 四国新年交流会 

１３日（水） 第 57回経営協議会 

第 255回役員会 

１５日（金） 地方創生人材育成基金奨学金第 2次選考

会議 

１６日（土） 大学入試センター試験（～１７日） 

１８日（月） 学長事務総括本部会議 

全学教育機構会議 

教育ミーティング 

１９日（火） 特別修学支援専門部会 

２０日（水） ＦＤフォーラム 

２１日（木） 若手教員評価委員会 

２２日（金） 国立大学協会臨時総会 

ＪＡＭＳＴＥＣ連携推進協議会（～２３

日） 

２３日（土） 平成 27 年度高知ＣＳＴ養成プログラム

受講者懇談会・ＣＳＴ活動報告 

２４日（日） 寒中水泳 

２５日（月） 国立大学法人等施設整備に関する説明会 

（～２６日） 

学士課程運営委員会 

第 14回大学のあり方に関する意見交換 

会 

教育ミーティング 

２７日（水） 第 256回役員会 

２８日（木） 安全衛生委員会（朝倉地区） 

内外情勢調査会高知支部懇談会 

２９日（金） 国立大学協会国際交流委員会 

第 9回国立大学法人研究担当理事・副学 

長会議 

３０日（土） 大学院理学専攻（修士課程）第 2次入学

試験 

３１日（日）  推薦Ⅱ・私費・土佐さきがけプログラム

生命・環境人材育成コースＡＯ入学試験 

大学院応用自然科学（博士課程）第 2次

入学試験 
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