
高知大学大学院学位記授与式 平成 28 年（2016 年）熊本地震現地調査速報会
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○高知大学公開講座及び地域協働学部地域協働教育推進会議社会人

師匠講座「シリーズ俺を越えて行け！」

○第 9 回高知大学演習林トレイルランニングレース 2016

○高知大学朝倉キャンパスに期日前投票所を開設

○平成 28 年度高知大学国際交流基金助成事業決定通知書交付式
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 (15） 
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（17） 

○人事異動

○叙位・叙勲

（6） 

（7） 

○役員会

○経営協議会

○教育研究評議会

（8） 

（10） 

（10） 

○高知大学大学院学位記授与式

○平成 28 年度土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業

開講式

○平成 28 年（2016 年）熊本地震現地調査速報会

○高知大学教育学部幼児教育コース「あそぼーや」を開設

○高知大学研究拠点プロジェクト研究成果報告会 2016

○医学部附属病院「七夕コンサート」
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（13） 
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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 

高知大学医学部附属病院規則の一部を改

正する規則 

学長 平成 

28.5.24 

規則第 4 号 平成 

28.6.1 

医学部附属病院の診療支援施設として、入院予定

患者への各種説明、患者基本情報の収集、収集した

患者基本情報の病棟等への提供などの入院に係る診

療支援を一元的に行うことにより、医学部附属病院

における患者サービスの一層の向上及び効率的な入

院治療に資することを目的とする入院サポートセン

ターを設置することとし、規則中診療支援施設に係

る規定について一部改正。 

あわせて、規則中各施設等の詳細について「病院

長が別に定める」旨の規定に関し、実態として各施

設等規則として学長が別に定めていることから、「病

院長が」を削除。 

高知大学医学部附属病院入院サポートセ

ンター規則 

学長 平成 

28.5.24 

規則第 5 号 平成 

28.6.1 

医学部附属病院の診療支援施設として、入院予定

患者への各種説明、患者基本情報の収集、収集した

患者基本情報の病棟等への提供などの入院に係る診

療支援を一元的に行うことにより、医学部附属病院

における患者サービスの一層の向上及び効率的な入

院治療に資することを目的とする入院サポートセン

ターを設置することに伴い、規則を制定。 

高知大学医学部附属病院地域医療連携室

規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.5.24 

規則第 6 号 平成 

28.6.1 

医学部附属病院の診療支援施設である地域医療連

携室について、他の診療支援施設と同様に運営に関

し必要な事項を審議する「運営委員会」を設置する

こととし、「地域医療連携室運営委員会」に関する規

定を追加。 

また、規則中室長、副室長の指名等に関する規定

について、医学部附属病院規則に同様の規定がある

ことから削除。 

あわせて、地域医療連携室の構成員に係る規定中

「医師」について、室長及び副室長をもって足りる

ことから削除。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

委員会規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.5.30 

規則第 7 号 平成 

28.5.30 

土佐さきがけプログラムの学年進行により、平成

28 年度から大学院総合人間自然科学研究科修士課

程において土佐さきがけプログラムグリーンサイエ

ンス人材育成コースの教育を行うこととなったた

め、総合人間自然科学研究科委員会の委員に土佐さ

きがけプログラムからの委員を加えることとし、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

修士課程教務委員会規則の一部を改正す

る規則 

学長 平成 

28.5.30 

規則第 8 号 平成 

28.5.30 

土佐さきがけプログラムの学年進行により、平成

28 年度から大学院総合人間自然科学研究科修士課

程において土佐さきがけプログラムグリーンサイエ

ンス人材育成コースの教育を行うこととなったた

学 内 規 則
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め、総合人間自然科学研究科修士課程教務委員会の

