第 10 回地域協働学部教授会 議事要録

日

時：平成 28 年１月 13 日（水）14 時 10 分～15 時 50 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、市川教授、受田教授、内田教授、鈴木教授、
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、湊准教授、吉岡准教授、
今城講師、藤岡講師、俣野講師、斉藤助教、塩崎教授、廣瀬准教授、森助教
欠 席 者：池田教授、大石教授、須藤講師、立川准教授
陪 席 者：黒笹特任教授
（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９回地域協働学部教授会議事要録（案）

資料 1

平成 27 年度第８回全学教育機構会議資料

資料 2

平成 27 年度第 16 回国立大学法人高知大学全学教員人事審議会資料

資料 3

第３回人事計画策定方針検討ＷＧ資料

資料 4

第 60 回全学財務委員会資料

資料 5

平成 27 年度第８回学士課程運営委員会資料

資料 6-1 平成 27 年度第７回入試企画実施機構会議議事要録（案）
資料 6-2 平成 27 年度第８回入試企画実施機構会議議題等
資料 7

高知大学学生寮整備計画（案）

資料 8-1 平成 27 年度第 15 回広報・予算部会議事メモ
資料 8-2 平成 27 年度第 16 回広報・予算部会議事メモ
資料 8-3 広報関係対応記録簿（第９回教授会以降対応分）
資料 8-4 平成 27 年度第 2 回地域協働パートナー説明会スケジュールほか
資料 8-5 「地域協働教育推進会議」社会人師匠講座第２弾ポスター（案）
資料 8-6 アクセス解析レポート
資料 8-7 「地域協働教育推進会議」学習・教育成果報告会ポスター（案）
資料 9

平成 28 年度地域協働学部時間割（案）

資料 10

平成 28 年度地域協働学部教授会開催日（案）

資料 11

国際連携推進センター採用教員の所属部門及び兼任担当の希望についてほか

資料 12

客員教授等の推薦についてほか

教授会開始前に、玉里副学部長から、今後の学部行事について、下記のとおりアナウンスがあった。
平成 28 年１月 26 日（火）13：00-17：15 地域理解実習報告会
17：30-19：00 実習地の方との懇親会
平成 28 年２月６日（土） 13：00-16：15 地域協働研究Ⅰ学習成果報告会
平成 28 年４月４日（月） 9：00-12：00、13：10-16：20 新入生オリエンテーション
平成 28 年４月５日（火） 9：00-12：00 ２年生オリエンテーション

また、議事に先立ち、第９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８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８回全学教育機構会議について報告が行われた。

２． 平成 27 年度第 16 回国立大学法人高知大学全学教員人事審議会の報告について
上田学部長から、資料２に基づき、平成 27 年度第 16 回国立大学法人高知大学全学教員人事審議会について
報告が行われた。

３． 第３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３に基づき、第３回人事計画策定方針検討ＷＧについて報告が行われた。

４． 第 60 回全学財務委員会の報告について
上田学部長から、資料４に基づき、第 60 回全学財務委員会について報告が行われた。

５． 平成 27 年度第８回学士課程運営委員会の報告について
上田学部長から、資料５に基づき、平成 27 年度第８回学士課程運営委員会について報告が行われた。

６． 平成 27 年度第７回・第８回入試企画実施機構会議の報告について
鈴木教授から、資料 6-1 及び 6-2 に基づき、平成 27 年度第７回及び第８回入試企画実施機構会議について報
告が行われた。

７． 高知大学学生寮整備計画（案）について
鈴木教授から、資料７に基づき、高知大学学生寮整備計画（案）について説明が行われた。なお、本整備案
について意見があれば、平成 28 年１月 29 日（金）までに地域協働事務室までメールすることとなった。

８． 平成 27 年度第 15 回・第 16 回広報・予算部会の報告について
辻田副学部長から、資料 8-1 及び 8-2 に基づき、平成 27 年度第 15 回及び第 16 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 8-3 に基づき、平成 27 年度第９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２回地域協働パートナー説明会の報告について
中澤准教授から、
資料8-4に基づき、
平成27年度第２回地域協働パートナー説明会について報告が行われた。
また、来年度以降の実習先について、黒潮町については町全体を実習地として検討中であること、四国銀行お
客さまサポート部及び、いの町商工会については、後日個別相談を行う旨が報告された。
（３）
「地域協働教育推進会議」社会人師匠講座第２弾の企画状況について
今城講師から、資料 8-5 に基づき、
「地域協働教育推進会議」社会人師匠講座第２弾の企画状況について報告
が行われ、平成 28 年２月 12 日（金）13：30-15：00 に共通教育棟 3 号館 311 教室にて開催することが報告さ
れた。
（４）学部ホームページのアクセス解析レポートについて（資料 8-6）
（p.247～p.256）
吉岡准教授から、資料 8-6 に基づき、学部ホームページのアクセス解析レポートについて報告が行われた。
（５）
「地域協働教育推進会議」学習成果報告会の開催について
辻田副学部長から、資料 8-7 に基づき、
「地域協働教育推進会議」学習成果報告会の企画状況について報告が
行われ、平成 28 年２月 10 日（水）18：00-20：30 に高知文化プラザかるぽーとにて開催することが報告され
た。

【審議事項】
１． 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９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、承認された。

２． 平成 28 年度地域協働学部教授会の開催日（案）について
上田学部長から、資料 10 に基づき、平成 28 年度地域協働学部教授会の開催日（案）について説明が行われ

た。なお、本件について、審議の結果、平成 28 年度地域協働学部教授会の開催日時を毎月第２週の水曜日の午
前中とすることが承認されたが、教授会開催日の午後の時間を利用し学部内の各会議を実施してはどうかとの
意見があったため、石筒准教授を中心に、教授会開催日に実習授業を組まないスケジュールが可能かどうか検
討し、次回教授会にて再審議することとなった。

３． 国際連携推進センター採用教員の兼任担当の希望について
上田学部長から、
資料 11 に基づき、
国際連携推進センター採用教員の兼任担当の希望について説明が行われ、
審議の結果、承認された。

４． 客員教授等の推薦について
上田学部長から、資料 12 に基づき、客員教授等の推薦について説明が行われ、審議の結果、承認された。

次回開催
日 時：平成 28 年２月 10 日（水）14：30～
場 所：総合研究棟 会議室１（２階）
※14：00 からシラバスに関するＦＤを開催予定(約30 分)

