
株式会社高知銀行と国立大学法人高知大学における 第 11 回黒潮圏科学国際シンポジウムを開催

クロスアポイントメント制度に関する協定を締結 （15ページに関連記事）

（11ページに関連記事）

（2） 

○高知大学地域協働学部がカフェ「satobito（さとびと）」を開業

○高知大学医学部附属病院「七夕コンサート」を開催

○第 10 回高知大学演習林トレイルランニングレース 2017 を開催

○高知大学サマープログラム（短期留学生）を実施

○第 11 回黒潮圏科学国際シンポジウムを開催

○高知大学海洋コア総合研究センター・国立極地研究所 合同公開シ

ンポジウム「南極：大陸・海・氷床を探る」を開催

（13） 

(14） 

(14） 

(15） 

（15） 

（16） 

（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） 

（9） 

（10） 

○平成 29 年度高知大学大学院学位記授与式

○株式会社高知銀行と国立大学法人高知大学におけるクロス

アポイントメント制度に関する協定を締結

○平成 29 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

○土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業が「日本食品

保蔵科学会賞：ふるさと産業貢献賞」を受賞

（11） 

（11） 

（12） 

（12） 

Ｎｏ.38 
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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企画・運営会議

規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.5.9

規則第 4 号 平成 

29.5.9

診療報酬の算定における「入院基本料等加算の施

設基準等」の要件として「病院勤務医及び看護職員

の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」が必要

とされており、本学においても、医学部附属病院企

画・運営会議において、「医師、歯科医師及び看護職

員の負担の軽減及び処遇の改善」に関して審議する

など体制を整備し、施設基準等の届出及び報告を行

ってきた。 

近年、厚生労働省による特定共同指導等の訪問調

査において、病院勤務医及び看護職員の負担の軽減

及び処遇の改善について審議する旨明記された委員

会規程の提示等を求められることから、規則中審議

事項に係る規定について、従来「その他病院長が必

要と認めた事項」として審議してきた「医師、歯科

医師及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関

すること」を明確に規定することとし、規則を一部

改正する。 

あわせて、従来「職員若干人で組織」としてきた

医学部附属病院企画・運営会議委員に係る規定につ

いて、多職種から構成されていることについて明確

に規定されていることが求められることから、委員

の役職等を規定することとし、規則を一部改正する。 

高知大学医学部附属病院医療人育成支援

センター規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.5.9

規則第 5 号 平成 

29.5.9

「医学部附属病院医療人育成支援センター」に関

し、センターの各部門が連携して行っていた「医学

教育におけるＩＲ活動」に係る推進体制を強化する

ため、当該業務を主として担う「医学教育ＩＲ室」

を新たに設置することとし、規則について所要の改

正を行うもの。 

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 

29.5.18

規則第 6 号 平成 

29.5.18

高知大学国際連携推進委員会委員構成の見直しを

行い、規則中委員会の「組織」に係る規定から、特

定のプロジェクトに従事する「国際連携推進センタ

ー特任教員」を削除することとし、規則を一部改正

するもの。 

高知大学における授業科目の履修登録単

位の上限に関する規則の一部を改正する

規則 

学長 平成 

29.5.22

規則第 7 号 平成 

29.5.22

規則第５条の翌学期に履修登録上限単位数を超え

て授業科目を履修登録することができる「成績優秀

者」の要件に係る規定中、通常は過去１年間におい

て対象科目を「32 単位以上」修得していることが「成

績優秀者」の要件の１つであるところ、「当該学期が

本学に入学して最初の学期であった者」については

当該学期において対象科目を「16 単位以上」修得し

ていることを、「過去１年間において休学、留学その

学 内 規 則



第 38号 高 知 大 学 学 報 平成 29年 8月  （3） 

他のやむを得ない事由によって通常の履修を行うこ

とができない期間があったと学部教授会等が認める

者」については過去１年間において対象科目を「16

単位以上」修得していることを当該要件とする取扱

いの特例に係る規定について、不明確な規定であっ

たことから、明確になるよう改める。あわせて、認

定の基準時（各学期終了時）についても、不明確な

規定であったことから、明確になるよう改める。 

国立大学法人高知大学の保有する個人情

報の適切な管理に関する規則等の一部を

改正する規則 

学長 平成 

29.5.29

規則第 8 号 平成 

29.5.30

行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的

な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済

社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係

法律の整備に関する法律（平成 28 年法律第 51 号）

において、「独立行政法人等の保有する個人情報の保