委員に土佐さきがけプログラムからの委員を加える

こととし、規則を一部改正。 

高知大学修学支援基金規則 学長 平成 

28.6.1 

規則第 9 号 平成 

28.6.1 

平成 28 年度税制改正において、新たに「国立大学

法人等への個人寄附に係る税額控除の導入等」が認

められ、「経済的理由により修学が困難な学生等に対

する授業料減免等に係る費用負担」を事業内容とす

る「修学支援事業基金への個人寄附」について、既

存の「所得控除」と、個人の寄附者にとってはより

控除効果が見込まれる「税額控除」との選択制を導

入することとされた。 

本学において、経済的理由により修学が困難とな

る学生への支援は喫緊の課題であることから、税制

改正も踏まえ、広く寄附を募り、その財源を基に更

なる奨学事業を実施するため、新たに「高知大学修

学支援基金」を立ち上げることとし、本規則を制定。 

高知大学修学支援基金寄附受入要項 学長 平成 

28.6.1 

規則第 10 号 平成 

28.6.1 

平成 28 年度税制改正において、新たに「国立大学

法人等への個人寄附に係る税額控除の導入等」が認

められ、「経済的理由により修学が困難な学生等に対

する授業料減免等に係る費用負担」を事業内容とす

る「修学支援事業基金への個人寄附」について、既

存の「所得控除」と、個人の寄附者にとってはより

控除効果が見込まれる「税額控除」との選択制を導

入することとされた。 

本学において、経済的理由により修学が困難とな

る学生への支援は喫緊の課題であることから、税制

改正も踏まえ、広く寄附を募り、その財源を基に更

なる奨学事業を実施するため、新たに「高知大学修

学支援基金」を立ち上げることとし、基金規則を制

定するとともに、寄附金の受入れについて定めた本

要項を制定。 

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 

28.6.1 

規則第 11 号 平成 

28.6.1 

高知大学修学支援基金の設置に伴い、総務課の所

掌事務に「高知大学修学支援基金に関すること（他

の課の所掌に属するものを除く。）。」を追加すること

とし、規則を一部改正。 

高知大学学則の一部を改正する規則 学長 平成 

28.6.10 

規則第 12 号 平成 

28.6.10 

平成 28 年３月 31 日に公布され、平成 28 年４月１

日から施行された「学校教育法施行規則の改正」に

おいて、留学生を積極的に受け入れ、国際化を推進

していく観点から、大学院の入学資格に関して、外

国の学校教育における 16 年の課程の修了という要

件の原則は維持しつつ、一定の要件を満たした場合

には、外国の学校教育における 16 年に満たない課程

を修了した者に対し、大学院の入学資格を付与する

こと等が定められたことに対応するため、学則中修

士課程及び博士課程医学専攻の入学資格に係る規定
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を一部改正。 

