
「電解水素水を活用した還元野菜プロジェクト」推進に 高知大学教育学部幼児教育コース「あそぼーや」を開設

ついての連携協定を締結

（12 ページに関連記事）  （14 ページに関連記事） 

（2） 

○医学部附属病院「七夕コンサート」

○第 8回高知大学農学部演習林トレイルランニングレース 2015

○ハワイ大学医学部学生と高知大学医学部生等による

第 7 回がんプロ国際セミナー「地域医療について」

（14） 

（14） 

（15） 

（16） 

○人事異動

○叙位・叙勲

（5） 

（6） 

○役員会

○経営協議会

○教育研究評議会

○入試企画実施機構会議

（7） 

（9） 

（9） 

（9） 

○「電解水素水を活用した還元野菜プロジェクト」推進につい

ての連携協定を締結 

○平成 27年度 土佐フードビジネスクリエイター人材創出事

業Ⅱ開講式

○土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業が産学連携

学会業績賞を受賞

○高知大学教育学部幼児教育コース「あそぼーや」を開設

（12） 

（13） 

（13） 

（14） 

Ｎｏ.30 
２０１５・８ 
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規則等名 制定者 内容 制定日 制定番号 施行日 改正理由等 

高知大学学章取扱要領 学長 一括改正 平成 

27.5.22 

規則第 3 号 平成 

27.5.22 

平成 27 年 4 月 1 日の事務組織改編により、法人企画

課広報戦略室から総務部総務課広報戦略室へ、財務

部経理課から財務部経理室へ移行したことによる改

正（一括改正） 

国立大学法人高知大学学報発行規則 

国立大学法人高知大学朝倉事業場の勤務

時間等に関する規則 

国立大学法人高知大学朝倉団地交通規則 

国立大学法人高知大学職員給与規則 学長 一括改正 平成 

27.5.22 

規則第 4 号 平成 

27.5.22 

独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成 26

年法律第 66 号）及び独立行政法人通則法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法

律（平成 26 年法律第 67 号）の施行に伴う改正（一

括改正） 

・「特定独立行政法人」から「行政執行法人」へ変更。 

・「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」から「国立

研究開発法人宇宙航空研究開発機構」へ名称変更。 

・「独立行政法人科学技術振興機構」から「国立研究

開発法人科学技術振興機構」へ名称変更。 

・「独立行政法人海洋研究開発機構」から「国立研究

開発法人海洋研究開発機構」へ名称変更。 

国立大学法人高知大学職員退職手当規則 

国立大学法人高知大学役員報酬規則 

高知大学発明規則 

高知大学海洋コア総合研究センター規則 

高知大学動物実験管理規則 学長 一括改正 平成 

27.5.13 

規則第 5 号 平成 

27.6.1 

平成 26 年 12 月 22 日に実施された「動物実験に関す

る相互検証プログラムによる検証訪問調査」におい

て、国立大学法人動物実験施設協議会機関内規程作

成ワーキンググループが作成したひな形に沿った規

則制定の要望があり、それを受けて以下の改正を行

う。 

（動物実験管理規則） 

 (1) 平成 19 年 11 月 12 日環境省告示第 105 号に

より、「動物の処分方法に関する指針」が「動 

物の殺処分方法に関する指針」に改正されたことに

よる修正 

(2) 動物実験の国際原則である 3R を明文化 

 (3) 動物実験の実施について学長が最終責任を有

することを明記 

(4) 年度ごとの実施状況報告を義務付け 

(5) 各様式を整理 

(6) その他字句の修正 

（動物実験委員会規則・動物実験自己点検・自己評

価委員会規則） 

 (7) 委員会委員に実験動物に関して優れた識見を

有する者及び委員長が指名する者を加える 

高知大学動物実験委員会規則 

高知大学動物実験自己点検・自己評価委

員会規則 

高知大学医学部附属病院認定再生医療等

委員会規則 

学長 制定 平成 

27.4.14 

規則第 6 号 平成 

27.4.14 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律（平成 25

年法律第 85 号。以下「法」という。）が平成 26 年

11 月 25 日に施行され、法の適用となる再生医療等

学 内 規 則
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を実施するためには、当該再生医療等の提供計画書