護に関する法律」の改正が行われ、個人情報の定義

の明確化（身体的特徴が該当）、要配慮個人情報（い

わゆる機微情報）に関する規定の整備及び非識別加

工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備が

されたことから、当該法律の平成 29 年５月 30 日の

施行にあわせ、本学の関係規則について所要の改正

を行うもの。あわせて、字句等の修正を行う。 

・国立大学法人高知大学の保有する個人

情報の適切な管理に関する規則 

・国立大学法人高知大学保有個人情報管

理実施細則 

・国立大学法人高知大学における特定個

人情報等の取扱いに関する規則 

・国立大学法人高知大学の保有する個人

情報の開示等に関する規則 

国立大学法人高知大学職員就業規則等の

一部を改正する規則 

学長 平成 

29.6.5

規則第 9 号 平成 

29.6.5

就業規則関係規則について、児童福祉法の改正（平

成 29 年４月１日施行）に伴う引用条文の条ずれ等へ

の形式的な対応及び字句修正のため、所要の改正を

行うもの。 

・国立大学法人高知大学職員就業規則 

・国立大学法人高知大学非常勤職員就業

規則 

・国立大学法人高知大学育児休業等に関

する規則 

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 

29.6.13

規則第 10 号 平成 

29.7.1

医学部附属病院における保険適用外料金を定めた

別表の「評価療養」に係る規定中、「先進医療」の項

目について、新規の先進医療１件（ＥＢウイルス感

染症迅速診断（リアルタイムＰＣＲ法））を実施する

ことに伴い所要の改正を行うもの。 

高知大学教育学部入学に関する審議委員

会規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.6.14

規則第 11 号 平成 

29.6.14

規則中委員以外の出席に係る規定において、審議

委員会委員ではない「入学試験委員会委員」を常時

出席させなければならない旨を規定していたが、議

事進行上、審議委員会委員である「入学試験委員会

委員長」の出席で足りることから、当該規定を削除

することとし、規則を一部改正する。 

なお、「委員会の庶務を処理する部局」が規定され

ていなかったことから、総務部総務課において処理

する旨を規定することとし、規則を一部改正する。 

また、現在規定されていない「この規則に定める

もののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員会が別に定める」旨を規定することとし、規則を

一部改正する。 
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あわせて、字句を修正する。 

高知大学教育ファシリテーター規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

29.6.28 

規則第 12 号 平成 

29.6.28 

 規則中各学部の専任担当教員のうちから、学部長

の推薦に基づき学長が指名する教育ファシリテータ

ーの任期に係る規定において、欠員が生じた場合の

補欠者の任期を前任者の残任期間とする旨の規定が

されていなかったため、現状として、任期途中の交

代が生じた学部と生じていない学部との間で教育フ

ァシリテーターの任期に違いが生じている。 

このことから、大学教育創造センターに置かれ、

大学教育創造センターの企画・提案等を所属する各

学部の教育改善において遂行していく中核的な役割

を担う教育ファシリテーターについて、より円滑か

つ統一的な業務遂行を図るため、任期を統一するこ

ととし、補欠者の任期について前任者の残任期間と

する旨を規定するとともに、経過措置を附則に規定

することとし、規則を一部改正する。 

高知大学教育学部附属学校園教員採用規

則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.7.12 

規則第 13 号 平成 

29.7.12 

規則中選考基準に係る規定について、各校種ごと

の選考対象者に求める教育職員免許状の種類を明確

にすることとし、規則を一部改正する。 

なお、様式として規定していた「公募様式」及び

「教育研究実績及び意向書」について、実際の選考

においては選考ごとに細部の記載に差異が生じうる

ことから、規定を削除する。 

また、選考等を行うこととされている「附属学校

園連携会議」について、会議の改廃等により、現状

では、「高知大学教育学部附属学校園運営会議」がそ

の役割を担うこととされていることから、規則中「附

属学校園連携会議」を「附属学校園運営会議」に改

める。 

あわせて、規則中の文言の整理を行う。 

高知大学医学部倫理委員会規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

29.7.18 

規則第 14 号 平成 

29.7.18 

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」

の平成 29 年５月の改正において、個人情報保護法の

改正も踏まえた研究における個人情報の適切な取扱

いについて新たに規定されたため、規則中、別紙様

式の試料及び診療情報等の取り扱いに関する部分に

ついて指針に沿った内容となるよう規則を一部改正

する。 

また、厚生労働省の倫理審査委員会認定制度事業

における審査等において、規則中の委員会の組織に

係る規定等いくつかの文言について、「人を対象とす

る医学系研究に関する倫理指針」の文言通りに規定

することが望ましいとの指摘があったことから、文

言等を整理することとし、規則を一部改正する。指

針に沿った内容となるようあわせて整理を行う。 

あわせて、その他字句の修正を行う。 
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国立大学法人高知大学遺失物取扱規則の