あわせて、博士課程医学専攻の入学資格に係る規

定中文言の統一を行う。 

高知大学国際交流基金管理委員会規則の

一部を改正する規則 

学長 平成 

28.6.22 

規則第 13 号 平成 

28.6.22 

平成 28 年度からの執行体制の変更を踏まえ、国際

交流基金の円滑で適正な管理運用を図るため、本委

員会の委員に副学長（国際連携担当）を新たに加え

ることとし、規則を一部改正。 

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 

28.6.28 

規則第 14 号 平成 

28.7.1 

入院患者の私物の洗濯については、患者と洗濯業

者の直接契約によって実施されていたが、本学が洗

濯業者と契約し、患者に保険適用外料金による「日

常生活上のサービス」として医学部附属病院が提供

することとし、料金の設定を行う。 

なお、新生児聴覚スクリーニングについて、自費

診療として 6,048 円の保険適用外料金を設定してい

たが、本年度から高知県内の市町村（一部市町村は

未実施）において公費負担が実施されることとなり、

その場合の金額が 5,540 円と設定されたことから、

医学部附属病院における保険適用外料金について当

該金額と合わせることとし、5,540 円と改める。 

また、全ての項目を連番で記載していた別表につ

いて、領域ごとの連番で記載するよう改める。 

高知大学大学教育創造センター規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.6.22 

規則第 15 号 平成 

28.6.22 

センターに置くユニットの構成員に、兼務教員を

加えることとし、規則を一部改正。あわせて、ユニ

ット長について、センター長の職務を助け、ユニッ

トの業務を統括する者である旨を明記する。 

なお、センターの構成員に関する規定について、

分室規則において分室職員を置くこととされている

ことから、合わせた規定とすることとし、センター

の構成員に「その他必要な職員」を加える。あわせ

て、「その他必要な兼務教員」を「兼務教員」に改め

る。 

高知大学保有個人情報管理委員会規則の

一部を改正する規則 

学長 平成 

28.7.6 

規則第 16 号 平成 

28.7.6 

委員会委員に係る規定中「全学情報セキュリティ

管理責任者」を、現行の本学における情報セキュリ

ティに関する総括的な権限及び責任を有する「最高

情報セキュリティ責任者」に改めるとともに、「事務

職員３人」、「その他委員長が必要と認めた者」とし

て昨年度まで参画していた委員について、職指定の

委員として規定に明記する。 

あわせて、会議の定足数の緩和を図ることとし、

定足数を委員の「３分の２以上」から「２分の１以

上」に改める。 

国立大学法人高知大学男女共同参画推進

委員会規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.7.13 

規則第 17 号 平成 

28.7.13 

平成 28 年７月１日付で新たに男女共同参画に係

る事項を処理する学長特別補佐が置かれたことに伴

い、男女共同参画推進委員会構成員に「男女共同参

画に係る事項を処理する学長特別補佐」を追加する
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こととし、規則を一部改正。 

高知大学ＳＵＩＪＩ推進委員会規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.7.27 

規則第 18 号 平成 

28.8.1 

平成 28 年度からの執行体制の変更を踏まえ、ＳＵ

ＩＪＩ推進委員会の任務であるＳＵＩＪＩ推進室の

運営及びＳＵＩＪＩ事業の推進に関する事項の審議

等を円滑に行うため、本委員会の委員に国際連携推

進センター長を新たに加えることとし、規則を一部

改正。 

高知大学国際連携推進委員会規則の一部

を改正する規則 

学長 平成 

28.7.5 

規則第 19 号 平成 

28.7.5 

平成 28 年度からの執行体制の変更を踏まえ、本学

における国際交流に関する事項を審議する本委員会

の目的を鑑み、副学長（国際連携担当）を委員会の

委員に追加することとし、規則を一部改正。 

あわせて、委員の代理出席を認める旨規定するこ

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
H28.5.31 安光　ラヴェル　香保子 医学部　特任助教 医学部　特任研究員
H28.5.31 高山　裕介 臨床医学部門　助教
H28.6.30 神元　裕子 臨床医学部門　助教
H28.6.30 久保　慶子 臨床医学部門　助教
H28.5.31 永野　拓矢 人文社会科学部門　准教授

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.5.1 赤松　恵美 看護学部門　准教授
H28.5.1 川合　弘恭 看護学部門　助教
H28.5.1 山内　英雄 医学部附属病院　特任准教授
H28.5.1 近江　訓子 医学部附属病院　特任助教
H28.5.1 加藤　諒 医学部附属病院　特任助教
H28.6.1 中城　登仁 臨床医学部門　准教授
H28.6.1 高山　裕介 臨床医学部門　助教
H28.6.1 安光　ラヴェル　香保子 医学部　特任助教 医学部　特任研究員
H28.7.1 青山　文 臨床医学部門　助教
H28.7.1 弘瀬　伸行 臨床医学部門　助教
H28.7.1 仙頭　慎哉 臨床医学部門　助教
H28.7.20 髙野　義人 黒潮圏科学部門　特任研究員

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H28.5.1 長沼　誠二 連携医学部門　准教授 連携医学部門　助教
H28.6.1 大西　広志 臨床医学部門　講師 臨床医学部門　助教

[事務系職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.6.30 早川　崇 医学部・病院事務部会計課総務係　主任

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.6.1 吉川　依里 地域連携推進センター　特任専門職員

