第 11 回地域協働学部教授会 議事要録

日

時：平成 28 年２月 10 日（水） 14 時 30 分～16 時 30 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、玉里副学部長、池田教授、市川教授、受田教授、内田教授、大石教授、
石筒准教授、霜浦准教授、中澤准教授、中村准教授、湊准教授、吉岡准教授、今城講師、須藤講師、
藤岡講師、塩崎教授、立川准教授、廣瀬准教授、森助教
欠 席 者：鈴木教授、大槻准教授、俣野講師、斉藤助教
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

配布資料

第 10 回地域協働学部教授会議事要録（案）

資料１

平成 27 年度第９回全学教育機構会議資料

資料２

第４回人事計画策定方針検討ＷＧ資料

資料３

第 16 回教育組織改革実施本部資料

資料４

平成 27 年度 第９回学士課程運営委員会資料

資料５

第 137 回朝倉地区安全衛生委員会資料（抜粋）

資料６

平成 27 年度第１回地域協働学部総務委員会（メール会議）審議結果ほか

資料 7-1 平成 27 年度第 17 回広報・予算部会議事メモ
資料 7-2 広報関係対応記録簿(前回教授会以降対応分)
資料 7-3 平成 27 年度第３回パートナー説明会スケジュール(案)
資料 7-4 推進会議主催「学習成果報告会」スケジュールほか
資料 7-5 社会人師匠講座第２弾ポスターほか
資料 7-6 平成 27 年度地域協働学部予算措置修正案（１月 19 日執行額反映分）
資料 7-7 平成 28 年度機能強化経費所要額調書の提出についてほか
資料 8-1 平成 27 年度第 10 回教務委員会議事要録（案）
資料 8-2 学生の異動（復学）
資料 8-3 平成 27 年度第 7 回実習プログラム専門委員会議事要録（案）
資料 9-1 高知大学地域協働学部履修規則の一部を改正する規則の制定について（案）
資料 9-2 高知大学地域協働学部履修規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
資料 10

地域協働学部副学部長の交代について

資料 11

平成 28 年度地域協働学部委員会構成・人員配置案

資料 12

平成 28 年度地域協働学部時間割（案）

資料 13

平成 28 年度年間行事予定表（学部統括会議・教授会開催予定日記入分）

卓上配布１ 全国ネットワーク化事業 平成 27 年度ＣＯＣ／ＣＯＣ＋全国シンポジウム開催案内

議事に先立ち、第 10 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． 平成 27 年度第９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１に基づき、平成 27 年度第９回全学教育機構会議について報告が行われた。

２． 第４回人事計画策定方針検討ＷＧの報告について
上田学部長から、資料２に基づき、第４回人事計画策定方針検討ＷＧについて報告が行われた。

３． 第 16 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３に基づき、第 16 回教育組織改革実施本部について報告が行われた。

４． 平成 27 年度第９回学士課程運営委員会の報告について
玉里副学部長から、資料４に基づき、平成 27 年度第９回学士課程運営委員会について報告が行われた。

５． 第 137 回朝倉地区安全衛生委員会の報告について
池田教授から、資料５に基づき、第 137 回朝倉地区安全衛生委員会について報告が行われた。なお、ストレ
スチェックの実施体制案について意見があれば、２月 19 日（金）までに池田教授及び地域協働事務室まで連絡
することとなった。

６． 平成 27 年度第１回総務委員会（メール会議）の報告について
辻田副学部長から、資料６に基づき、平成 27 年度第１回総務委員会（メール会議）について報告が行われた。

７． 平成 27 年度第 17 回広報・予算部会の報告について
辻田副学部長から、資料 7-1 に基づき、平成 27 年度第 17 回広報・予算部会について報告が行われた。
（１）広報記録の対応について
辻田副学部長から、資料 7-2 に基づき、平成 27 年度第 10 回地域協働学部教授会以降の広報記録の対応につ

いて報告が行われた。
（２）平成 27 年度第３回地域協働パートナー説明会の開催について
中澤准教授から、資料 7-3 に基づき、平成 27 年度第３回地域協働パートナー説明会の開催について説明が行
われた。
（３）地域協働教育推進会議主催「学習成果報告会」の開催について
須藤講師から、資料 7-4 に基づき、地域協働教育推進会議主催「学習成果報告会」の開催について説明が行
われた。
（４）地域協働教育推進会議主催「社会人師匠講座」第２弾の開催について
今城講師から、資料 7-5 に基づき、地域協働教育推進会議主催「社会人師匠講座」第２弾の開催について説
明が行われた。
（５）平成 27 年度学部予算配分修正案について
中澤准教授から、資料 7-6 に基づき、平成 27 年度学部予算配分修正案について説明が行われた。
（６）平成 28 年度学部予算の要求額について
中澤准教授から、資料 7-7 に基づき、平成 28 年度学部予算の要求額について説明が行われた。

８． 平成 27 年度第 10 回教務委員会の報告について
玉里副学部長から、資料 8-1～8-3 に基づき、平成 27 年度第 10 回教務委員会について報告が行われた。
なお、病気等正当な理由により修学困難な状況で出席時数不足の学生に対しては実習授業のみ代替措置を認
めることの報告に関連して、吉岡准教授から、審議未了である成績不振学生の取扱いについて質問があり、上
田学部長から、教務委員長に検討を指示しているとの回答があった。
【審議事項】
１． 高知大学地域協働学部履修規則の一部改正について
玉里副学部長から、資料 9-1 及び 9-2 に基づき、高知大学地域協働学部履修規則の一部改正について説明が
行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

２． 地域協働学部副学部長の交代について
上田学部長から、資料 10 に基づき、地域協働学部副学部長の交代について説明が行われ、審議の結果、大石
教授が玉里副学部長の残任期間である平成 28 年４月から平成 30 年３月末までの間、地域協働学部副学部長を
担当することが承認された。

３． 平成 28 年度地域協働学部委員会構成及び人員配置案について
上田学部長から、資料 11 に基づき、平成 28 年度地域協働学部委員会構成及び人員配置案について説明が行

われ、審議の結果、委員会構成及び各委員長・部会長の配置について承認された。また、各委員会・部会の委
員構成については、下記のスケジュールにより行うことが併せて承認された。
２/17（水）
：学部三役にて委員構成を決定後、メールにて案内
２/22（月）
：意見・要望締切り
３/２（水）統括会議を経て、３/９（水）教授会にて決定

４． 平成 28 年度地域協働学部時間割（案）について
石筒准教授から、資料 12 に基づき、平成 28 年度地域協働学部時間割（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。

５． 平成 28 年度地域協働学部統括会議及び教授会の開催日（案）について
上田学部長から、資料 13 に基づき、平成 28 年度地域協働学部統括会議及び教授会の開催日（案）について
説明が行われ、原案どおり承認された。なお、実習地とのスケジュール調整次第ではあるが、学部内会議の開
催時間確保のため、原則として、教授会開催日は実習を実施しないことが確認された。

６． その他
受田教授から、卓上配布１に基づき、平成 27 年度ＣＯＣ／ＣＯＣ＋全国シンポジウム開催案内について説明
が行われた。
学務課地域協働学部教務係近藤係長から、平成 27 年度第８回教授会において「地域協働学部の成績不振者等
の学生への対応」に関する申合せが、学部長預かりとなっていることについて質問があり、上田学部長から、
早急に検討するとの回答があった。

次回開催
日 時：平成 28 年３月９日（水）14：00～
場 所：総合研究棟 会議室１（２階）