一部を改正する規則 

学長 平成 

29.7.19 

規則第 15 号 平成 

29.7.19 

規則中所轄の警察署に提出する拾得物届出書（別

紙様式第３号）の様式について、規則第 10 条の規定

に基づき警察署への届出を行う「遺失物取扱責任者」

の記名欄を追加するもの。 

国立大学法人高知大学公印規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

29.7.26 

規則第 16 号 平成 

29.8.1 

平成 29 年８月１日付け事務組織の改編に伴い、所

要の改正を行うもの。 

国立大学法人高知大学構内交通規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

29.7.26 

規則第 17 号 平成 

29.10.1 

規則第 10 条の規定において、「本学の役職員及び

学生以外の者のうち、常態として自動車を運転して

構内に入構することが教育研究診療又は管理運営上

必要なため、入構・駐車許可証を交付することがで

きる者」を定めている。 

現行の規定上は、放送大学高知学習センターの学

生については当該入構・駐車許可証を交付できる者

として規定していなかったところ、同センター長よ

り、①同センターの学生にも常態として自動車を運

転して構内に入構する学生がいることから、本学の

学生に準じる形で入構・駐車許可証を交付していた

だきたい、②同センターの学生のうち、身体に障が

いがあるため自動車で通学する必要がある学生につ

いては、本学の学生と同様に駐車料金を免除してい

ただきたいと要望が出された。 

ついては、放送大学高知学習センターは、同じキ

ャンパス敷地内に所在する単位互換協定締結校であ

ることを踏まえ、上記の要望に応えることとし、規

則を一部改正するものである。 



○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
H29.5.31 増田　匡裕 人文社会科学部門　准教授
H29.6.30 冨田　江一 基礎医学部門　准教授

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H29.5.1 宮川　和也 臨床医学部門　助教
H29.6.1 上羽　宏明 医学部附属病院整形外科　特任助教
H29.6.12 氏原　悠介 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
H29.6.1 池上　信夫 臨床医学部門　准教授 臨床医学部門　講師
H29.7.1 辛島　尚 臨床医学部門　准教授 臨床医学部門　講師

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H29.7.1 濵田　知幸 医学部附属病院内科　特任助教 医学部附属病院救急部　特任助教

[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
H29.6.30 吉松　直之 財務部経理室旅費・謝金係　係員
H29.7.31 都築　由佳 地域連携推進センター　特任専門職員

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H29.5.1 久武　昌子 医学部附属病院次世代医療創造センター　特任研究員

H29.7.1 関根　康人 医学部附属病院栄養管理部　調理師

[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H29.5.14 山﨑　裕美 医学部附属病院看護部　看護師
H29.5.31 弘田　恵 医学部附属病院看護部　看護師
H29.6.13 川上　悠加 医学部附属病院看護部　看護師
H29.6.21 渡邉　友紀 医学部附属病院看護部　看護師
H29.6.30 岩本　岬 医学部附属病院放射線部　診療放射線技師

H29.6.30 河添　好江 医学部附属病院看護部　看護師
H29.6.30 二宮なぎさ 医学部附属病院看護部　看護師
H29.6.30 白方　郁 医学部附属病院看護部　看護師
H29.6.30 寺石　尊子 医学部附属病院看護部　看護師
H29.6.30 中川　真由 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.6.30 谷岡　和 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.6.30 真鍋　梓 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.7.3 池　眞紀 医学部附属病院看護部　副看護師長
H29.7.10 杉本　楽々 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.7.31 岡﨑　友美 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.7.31 小田　綾音 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）
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人  事 



【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H29.5.1 湯ノ口　将太郎 医学部附属病院看護部　看護師
H29.5.22 中平　文 医学部附属病院看護部　看護師
H29.6.26 竹村　仁美 医学部附属病院栄養管理部　栄養士