[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.5.12 久川　佐知枝 医学部附属病院看護部　副看護師長
H28.5.31 德山　帆乃香 医学部附属病院看護部　看護師
H28.6.30 内田　愛里沙 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.6.30 吉村　和佳 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.7.31 和田　美里 医学部附属病院看護部　看護師
H28.7.31 谷岡　繭 医学部附属病院看護部　看護師
H28.7.31 松下　美紀 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.7.31 穴吹　歩 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.7.31 西岡　恵 医学部附属病院看護部　看護師
H28.7.31 JAO EMMANUEL.T 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.5.1 片岡　晃一 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
H28.5.1 今井　顕子 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
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人  事 



【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.6.15 石田　智滉 医学部附属病院薬剤部　薬剤師 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.6.15 柳澤　成佳 医学部附属病院薬剤部　薬剤師 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.6.15 岩瀬　瑠美 医学部附属病院薬剤部　薬剤師 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手

○叙位・叙勲
　　高知大学名誉教授　 舩木　直人（平成２８年６月８日死亡）

　叙位　正四位　　叙勲　瑞宝中綬章

　　高知大学名誉教授　 渡邉　昌美（平成２８年６月２４日死亡）
　叙位　正四位
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第２６６回役員会（５月11日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 高知大学修学支援基金の設置について 

(2) 大学教員の採用・昇任人事について 

〔報告事項〕 

(1) その他 

第２６７回役員会（５月25日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 戦略的管理人員枠による人事案について 

(2) 第２期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書（案）について 

(3) 平成 27事業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について 

(4) 大学教員人事案について 

(5) 高知大学学則の一部改正について 

(6) 「東日本大震災」又は「平成 28年熊本地震」により被災した平成 29年度高知大学志願者の入学検定料の免除 

について 

(7) 平成 29年度概算要求について 

(8) 職員の懲戒処分について 

〔報告事項〕 

(1) 教員人事の発議について 

(2) 平成 28年度科学研究費助成事業に係る内定状況について 

(3) 第Ⅱ期研究拠点プロジェクト事後評価について 

(4) 規則の制定について 

(5) その他 

第２６８回役員会（６月１日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 高知大学修学支援基金の設置について 

(2) 平成 29年度概算要求について 

(3) 平成 27年度決算について 

(4) 平成 27年度間接経費等決算について 

(5) 大学教員の採用人事について 

〔報告事項〕 

(1) その他 

第２６９回役員会（６月10日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 税額控除に係る証明申請書の提出について 

会 議
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(2) 高知大学学則の一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) その他 

第２７０回役員会（６月22日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 第２期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書（案）について 

(2) 平成 27事業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について 

(3) 大学教員人事案について 

(4) 高知大学国際交流基金管理委員会規則の改正について 

(5) 感謝状の贈呈について 

〔報告事項〕 

(1) 新しい大学グッズの紹介について 

(2) 大学教員の再任について 

(3) 平成 27年度国際交流活動について 

(4) 規則の制定について 

(5) 職員の懲戒処分について 

(6) その他 

第２７１回役員会（７月13日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 大学教員の採用・昇任人事について 

(2) 国立大学法人高知大学男女共同参画推進委員会規則の一部を改正する規則の制定について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 28年度学長裁量経費について 

(2) 高知大学保有個人情報管理委員会規則の一部改正等について 

(3) 平成 27事業年度財務諸表及び積立金の処分にかかる承認について 

(4) 平成 28年度会計監査人の選任について 

(5) 資金運用状況について 

(6) その他 

第２７２回役員会（７月27日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 大学教員人事案について 

(2) 大学教員の採用人事について 

(3) 林野庁四国森林管理局と国立大学法人高知大学との連携協定について 

(4) SUIJI推進委員会規則の改正について 

(5) 早期退職にかかる募集について 

(6) 寄附金獲得に向けた戦略の策定について 

(7) 平成 28年度間接経費等執行計画について 

(8) 「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 
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〔報告事項〕 