を認定再生医療等委員会に諮った上で厚生労働大臣

に提出することが必要となったため、本学医学部附

属病院に第三種再生医療等提供計画に係る審査業務

等を目的として認定再生医療等委員会を設置するこ

とに伴い、規則を制定するもの。 

高知大学医学部附属病院次世代医療創造

センター規則 

学長 一部改正 平成 

27.5.26 

規則第 7 号 平成 

27.5.26 

「人を対象とした医学系研究に関する倫理指針」が

施行されるなど、昨今、臨床研究に関する規制が厳

格化されている。このため、本学の研究者が法令・

指針等を遵守して研究を遂行するため、規制に関す

る支援体制を強化することを目的として、次世代医

療創造センターに新たに「規制担当部門」を置くこ

とに伴い改正する。 

高知大学医学部附属病院治験受託取扱規

則 

学長 一部改正 平成 

27.5.26 

規則第 8 号 平成 

27.6.1 

・平成 24 年３月７日付医政研発 0307 第１号薬食審

査発 0307 第２号厚生労働省医政局研究開発振興課

長医薬食品局審査管理課長通知により、治験分担医

師及び治験協力者は、実施医療機関の長が「指名す

る」から「了承する」と変更。 

・治験薬保管場所として新たに次世代医療創造セン

ターを指定。 

・治験案件により、医薬品等管理者を薬剤部長のほ

か薬剤部治験管理室長とする。 

・現行書式の受払簿に加え、治験依頼者独自の書式

も使用できることとした。 

・平成 25 年４月４日付薬食審査発 0404 第４号厚生

労働省医薬食品局審査管理課長通知及び平成 23 年

10月 24日付薬食審査発 1024第１号厚生労働省医薬

食品局審査管理課長通知による書式の欄の削除。 

・その他軽微な修正。 

高知大学医学部附属病院諸料金規則 学長 一部改正 平成 

27.5.26 

規則第 9 号 平成 

27.6.1 

先進医療Ａ（既評価技術）である「硬膜外自家血注

入療法」（ブラッドパッチ）の届出を行うことに伴い

改正する。 

国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務

時間等に関する規則 

学長 一部改正 平成 

27.6.10 

規則第 10 号 平成 

27.6.10 

医員（研修医）の研修プログラムにおける麻酔科研

修カリキュラムにおいて、夜間等の集中治療室での

患者管理の研修が開始されるため、勤務体制を 1 か

月単位の変形労働時間制とする必要があり、規則の

一部改正を行うものである。 

高知大学海洋コア総合研究センター規則 学長 一部改正 平成 

27.6.12 

規則第 11 号 平成 

27.6.12 

学部改組に伴い、本センターの兼務教員を増員し、

共同利用・共同研究拠点としての機能強化を図るた

め、「専任教員の数を超えない範囲」とする兼務教員

数の制限の規定を削除する改正 

国立大学法人高知大学学長選考等規則 学長 一部改正 平成 

27.6.22 

規則第 12 号 平成 

27.6.22 

・学長選考の手続き開始時における公示を規定する

ための改正 

・公示場所を見直し、各部局内の掲示板を各事業場

の掲示板とするための改正 
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・投票資格者に送付した学内意向投票通知書につい