○叙位・叙勲
　　高知大学名誉教授　 立川　涼（平成29年5月29日死亡）

　叙位　従三位
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第２９６回役員会（５月10日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 希望社会創発教育研究センター（仮称）設置準備委員会に係る教員の採用等人事について 

(2) MD-PhDコースの開設について 

(3) 平成 28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) 会計監査人の選任について 

第２９７回役員会（５月24日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 大学教員人事案について 

(2) 「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 30年度高知大学志願者の入学検定料免除 

について 

〔報告事項〕 

(1) 教員人件費等削減に関する提案について（答申） 

(2) 規則の制定について 

(3) その他 

第２９８回役員会（６月９日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 平成 28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 

(2) 大学教員の採用等人事について 

(3) 平成 28年度決算について 

(4) 平成 28年度間接経費等決算について 

(5) 平成 30年度概算要求について 

(6) 地域協働学部の施設整備について 

〔報告事項〕 

(1) 第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について 

(2) その他 

第２９９回役員会（６月22日） 

議事

〔審議事項〕 

(1) 平成 28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 

(2) MD-PhDコースの開設について 

(3) 平成 30年度概算要求について 

(4) 平成 28年度決算について 

(5) 平成 28年度間接経費等決算について 

会 議
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第３００回役員会（６月28日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 感謝状の贈呈について 

(2) 教育組織改革（教職大学院）に係る教員の採用人事について 

(3) 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻（仮称）の設置計画に係る補正申請書の提出について 

(4) 大学教員人事案について 

(5) 学内の喫煙問題に関する今後の方針について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 28年度国際交流活動について 

(2) 会計監査人の選任について 

(3) 今後確保が必要なスペースへの対応について 

(4) 規則の制定について 

(5) その他 

第３０１回役員会（７月12日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 戦略的管理人員枠による採用人事について 

(2) 希望社会創発教育研究センター（仮称）設置準備委員会に係る教員の採用等人事について 

(3) 希望社会創発教育研究センター（仮称）設置準備委員会に係る教員の採用人事及び同教員への 

クロスアポイントメント制度の適用について 

(4) 大学教員人事案について 

(5) 大学教員の採用等人事について 

〔報告事項〕 

(1) 大学教員の再任について 

(2) 平成 29年度国際交流基金助成事業について 

(3) 「今夏の節電実行計画」について 

(4) その他 

第３０２回役員会（７月26日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 戦略的管理人員枠による採用人事について 

(2) 大学教員の採用等人事について 

(3) 四国４国立大学と四国旅客鉄道株式会社との連携協力に関する協定の締結について 

(4) 国立大学法人高知大学構内交通規則の改正について 

(5) 平成 29年度間接経費等執行計画について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 29年度学長裁量経費について 

(2) 規則の制定について 

(3) その他 

第６４回経営協議会（６月 22日） 

議事 
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(1) 平成 28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 

(2) 第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について 

(3) 「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 30年度高知大学志願者の入学検定料免除 

について 

(4) 平成 30年度概算要求について 

(5) 平成 28年度決算について 

(6) 平成 28年度間接経費等決算について 

(7) 資金運用状況について 

(8) 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 

(9) その他 

第８１回教育研究評議会（６月 21日） 

議事 

(1) 土佐 FBCⅡ寄附講座の更新について 

(2) 寄附講座（家庭医療学講座）の更新について 

(3) 平成 28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 

(4) 第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について 

(5) 平成 28年度高知大学教育奨励賞の選考結果について 

(6) 高知大学国際教育実施委員会規則の制定について 

(7) MD-PhDコースの開設について 

(8) 学内の喫煙問題に関する今後の方針について 

(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 
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○平成 29 年度高知大学大学院学位記授与式