(1) 平成 28年度国際交流基金助成事業について 

(2) 「今夏の節電実行計画」について 

(3) 規則の制定について 

(4) その他 

第６０回経営協議会（６月１日） 

議事 

(1) 第２期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書（案）について 

(2) 平成 27事業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について 

(3) 高知大学修学支援基金の設置について 

(4) 「東日本大震災」又は「平成 28年熊本地震」により被災した平成 29年度高知大学志願者の入学検定料の免除 

について 

(5) 平成 29年度概算要求について 

(6) 平成 27年度決算について 

(7) 平成 27年度間接経費等決算について 

(8) 資金運用状況について 

(9) 国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について 

(10) その他 

第７５回教育研究評議会（６月 10日） 

議事 

(1) 第２期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書（案）について 

(2) 平成 27事業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について 

(3) 大規模災害時に避難所として使用する施設の拡大について 

(4) 平成 27年度国際交流活動について 

(5) 高知大学学則の一部改正について 

(6) 障害者差別解消法にかかる対応要領について 

(7) 平成 28年度科学研究費助成事業に係る内定状況について 

(8) 第Ⅱ期研究拠点プロジェクト事後評価について 

(9) 寄附講座（災害・救急医療学講座）の期間更新について 

(10) 規則の制定等について 

(11) 国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について 

(12) 職員の懲戒処分について 

(13) その他 



第 34号 高 知 大 学 学 報 平成 28年 8月  （11） 

○高知大学大学院学位記授与式

6 月 30 日（木）、学長室において、「高知大学大学院学位記授与式」が関係者出席のもと挙行された。

総合人間自然科学研究科医学専攻（課程博士）2 名に学位が授与された。 

（記念写真）

学 事
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○平成 28 年度 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業開講式

平成 28 年 5 月 13 日（金）、物部キャンパスにおいて、高知県をはじめとした地域からの寄附講座と

して実施している食品産業人材育成講座「土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業（土佐 FBC）」

の開講式を挙行した。

今年度は第 9 期目となり、地域から 51 名の方々が入講した。

  （記念写真）

○平成 28 年（2016 年）熊本地震現地調査速報会

平成 28 年 5 月 17 日（火）、メディアの森メディアホールにおいて、高知大学防災推進センターが、

平成 28 年 4 月に発生した熊本地方を震源とした地震の災害に対して、発生直後から産学官で連携しな

がら調査及び活動を行って来た速報会を開催した。 

速報会では、現地調査の概要と特徴的な被害、土木・建築構造物の被害、高知大学 DMAT の活動と

AMDA の避難所内救護所における医療支援活動及び南海トラフ地震への備えなどを報告した。 

 また、高知大学は、被災地への支援のため募金活動を行い、学生及び教職員から寄せられた義援金

1,878,800 円を日本赤十字社へ寄付した。 

（速報会の様子）

諸 報
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○高知大学教育学部幼児教育コース「あそぼーや」を開設

平成 27 年度新設の教育学部幼児教育コースが、高知近郊在住の未就学児とその保護者が来学し、大

学生が準備したいろいろな遊びを体験できる地域子育て支援広場「あそぼーや」を開設した。

2 年目の「あそぼーや」は、全 5 回シリーズで 5 月 27 日（金）「はり絵」、6 月 10 日（金）「絵本で

遊ぼう」、6 月 24 日（金）「身近な素材で遊ぼう」、7 月 15 日（金）「粘土場で遊ぼう」、7 月 29 日（金）

「音楽遊びをしよう」が行われた。今後も、継続して企画し、保育相談や子育て支援の拠点としても

実施される。

さらに、今年度から学生が遊びを企画する「あそぼーや」と異なり、未就学児が幼児教育コース実

習室にあるおもちゃを使って自由に遊んだり、大学生と一緒に遊んだりする「あそぼーや 2」を開設し

た。

（あそぼーやの様子）

○高知大学研究拠点プロジェクト研究成果報告会 2016

平成 28 年 6 月 9 日（木）、メディアの森メディアホールにおいて、高知大学研究拠点プロジェクト

研究成果報告会 2016 を開催した。 

報告会では、執印太郎理事（研究・医療担当）の挨拶後、生命システムを制御する生体幕機能拠点、

掘削コア科学による地球環境システム変動研究拠点、植物健康基礎医学研究拠点の各リーダーから研

究成果の報告が行われた。

（研究成果報告会の様子）
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○医学部附属病院「七夕コンサート」

