第 23 回地域協働学部教授会 議事要録

日

時：平成 29 年３月８日（水） ９時 00 分～12 時 00 分

場

所：総合研究棟会議室１（２階）

出 席 者：上田学部長、辻田副学部長、大石副学部長、池田教授、受田教授、内田教授、鈴木教授、玉里教授、
石筒准教授、大槻准教授、霜浦准教授、中澤准教授、中村准教授、松本准教授、湊准教授、
吉岡准教授、今城講師、田中講師、藤岡講師、俣野講師、斉藤助教、佐藤助教、塩崎教授、
新納教授、立川准教授、廣瀬准教授、吉用准教授、森助教
欠 席 者：市川教授、須藤講師
陪 席 者：（学務課地域協働学部教務係）近藤
（総務課地域協働事務室）山本、笹岡
配付資料：

第 22 回地域協働学部教授会議事要録（案）

資料１

第 80 回教育研究評議会資料

資料 2-1

第 65 回全学財務委員会資料

資料 2-2

第 66 回全学財務委員会資料

資料３

平成 28 年度第 10 回学士課程運営委員会資料

資料４

平成 28 年度第 10 回全学教育機構会議資料

資料５

平成 28 年度第 2 回 4 学期制導入に係るタスクフォース会議資料

資料６

第１回人文社会科学系修士課程改組検討委員会資料

資料７

第 23 回教育組織改革実施本部資料

資料８

平成 28 年度第 13 回地域協働学部教務委員会資料

資料 9-1

平成 28 年度第 18 回地域協働学部総務委員会資料

資料 9-2

平成 28 年度第 19 回地域協働学部総務委員会資料

資料 10-1

２月 20 日実施広報・予算部会打ち合わせ資料

資料 10-2

平成 28 年度第 11 回地域協働学部広報・予算部会（メール会議）審議結果（案）

資料 11

平成 28 年度第４回地域協働学部入学・卒業判定等に関する委員会議事要録（案）

資料 12-1

３月 10 日 FD 実施案

資料 12-2

3 月 30 日「農村の過疎・高齢化問題」FD チラシ

資料 13

日韓「地域協働教育」セミナーポスター

資料 14

平成 28 年度第２回資格教育委員会資料

資料 15-1

平成 29 年度地域協働学部委員会構成案

資料 15-2

平成 29 年度域協働学部委員会担当一覧

資料 16-1

地域協働学部教授会運営に関する内規（案）

資料 16-2

地域協働学部教授会運営に関する内規新旧対照表

資料 17-1

高知大学地域協働学部フィールド実習費事務取扱要領（案）

資料 17-2

高知大学地域協働学部フィールド実習費事務取扱要領新旧対照表

配付資料１

平成 28 年度地域協働学部スケジュール

配付資料２

平成 29 年度地域協働学部スケジュール

配付資料３

平成 28 年度第 14 回地域協働学部教務委員会（メール会議）資料

議事に先立ち、上田学部長から、第 22 回地域協働学部教授会議事要録の確認が行われ、承認された。

議

事：

【報告事項】
１． 第 80 回教育研究評議会の報告について
上田学部長から、資料１に基づき、第 80 回教育研究評議会について報告が行われた。

２． 第 65 回・第 66 回全学財務委員会の報告について
上田学部長から、資料 2-1 及び 2-2 に基づき、第 65 回・第 66 回全学財務委員会について報告が行われた。

３． 平成 28 年度第 10 回学士課程運営委員会の報告について
大石副学部長から、資料３に基づき、平成 28 年度第 10 回学士課程運営委員会について報告が行われた。ま
た、塩崎教授から、ｅポートフォリオの導入について説明が行われた。

４． 平成 28 年度第 10 回全学教育機構会議の報告について
上田学部長から、資料４に基づき、平成 28 年度第 10 回全学教育機構会議について報告が行われた。

５． 平成 28 年度第 2 回 4 学期制導入に係るタスクフォース会議の報告について
上田学部長から、資料５に基づき、平成 28 年度第 2 回 4 学期制導入に係るタスクフォース会議について報告
が行われた。

６． 第１回人文社会科学系修士課程改組検討委員会の報告について

上田学部長から、
資料６に基づき、
第１回人文社会科学系修士課程改組検討委員会について報告が行われた。

７． 第 23 回教育組織改革実施本部の報告について
上田学部長から、資料７に基づき、第 23 回教育組織改革実施本部について報告が行われた。

８． 平成 28 年度第 13 回・第 14 回地域協働学部教務委員会の報告について
大石副学部長から、資料８及び配付資料３に基づき、平成 28 年度第 13 回及び第 14 回地域協働学部教務委員
会について報告が行われた。

９． 平成 28 年度第 18 回・第 19 回地域協働学部総務委員会の報告について
辻田副学部長から、資料 9-1 及び 9-2 に基づき、平成 28 年度第 18 回・第 19 回地域協働学部総務委員会につ
いて報告が行われた。
（１）平成 28 年度第 11 回地域協働学部広報・予算部会の報告について
中澤准教授から、資料 10-1 及び 10-2 に基づき、平成 28 年度第 11 回地域協働学部広報・予算部会について報
告が行われた。
（２）学部ホームページへの不正アクセス問題に対する今後の対応について
中澤准教授から、口頭にて、学部ホームページへの不正アクセス問題に対する今後の対応について、学内サ
ーバーにて運用していく事が報告された。

10．平成 28 年度第４回地域協働学部入学・卒業判定等に関する委員会の報告について
上田学部長から、資料 11 に基づき、平成 28 年度第４回地域協働学部入学・卒業判定等に関する委員会につ
いて報告が行われた。

11．その他
（１） 「地域協働教育推進会議」からの学年研究論文集の作成依頼について
上田学部長から、口頭にて、
「地域協働教育推進会議」からの学年研究論文集の作成依頼について、２年生
のみの研究論文集を「地域協働教育推進会議」予算にて作成する旨の報告が行われた。
（２） 地域協働学部 FD の開催について
辻田副学部長から、資料 12-1、12-2 及び口頭にて、地域協働学部にて開催予定の FD３件について、説明と
出席依頼が行われた。
（３） 地域協働教育学部門主催日韓「地域協働教育」セミナーの開催について
玉里教授から、資料 13 に基づき、地域協働教育学部門主催日韓「地域協働教育」セミナーの開催について説

明と出席依頼が行われた。
（４） 平成 28 年度第２回資格教育委員会の報告について
上田学部長から、資料 14 のとおり平成 28 年度第２回資格教育委員会が開催されたことが報告された。な
お、会議時間短縮のため、当該委員会の詳細については省略された。

【審議事項】
１． 地域協働学部における平成 29 年度委員会担当案について
上田学部長から、資料 15-1 及び 15-2 に基づき、地域協働学部における平成 29 年度委員会担当案について説
明が行われ、審議の結果、実習プログラム専門委員会について、各学年から２名選出し課題探求実践セミナー
の実施責任者を委員に加えることとした。また、その他の委員会については原案どおり承認された。

２． 地域協働学部教授会運営に関する内規の改正案について
上田学部長から、資料 16-1 及び 16-2 に基づき、委員構成の変更に伴う地域協働学部教授会運営に関する内
規の改正案について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

３． 高知大学地域協働学部フィールド実習費事務取扱要領の改正案について
山本室長から、資料 17-1 及び 17-2 に基づき、高知大学地域協働学部フィールド実習費事務取扱要領の改正案に
ついて説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

４． その他

次回開催
日 時：平成 29 年４月 12 日（水）９時 30 分～
場 所：総合研究棟会議室１（２階）