平成 29年 6 月 30日（金）、学長室において、「平成 29 年度高知大学大学院学位授与式」が関係者出

席のもと挙行された。脇口宏学長が総合人間自然科学研究科医学専攻（博士課程）1名に学位を授与し

た。

（学位記授与式の様子）

○株式会社高知銀行と国立大学法人高知大学におけるクロスアポイントメント制度に関する協定を

締結

平成 29年 7 月 31日（月）、高知銀行において、国内外から優れた人材を確保し、教育、研究及び産

学連携活動を推進することを目的に制定した「クロスアポイントメント制度」を活用した取組第 1号 

として、高知銀行との協定を締結した。 

 高知大学では、企業・地域の人材をクロスアポイントメント適用教員や客員教員として受け入れ、

社会的ニーズに対応する教育・研究を実践する組織「希望社会創発教育研究センター（仮称）」の設置

を平成 30年度に予定している。その第一弾として高知銀行大正支店長の岡田一水氏が、この協定を通

じて特任准教授として就任、これまで得た幅広い知見を活かして取り組んでもらうこととなった。 

 岡田氏は、高知銀行における業務を継続しつつ、高知銀行、高知大学それぞれの組織に所属し、高

知大学において、同センターの教育研究に関する制度設計として、設置計画書、活動方針等の策定等 

の業務を担うこととしている。 

（調印式の様子：高知大学の脇口宏学長（左） 

と高知銀行の森下勝彦取締役頭取） 

学 事
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○平成 29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 29年 5月 12日（金）、物部キャンパスにおいて、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 10期目となり、高知県全域から食品加工業従事者、一次産業従事者、自治体職員、団体

職員、食品流通業者及び高知大学生ら、計 45 名が入講した。 

開講式では、脇口宏学長による告辞の後、受講生代表者による宣誓が行われた。また、平山耕三南

国市副市長から祝辞、受田浩之地域連携推進センター長から受講生の心得と激励の言葉が贈られた。 

同事業は、文部科学省職業実践力育成プログラム（ＢＰ）認定及び高知県内唯一の「国家戦略・プ

ロフェッショナル検定：食の 6次産業化プロデューサー（食Ｐｒｏ.）」の認定機関として、食Ｐｒｏ.

レベル 1 及びレベル 2 のプログラムを実施している。今年度受講生中 38 名が食Ｐｒｏ.認定を目指し

ている。 

（記念写真）

○土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業が「日本食品保蔵科学会賞：ふるさと産業貢献賞」

を受賞

 平成 29年 6月 24日（金）、「土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業（土佐ＦＢＣ）」が、日

本食品保蔵科学会第 66回大会（高知大会）において、「ふるさと産業貢献賞」を受賞した。

 同賞は、一般社団法人日本食品保蔵科学会から、地域産業の発展・活性化に対し、顕著な貢献又は

今後貢献が期待される活動を行っている団体及び企業等で、同学会の活動に寄与しているものに授与

されるもので、土佐ＦＢＣのこれまでの取組が高く評価された。

諸 報
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  （ふるさと産業貢献賞） （受賞の様子： 

受田浩之地域連携推進センター長（左））

○高知大学地域協働学部がカフェ「ｓａｔｏｂｉｔｏ（さとびと）」を開業

 平成 29年 6月 24日（金）、地域協働学部では、フィールドワークを重視し、地域に入り込んで課題

を発見するという同学部ならではの理念を具体的に実現させる形で、学生自ら厨房に立ち、メニュー

を考案し、地場産品の魅力を直接消費者に発信する場として、カフェ「ｓａｔｏｂｉｔｏ」を朝倉キ

ャンパス近くに開業した。

同学部では、学生が地域の人々と協働して課題解決に取り組む「地域協働」を実習科目とし、高知

県下の各地域で地元住民とともに様々な課題に向き合っている。そうした実習の中で、学生らは地元

の住民が生産した青果や、それを使用した加工品が、知名度や広報の問題であまり収益につながって

いないという課題に直面し、地域協働としての支援を模索するようになった。

そこで今年 3月、学生 4 名と教員 9 名の出資で株式会社「里人（さとびと）」を設立し、地元の食品

や加工品を販売する場としてカフェの開業を決めた。

主力商品は、地元の果物や茶葉などを生かして作った手作りアイスクリームで、黒潮町の天日塩や

大豊町のブルーベリー、日高村のほうじ茶などを使用している。また、モーニングの提供やパスタ、

ピザを中心としたランチメニュー、地元で採れた野菜や加工品を販売するコーナーも併設されている。 

（店内に並ぶ手作りアイスクリーム）  （笑顔で勤務する学生たち）
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○高知大学医学部附属病院「七夕コンサート」を開催

 平成 29年 7月 1 日（土）、医学部附属病院では、入院中の患者さんやその家族、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、医学部の合唱団とダンス部が出演した。患者さんからは「歌声がとても美しくハーモニ