平成 28 年 6 月 18 日（土）、医学部附属病院では、入院中の患者さんやそのご家族、地域の方々に音

楽を楽しんでいただくことを目的に、病院の外来玄関ホールにおいて七夕コンサートを開催した。

今年度は、医学部合唱団と医学部ダンス部が出演した。

  （七夕コンサートの様子）

○高知大学公開講座及び地域協働学部地域協働教育推進会議社会人師匠講座「シリーズ俺を越えて

行け！」

平成 28 年 6 月 22 日（水）、メディアの森メディアホールにおいて、日本創成会議座長で東京大学公

共政策大学院客員教授の増田寛也氏を講師に迎え、地方創生の現状と課題や若者が地域で学ぶ意義な

どについて学ぶ公開講座を開催した。

公開講座は、地域協働学部地域協働教育推進会議社会人師匠講座「シリーズ俺を越えて行け！」第 3

弾も兼ね、学生、教職員と一般の方が熱心に聴講した。

（公開講座の様子）
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○第 9 回高知大学演習林トレイルランニングレース 2016

平成 28 年 7 月 3 日（日）、農林海洋科学部嶺北フィールド（演習林）において、第 9 回高知大学演

習林トレイルランニングレース 2016 を開催した。250 名の定員が 2 日程度で募集終了となる程の人気

レースである。前日には、トレイルランナーのための森林観察会及び交流会も開催した。

本年度は、東京や県内外の 18 歳から 67 歳までのランナー265 名が、ミドルクラス（30 ㎞）とショ

ートクラス（15 ㎞）に参加し、健脚を競った。 

（トレイルランニングレースの様子）

○高知大学朝倉キャンパスに期日前投票所を開設

平成 28 年 7 月 7 日（木）、8 日（金）の 2 日間、朝倉キャンパス学生会館において、高知市選挙管

理委員会から要請を受け、第 24 回参議院議員通常選挙の期日前投票所を開設した。 

今回から選挙権年齢が 18 歳に引き下げられ、若者の投票率の向上、政治参加の促進を図るために開

設し、一般の方も投票可能である。

  （県選挙管理委員会による選挙啓発運動の様子）
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○平成 28 年度高知大学国際交流基金助成事業決定通知書交付式