て、受領の確認を行うことを廃止するための改正 

・その他字句の修正 

国立大学法人高知大学職員給与規則 学長 一部改正 平成 

27.6.24 

規則第 13 号 平成 

27.6.24 

平成２７年４月１日の総合教育センターの組織改編

等に伴い、管理職手当の支給対象となる役職から総

合教育センター長を削除し、支給対象となる役職に

大学教育創造センター長、アドミッションセンター

長、学生総合支援センター長及び教師教育センター

長を新たに加える。 

また、平成２７年度からの一般職本給表(一)４級の

課長の在職や、教育職本給表(一)４級の准教授が管

理職手当の支給対象となる役職に就いたことに伴

い、国の規則等を参考に当該職員に支給する手当額

を定める。 

高知大学 SUIJI 推進室規則 学長 一部改正 平成 

27.6.29 

規則第 14 号 平成 

27.6.29 

総合教育センターの改組に伴い、SUIJI 推進室の室

員とする総合教育センターの教員を削除する改正を

行う。改組後は、「室長が認める者」により適用する。 

高知大学医学部附属病院認定再生医療等

委員会規則 

学長 一部改正 平成 

27.7.14 

規則第 15 号 平成 

27.7.14 

厚生労働省より、本規則内に、委員会の設置者及び

権限委任について明文化するよう要請があったこと

による改正 



○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
H27.5.15 李　康弘 医療学系連携医学部門　教授
H27.6.30 岩崎　保道 評価改革機構評価分析室　特任教授

清木　元治 医学部附属病院　特任教授
H27.7.31 青井　二郎 医療学系臨床医学部門　助教

【退職（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.5.31 政平　訓貴 医療学系臨床医学部門　講師

【雇用期間満了退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.5.14 井上　智恵 教育学部附属特別支援学校　教諭

H27.7.29 柿内　沙弥香 教育学部附属特別支援学校　教諭

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.5.1 和田　倫子 医療学系連携医学部門　助教

宗景　匡哉 医療学系臨床医学部門　助教
小河　真帆 医学部附属病院　特任助教

H27.5.13 柿内　沙弥香 教育学部附属特別支援学校　教諭

H27.6.1 橋田　裕美子 医療学系基礎医学部門　助教
藤澤　和音 医療学系連携医学部門　助教
野口　拓郎 総合科学系複合領域科学部門　准教授

西尾　嘉朗 総合科学系複合領域科学部門　准教授

H27.7.1 岩崎　保道 人文社会科学系教育学部門　教授

野中　大伸 医療学系臨床医学部門　助教

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H27.5.1 池原　実 自然科学系理学部門　教授 自然科学系理学部門　准教授

山本　裕二 自然科学系理学部門　准教授 自然科学系理学部門　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
H27.6.30 金子　浩子 財務部経理室契約係　係員
H27.7.31 八松　七重 医学部・病院事務部総務企画課　専門職員

【退職（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.6.30 山下　美緒 総務部人事課付

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.5.1 橋田　浩之 医学部・病院事務部施設管理課機械係　係員

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.5.1 松本　秀樹 医学部・病院事務部会計課医学情報係　係長 医学部・病院事務部会計課医学情報・経営分析係　係長

早川　崇 医学部・病院事務部会計課医学情報係　主任 医学部・病院事務部会計課医学情報・経営分析係　主任

高村　境次 医学部・病院事務部会計課経営分析室 室長 医学部・病院事務部会計課　専門員

谷岡　賢治 医学部・病院事務部会計課経営分析室経営分析係　係長 医学部・病院事務部会計課　専門職員
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[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.5.20 橋田　真帆 医学部附属病院看護部　看護師
H27.5.31 田中　芽生 医学部附属病院看護部　看護師

濱渦　篤 医学部附属病院看護部　看護師
H27.6.12 常光　麻那 医学部附属病院放射線部　診療放射線技師

H27.6.30 森尾　浩世 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
五味　真菜美 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
高橋　佐和 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
吉田　麻穂 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
宮﨑　綾子 医学部附属病院看護部　看護師
濱口　遥 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

H27.7.31 西山　あゆみ 医学部附属病院看護部　看護師

三本　紗佑希 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

【退職（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.6.30 吉田　沙希 医学部附属病院看護部　看護師

