第 12 回地域協働学部教授会 議事要録
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場
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議事に先立ち、第 11 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 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１に基づき、平成 27 年度第 10 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 20 回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 20 回全学教員人事審議会について報告が行われた。

３． 第 15 回高知大学のあり方に関する意見交換会の報告について
上田学部長から、資料３に基づき、第 15 回高知大学のあり方に関する意見交換会について報告が行われた。

４． 平成 27 年度第 10 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 10 回学士課程運営委員会について報告が行われた。

５． 平成 27 年度第６回高知大学学生支援委員会の報告について
藤岡講師から、資料５に基づき、平成 27 年度第６回高知大学学生支援委員会について報告が行われた。

６． 第 61 回全学財務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 61 回全学財務委員会について報告が行われた。

７． 平成 27 年度第 11 回～第 13 回教務委員会の報告について
玉里副学部長から、資料 7-1 から 7-3 に基づき、平成 27 年度第 11 回～第 13 回教務委員会について報告が行
われた。

８． 平成 27 年度第 18 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 に基づき、平成 27 年度第 18 回広報・予算部会について報告が行われた。
（１）広報関係対応記録簿(前回教授会以降対応分)について
辻田副学部長から、資料 8-2 に基づき、前回教授会以降の広報関係対応記録簿について報告が行われた。
（２）平成 28 年度地域協働学部パンフレットについて
吉岡准教授から、資料 8-3 に基づき、平成 28 年度地域協働学部パンフレットについて報告が行われ、パンフ
レット用の教員顔写真の変更を希望する場合は吉岡准教授まで連絡することとなった。
（３）平成 27 年度第３回地域協働パートナー説明会の実施結果について
中澤准教授から、資料 8-4 に基づき、平成 27 年度第３回地域協働パートナー説明会の実施結果について報告
が行われた。
（４）平成 27 年度地域協働学部予算の執行状況について
笹岡係員から、資料 8-5 に基づき、平成 27 年度地域協働学部予算の執行状況について報告が行われた。
（５）フィールド実習費（６万円）の支出振替項目について
笹岡係員から、資料 8-6 に基づき、フィールド実習費（６万円）の支出振替項目について報告が行われた。
また、辻田副学部長から、平成 27 年度の支出項目のうち、実習等の出張にかかる教員の日当が学部の予算を圧
迫していることから、平成 28 年度の予算配分額が決定した段階で、日当支給額の減額等について検討する旨の
報告があった。
（６）平成 28 年度大学改革促進経費所要額調の作成状況について
辻田副学部長から、資料 8-7 に基づき、平成 28 年度大学改革促進経費所要額調の作成状況について報告が行
われた。
（７）平成 28 年度「学長裁量経費」の公募開始について
辻田副学部長から、資料 8-8 に基づき、平成 28 年度「学長裁量経費」の公募開始について説明が行われた。

９． その他
（１）平成 27 年度第１回・第２回資格教育委員会の報告について
斉藤助教から、資料 9-1 から 9-3 に基づき、平成 27 年度第１回・第２回資格教育委員会について報告が行わ
れた。なお、会議時間短縮のため、詳細な説明は省略された。
（２）西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社との「地域協働による教育活動」実施に関する協定に
ついて
上田学部長から、資料 10 に基づき、西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社との「地域協働による教
育活動」実施に関する協定について報告が行われた。

【審議事項】
１． 高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会について
上田学部長から、資料 11 に基づき、高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会の委員選出依頼があったこ
とについて説明があり、審議の結果、地域協働学部より当該委員会委員を選出することが了承された。なお、
選出する委員については、学部三役にて決定することとなった。

２． 一般入試前期日程小論文監督者の選定と確認に関する改善方針（案）について
鈴木教授から、資料 12 に基づき、一般入試前期日程小論文監督者の選定と確認に関する改善方針（案）につ
いて説明が行われた。また、上田学部長から、一般入試前期日程における入試委員長の負担軽減が必要である
旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

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 13-1 及び 13-2 に基づき、平成 28 年度地域協働学部委員会構成及び各委員会への人員
配置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． 委員会構成の変更に伴う地域協働学部各種委員会に関する内規の一部変更について
上田学部長から、資料 14 に基づき、委員会構成の変更に伴う地域協働学部各種委員会に関する内規の一部変
更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． 委員会構成の変更に伴う教務委員会要項の一部変更について
上田学部長から、資料 15 に基づき、委員会構成の変更に伴う教務委員会要項の一部変更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。

６． 地域協働学部におけるアドバイザー教員制度の運用について
玉里副学部長から、資料 16 に基づき、地域協働学部におけるアドバイザー教員制度の運用について説明が行
われ、審議の結果、原案どおり承認された。

７． 公益財団法人東京海上各務記念財団国内奨学金について
池田教授から、資料 17-1 及び 17-2 に基づき、
「公益財団法人東京海上各務記念財団国内奨学金」への推薦者
選考要領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。

８． その他

次回開催（臨時）
日 時：平成 28 年３月 30 日（水）14：00～
場 所：総合研究棟 会議室１（２階）