平成 28 年 7 月 20 日（水）、メディアの森メディアホールにおいて、平成 28 年度高知大学国際交流

基金助成事業決定通知書交付式を挙行した。

交付式には、関係の理事及び教職員が出席し、脇口宏学長から出席者 15 名一人ひとりに助成金の決

定通知書を交付した後、激励のメッセージを送った。

本年度実施の「外国人留学生への奨学事業（一般型）、（新戦略型）」、「外国へ留学する学生への奨学

事業」及び「大学院生の研究発表を目的とする海外派遣事業」の 3 件の事業において、多くの申請の

中から合計 21 名を採択した。 

（交付式の様子）

（記念写真）
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５月 

６日（金）  国大協高等教育における国立大学の将来 

 像 WG 

９日（月） 辞令交付 

学長懇談会 

新任研修 

入試企画実施機構会議 

教育研究部会議 

教育ミーティング 

１１日（水） 第 266回役員会 

理事懇談会 

１３日（金） 平成 28年度中国・四国地区国立大学学 

生関係副学長・部課長会議 

人事委員会 

土佐ＦＢＣ開講式 

１６日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

第 1回学士課程入学試験委員会 

学士課程運営委員会 

教育ミーティング 

１７日（火） 国際交流基金管理委員会 

１８日（水） 国大協高等教育における国立大学の将来 

 像 WG 

修士課程教務委員会及び博士課程教務 

委員会 

設備整備検討委員会 

１９日（木） 大学ＩＣＴ理事会 

２３日（月） 国立大学法人等施設整備に関する説明会 

国際連携推進委員会 

四国国立協議会 

２４日（火） 附属病院運営委員会 

２５日（水） 第 267回役員会 

危機管理本部会議 

２６日（木） 平成 28年度地域志向教育経費選考委員 

会  

３０日（月） 学長懇談会 

全学財務委員会 

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 

３１日（火） 大学院入学試験委員会 

決算報告会 

監査報告 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

６月 

１日（水） 辞令交付 

経営協議会 

第 268回役員会 

教育研究部会議 

大学入試センターセミナー 

２日（木） 全国大学入学者選抜研究連絡協議会 

公開討論会、企画討論会 

３日（金） 全国大学入学者選抜研究連絡協議会 

研究会 

６日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

７日（火） 広報戦略委員会 

第 1回高知ＣＳＴ養成・活動事業運営会 

議 

高知県国際交流協会平成 28年度第 1回 

  理事会 

８日（水） 国大協総会 

９日（木） 国立大学法人学長・大学共同利用機関 

法人機構長等会議 

研究拠点プロジェクト 

１０日（金） 辞令交付 

教育研究評議会 

第 269回役員会 

国大協国際交流委員会 

１３日（月） 学長懇談会 

日 誌
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理事懇談会 

国際地域連携推進機構会議 

医学部連絡調整会議 

教育ミーティング 

１４日（火） ＪＩＣＡ研修「へき地教育」開講式、 

歓迎会  

２０日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

学士課程運営委員会 

教育ミーティング 

２１日（火） バイオマス・天然物化学講演会 

医工連携交流会 

２２日（水） 第 270回役員会 

２３日（木） 高知県高等学校長協会と意見交換会 

２４日（金） ＪＩＣＡ研修「へき地教育」開講式、 

送別会 

愛媛大学大学院連合農学研究科評価委 

員会 

２５日（土） コラボ考房プロジェクト活動ブラッシュ 

アップ会 

２７日（月） シンポジウム「イノベーション創出を促

進する大学の知的財産マネジメント」 

高知県国際交流会平成 28年度第 1回評 

議員会 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

4学期制導入に係るタスクフォース会議 

教育ミーティング 

２８日（火） 教育組織改革実施本部会議 

高知市文化振興事業団評議員会 

２９日（水） 平成 28 年度国立大学法人等最高情報セ

キュリティ責任者会議 

第 17 回高知大学のあり方に関する意見

交換会 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

一般財団法人豊仁会評議員会 

３０日（木） 高知大学大学院学位記授与式 

ＮＩＥ総会 

７月 

１日（金） 必修領域の試験実施 

４日（月） 学長懇談会 

入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

６日（水） 辞令交付 

学長選考会議 

教育研究部会議 

進学担当者説明会 

個人情報管理委員会 

７日（木） 国大協高等教育における国立大学の将来 

 像 WG 

８日（金） 第 9回男女共同参画推進委員会 

教育研究活性化事業（研究推進）選考審

査委員会 

高知県・安徽省友好交流委員会総会 

平成 28年度ＫＩＣＳ外部評価委員会 

四国国立 5大学教育担当理事意見交換会 

四国インカレ開会式 

１０日（日） 四国インカレ閉会式 

１１日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

国際交流基金管理委員会 

学士課程運営委員会 

研究推進戦略会議 

教育ミーティング 

１２日（火） 平成 28 年度高知大学・高知市コーディ

ネーター会議 

１３日（水） 全学安全衛生委員会 

第 271回役員会 

 理事懇談会 

１４日（木） ＳＵＩＪＩ推進委員会 

１５日（金） 平成 28 年度大学教育再生加速プログラ

ム」面接審査 

２０日（水） 教員免許状更新講習実施委員会 

平成 28 年度国際交流基金助成決定通知

書交付式 

感謝状贈呈式 

２２日（金） 全学財務委員会 

医農連携交流会 
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２５日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

第 24回高知大学・同窓会連合会懇談会 

２６日（火） 高知県高等学校長協会との意見交換会 

第 18回高知大学のあり方に関する意見 

交換会 

２７日（水） 四国国立大学協議会 

第 272回役員会 

２８日（木） 教員人事長期方針検討部会 

内外情勢調査会高知県支部懇談会 

医学部役員会 

２９日（金） 国大協高等教育における国立大学の将来 

 像 WG 

安全衛生委員会（朝倉地区） 
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