【雇用期間満了退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.6.30 西田　由布 医学部附属病院看護部　看護師

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.5.1 竹田　朋代 医学部附属病院栄養管理部　栄養士

秋田　眞希 医学部附属病院看護部　准看護師
橋田　真帆 医学部附属病院看護部　看護師
大石　まや 医学部附属病院看護部　助産師

H27.7.1 江元　智恵子 医学部附属病院看護部　看護師

【昇任】

発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職

H27.5.2 秋田　眞希 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　准看護師
H27.6.1 白石　久 医学部附属病院薬剤部　薬剤主任 医学部附属病院薬剤部　薬剤師

上地　美香 医学部附属病院看護部　看護師長 医学部附属病院看護部　副看護師長
石井　初惠 医学部附属病院看護部　看護師長 医学部附属病院看護部　副看護師長
土居　三枝 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
田内　佐妃 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
廣田　由紀 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
長谷　実保 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
松本　かおり 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
柿下　博一 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
岡田　なぎさ 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師

○叙位・叙勲
　　高知医科大学名誉教授　 大野　文俊

（平成27年5月27日死亡）
　　　　叙位　従四位
　　　　叙勲　瑞宝小綬章

　　高知大学名誉教授　　 向原　　寛
（平成27年7月31日死亡）

　    　叙位 正四位
　 叙勲　瑞宝中綬章
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第２３９回役員会（５月１３日）

議事 

審議事項 

１．教育組織改革に係る教員の採用人事について

２．テニュアトラック型教員の審査について

３．大学教員人事案について

４．大学教員の採用人事について

５．教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について 

  ６．高知大学動物実験管理規則等の一部を改正する規則の制定について

７．平成 26 年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について 

報告事項 

１．平成 27 年度科学研究費助成事業に係る内定状況について

第２４０回役員会（５月１８日）

議事 

審議事項 

  １．倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

第２４１回役員会（６月１０日） 

議事 

審議事項 

  １．第３期中期目標・中期計画素案（案）について

２．平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 
３．大学教員の採用人事について

４．岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について 

５．管理職手当の一部改正について

６．東日本大震災により被災した平成 28 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 28 年度概算要求について 
８．平成 26 年度決算について

９．平成 26 年度間接経費等決算について

10．倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について（１） 

11．倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について（２）

報告事項 

１．夏の生活スタイル変革について 

第２４２回役員会（６月２４日） 

議事 

審議事項 

１．教育組織改革に係る人事案について 

２．感謝状の贈呈について 

会 議
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３．国立大学法人高知大学第３期中期目標・中期計画素案（案）について

４．平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 
５．管理職手当の一部改正について

６．平成 27 年度地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の申請について 
７．教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について

８．平成 28 年度概算要求について 
９．平成 26 年度決算について 
10．平成 26 年度間接経費等決算について 
11．「電解水素水を活用した還元野菜プロジェクト」の推進についての連携協定について 

報告事項 

１．平成 26 年度高知 CST 養成・活動事業実施状況報告について

２．平成 27 年度会計監査人の選任について

３．規則の制定について 

第２４３回役員会（７月８日） 

議事 

  審議事項 

１．防災推進センター（仮称）設置計画について

２．大学教員人事案について

３．大学教員の採用人事について

４．学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について 

  報告事項 

１．大学教員の再任について

２．平成 26 年度国際交流活動について

３．資金運用状況について 

４． その他 

第２４４回役員会（７月２２日） 

議事 

  審議事項 

１．大学教員の採用人事について

２．早期退職にかかる募集について

３．高知大学の国際戦略について

４．熱帯農業に関するSUIJIコンソーシアム協定書の更新について

５．平成27年度学内補正予算（第１次）の編成について

６．平成27年度間接経費等執行計画について 

７．平成27年度教員研究経費（特別分）の配分について 

８．国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について 

９．「今夏の節電実行計画」について 

  報告事項 

１．国際交流協定の締結等について 

２．平成 26年度卒業者就職等進路状況について 
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３．平成 27年度入試・広報だよりについて 

４．知的財産の活用状況について 

５．国立大学法人高知大学学長選考等規則等の一部改正について 

６．規則の制定等について 

第２４５回役員会（７月２７日） 

議事 

  審議事項 

１．人事委員会の審議事項について（１）

２．人事委員会の審議事項について（２） 

第５５回：経営協議会（６月１２日） 

議事 

１．国立大学法人高知大学第３期中期目標・中期計画素案（案）について 

２．平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

３．管理職手当の一部改正について

４．教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について 

  ５．東日本大震災により被災した平成 28年度高知大学志願者の入学検定料の免除について  

  ６．平成 28年度概算要求について 

７．平成26年度決算について 

  ８．平成 26年度間接経費等決算について 

９．資金運用状況について 

10．その他 

第７０回教育研究評議会（６月１７日） 

議事 

１．国立大学法人高知大学第３期中期目標・中期計画素案（案）について 

２．平成 26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 

 ３．平成 26年度国際交流活動について 

４．平成 26年度実施大学機関別認証評価の評価結果について 

  ５．教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について 

６．平成27年度科学研究費助成事業に係る内定状況について 

７．土佐 FBCⅡ寄附講座の更新について  

８．規則の制定等について  

９．国立大学法人高知大学学長候補者の推薦方法等について 

10．その他 

平成２７年度第２回入試企画実施機構会議（５月１１日） 

議事 

  審議事項 

１．平成28年度入学者選抜に関する要項(案)について（継続）

２．平成28年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅰ）について（継続） 

３．平成28年度学生募集要項（案）（私費外国人留学生（学部学生））について(継続)  

４．平成28年度学生募集要項（案）（社会人入試）について(継続）

５．平成28年度医学部看護学科第３年次編入学学生募集要項（案）について 
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６．平成27年度進学担当者説明会について

７．東日本大震災により被災した平成28年度高知大学志願者の入学検定料の免除について 

８．追加合格者決定業務申合せの改正について  

９．その他 

  報告事項 

１．各学部等からの平成27年度入試実施状況の総括について

２．英語力評価及び入学者選抜における資格・検定試験の活用促進について 

３．その他

平成２７年度第３回入試企画実施機構会議（６月１日） 

議事 

  審議事項 

１．平成28年度学生募集要項（案）（一般入試）について 

２．平成28年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅰ）について

３．平成28年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅱ）について

４．平成28年度学生募集要項（案）（ＡＯ入試Ⅱ）について

５．平成28年度学生募集要項（案）（私費外国人留学生（学部学生））について  

６．平成 28年度学生募集要項（案）（農学海洋科学部農林資源環境科学科自然環境学主専攻領域ＡＯ入試Ⅰ） 

について 

７．その他 

  報告事項 

１．平成27年度入試・広報だよりについて

２．その他 

平成２７年度第４回入試企画実施機構会議（７月６日） 

議事 

  審議事項 

１．平成28年度学生募集要項（案）（一般入試）について（継続）

２．平成28年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅰ）について（継続） 

３．平成28年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅱ）について（継続）

４．平成28年度学生募集要項（案）（ＡＯ入試Ⅱ）について（継続）

５．平成28年度学生募集要項（案）（私費外国人留学生（学部学生））について（継続） 

６．平成 28年度学生募集要項（案）（農林海洋科学部農林資源環境科学科自然環境学主専攻領域ＡＯ入試Ⅰ） 

について（継続） 

７．入試関係日程（平成２８年度入試）の一部変更について 

８．その他

  報告事項 

１．「平成 28 年度大学入学者選抜大学入試センター試験実施要項」、「平成 29 年度大学入学者選抜に係る大 

学入試センター試験実施大綱」及び「平成 29 年度大学入学者選抜に係る大学入試センター試験出願教科・ 

科目の出題方法等について」(通知)  

２．「平成 28 年度大学入学者選抜実施要項」について 

３．平成 28 年度医学部医学科学士入学＜第２年次編入学＞試験出願状況について 

４．平成 28 年度農学部第３年次編入学試験出願状況について  
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５．「平成 28 年度国立大学入学者選抜についての各大学における入試業務上の留意点」について 

６．「国立大学の入学者選抜についての平成 29 年度実施要領」及び「同実施細目」等について 

７．「平成 28 年度入学者選抜に関する要項」、「平成 28 年度学生募集要項（推薦入試Ⅰ）」等の公表に

ついて（6 月 30 日） 

８．全国大学入学者選抜研究連絡協議会第 10 回大会の報告について 

９．その他
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○「電解水素水を活用した還元野菜プロジェクト」推進についての連携協定を締結

平成 27 年 7 月 3 日（金）、南国市、南国市農業協同組合、高知県、高知大学、株式会社日本トリム

は、産学官相互の連携により、南国市が「南国市まち・ひと・しごとと創生総合野菜戦略」の農業振

興策として位置付け、南国市及び南国市農業協同組合が中心となって取り組む「電解水素水を活用し

た還元野菜プロジェクト」を推進するため、協定を締結した。

高知県庁にて行われた協定式には、脇口宏学長をはじめ全５機関の代表と関係者が出席した。

学 事
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○平成 27 年度 土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業Ⅱ開講式

平成 27 年 5 月 8 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Ⅱ（土佐 FBC

Ⅱ）」の開講式を挙行した。

今年度は第 8 期目となり、地域から 42 名の方々が入講された。 

○土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業が産学連携学会業績賞を受賞

平成 27 年 6 月 25 日（木）、食品産業の中核人材の育成を目的とした、社会人対象の人材育成事業「土

佐フードビジネスクリエイター人材創出事業（土佐 FBC）」が、産学連携学会において業績賞を受賞

した。

土佐 FBC が受賞した業績賞は、他のモデルとなる先端的産学連携活動を行い、業績を上げた個人・

団体を表彰するものである。

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。

「あそぼーや」は、全 5 回シリーズで 5 月 29 日（金）「はり絵」、6 月 12 日（金）「粘土場で遊ぼう」、

6 月 26 日（金）「みんなで遊ぼう」、7 月 10 日（金）「音楽で遊ぼう」、7 月 31 日（金）「絵本で遊ぼう」

で、今後も、継続して企画を行い、子育て支援の拠点としても行われる。

○医学部附属病院「七夕コンサート」

平成 27 年 6 月 27 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。

○第 8 回高知大学農学部演習林トレイルランニングレース 2015

平成 27 年 7 月 5 日（日）、農学部嶺北フィールド（演習林）において、第 8 回高知大学農学部演

習林トレイルランニングレース 2015 を開催した。250 名定員が 1 週間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された。

本年度は、東京や県内外から 22 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（30 ㎞）に参加し、健脚を競った。 
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○ハワイ大学医学部学生と高知大学医学部生等による第 7 回がんプロ国際セミナー「地域医療につい

て」

医学部では、7 月 7 日（火）に医学部と学術交流協定を締結しているハワイ大学医学部の学生と高

知大学生、高知県立大学生による「第 7 回がんプロ国際セミナー『地域医療について』」を開催した。 

 両国の医療や文化などについて活発な発表や意見交換が行われ、各大学にとって有意義なセミナー

となった。
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５月 

 ８日（金）  土佐 FBC開講式 

１１日（月） 辞令交付 

教育研究部会議 

第 2回入試企画実施機構会議 

県との連携推進会議 

教育ミーティング 

１３日（水） 全学教員人事審議会 

第 239回役員会 

１４日（木） 国際交流基金管理委員会 

１５日（金） 四国地区国立大学連携事業推進会議 

中国・四国地区国立大学学生関係副学

長・部課長会議 

１８日（月） 第 240回役員会 

第 1回学士課程入学試験委員会 

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 

２０日（水） 地域志向教育経費選考委員会 

留学生と学長を囲む会 

レアメタル戦略グリーンテクノロジー

成果報告会 

２１日（木） 学長事務総括本部会議 

第 7回高知大学のあり方に関する意見交

換会 

第 1回大学院入学試験委員会 

医学部連絡調整会議 

２５日（月） 学士課程運営委員会 

２６日（火） 教師教育コンソーシアム高知運営協議会 

２７日（水） 全国大学入学者選抜研究連絡協議会 

人事委員会 

２８日（木） 地域志向教育経費選考委員会 

６月 

１日（月） 学長事務総括本部会議 

辞令交付 

第 3回入試企画実施機構会議 

第 1回地域中小企業人材バンク事業高知

連携携会議 

教育ミーティング 

２日（火） 教授会、部門会議（医） 

３日（水） 高知 CST養成活動事業運営会議 

４日（木） 設備整備計画検討委員会 

５日（金） 国大協理事研修会 

８日（月） 全学財務委員会 

９日（火） 附属病院運営委員会 

高知県国際交流協会理事会 

１０日（水） 教授会、専攻会議、部門会議（教） 

教授会、専攻会議、部門会議（理） 

専攻会議（応用自然） 

第 241回役員会 

教授会、専攻会議、部門会議（人） 

部門会議（複合領域） 

１２日（金） EPIC特別証明書授与式 

第 55回経営協議会 

１５日（月） 学長事務総括本部会議 

国大協総会 

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 

１６日（火） 国立大学法人学長・大学共同利用機関法

人機構長等会議 

教授会、部門会議（医） 

１７日（水） 高知市文化振興事業団評議会 

第 70回教育研究評議会 

教育研究部会議 

２２日（月） 学長選考会議 

学士課程運営委員会 

教育ミーティング 

２３日（火） 教育組織改革実施本部会議 

研究拠点会議 

２４日（水） 教育研究活性化事業選考委員会 

第 242回役員会 

２６日（金） COC+事業全体会議 

２９日（月） 全学教員人事審議会 

第 8回大学のあり方に関する意見交換会 

日 誌
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第 1回 SUIJI推進委員会 

教育ミーティング 

３０日（火） 高知県国際交流協会 H27第 1回評議員会 

安全衛生委員会 

医学部連絡調整会議 

７月 

１日（水） 辞令交付 

進学担当者説明会 

教育研究部会議 

３日（金） 「南国スタイル」協力・支援協定締結式 

６日（月） 第 1回学生・教育支援機構会議 

第 4回入試企画実施機構会議 

寄附金贈呈式・感謝状贈呈式 

研究推進戦略委員会 

教育ミーティング 

７日（火） 第 6 回海洋資源科学科（応用資源科学）

人事委員会 

８日（水） 学長事務総括本部会議 

第 243回役員会 

１３日（月） 高知県・安徽省有好交流協会総会 

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 

１５日（水） 研究倫理教育等研修会 

１６日（木） 第 1回教職大学院委員会 

高知県高等学校長協会との意見交換会 

１７日（金） 高知大学・高知市コーディネーター会議 

２１日（火） 全学財務委員会 

第 7回高知県地域社会連携推進本部会議 

２２日（水） 学長事務総括本部会議 

第 244回役員会 

２３日（木） 人事委員会 

国際交流基金管理委員会 

２７日（月） 第 245回役員会 

第 9回大学のあり方に関する意見交換会 

学士課程運営委員会 

教育ミーティング  

２９日（水） 安全衛生委員会 

科研費申請に関する講演会 

第 22回高知大学・同窓会連合会懇談会 

３０日（木） 第 23回国立大学法人等監事協議会中国 

・四国支部会議 

３１日（金）  国際・地域連携推進機構会議 
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