ーに感動しました。癒しのひとときでした」、「患者に希望を与える、やさしくて元気になれる歌をあ

りがとうございました。ダンスもかっこよかったです」などの感想が寄せられた。

（参加者全員で合唱） （ダンス部によるパフォーマンス）

○第 10 回高知大学演習林トレイルランニングレース 2017 を開催

平成 29年 7 月 2日（日）、農林海洋科学部嶺北フィールド（演習林）において、第 10 回高知大学演

習林トレイルランニングレース 2017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。

今年度は、東京や県内外から 265名が参加し、30 ㎞のミドルコースは 48 名が、15 ㎞のショートコ

ースは 166名が完走し、健脚を競った。

ゴールに到着すると、カレーライスや飲み物などが振る舞われ、ランナーとスタッフらが健闘を讃

えあった。

（元気よくスタートするランナー）  （獣道を力走）
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○高知大学サマープログラム（短期留学生）を実施

 平成 29年 7月 4 日（水）から 8月 5日（土）の約 5週間、協定校からの短期留学生を受け入れる「サ

マープログラム」を実施した。同プログラムは、高知大学の英語圏の協定校の学生が主な対象者で、

長期留学のきっかけ作りのために日本語や日本文化、高知に関心をもってもらおうと平成 28 年度から

実施している。今年度は米国 3大学（カリフォルニア州立大学フレズノ校、テキサス大学ダラス校、

ロードアイランド大学）より計 19名が参加した。 

 同プログラムは、国際連携推進センターと土佐さきがけプログラム国際人材育成コースが共同で受

け入れ・実施を担当し、座学のみならず、高知市の護国寺で座禅体験や大自然の中で小中一貫教育を 

行っている土佐山学舎を訪れ、児童・生徒らと交流したりと単なる観光では経験のできない内容とな

っている。同プログラムの一部は、土佐さきがけプログラムの専門科目として開講しているため、協

定校の学生に加え、高知大学生も履修しており、それぞれ異なる視点から日本文化や歴史、地域の活

性化等について英語でグループワークを行った。最終授業では、「クールジャパン」と「高知の活性化」 

についてグループ毎にプレゼンテーションを行い、お互いの約 5週間の学びを共有する機会となった。 

（座禅体験する留学生）  （高知大学生と留学生がグループワーク） 

○第 11 回黒潮圏科学国際シンポジウムを開催

 平成 29 年 7月 23 日（日）から 27日（木）の間、朝倉キャンパスにおいて、第 11 回黒潮圏科学国

際シンポジウムを開催した。同シンポジウムは、分野横断型教育研究を推進している大学院人間自然

科学研究科黒潮圏総合科学専攻が主催するもので、平成 19 年からフィリピンや台湾、インドネシアの

協定校と協同して各国持ち回りで開催している。 

 初日は公開審査会を開催し、24日（月）からは各国の学生に沿岸域のプラスチック汚染問題をテー

マに討議させ、ディベート力と相互理解力を涵養させることを目的としたクロスボーダーエデュケー

ション企画を実施した。午後からシンポジウム本体が始まり、脇口宏高知大学長らの挨拶の後、基調

講演があった。引き続いて、25日（火）、26日（水）には陸域から海域までの生態系やその保全、人々

の暮らしや資源利用など多岐に渡る研究成果が、口頭 32 題、ポスター18題の一般講演として発表され

た。27日（木）のエクスカーションでは、黒潮圏総合科学専攻の学生が代表を務める海洋深層水によ

る海藻の陸上養殖事業や室戸世界ジオパークを見学した。 
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 参加者は合計 106名（高知大学 71名、横浜国立大学 1名、愛媛大学 1名、フィリピン 9大学・1 国

立機関 23名、台湾 2大学 7 名、インドネシア 1大学 3 名）であった。 

（挨拶する脇口学長） （国際戦略を説明する 

櫻井理事（総務・国際・地域担当）） 

○高知大学海洋コア総合研究センター・国立極地研究所 合同公開シンポジウム「南極：大陸・海・

氷床を探る」を開催

 平成 29年 7月 26日（水）、朝倉キャンパにおいて、合同シンポジウム「南極：大陸・海・氷床を探

る」を開催した。これまでにも両機関の間では、将来の南極海での深海掘削研究を実現することを目

指した海洋地質学的な事前調査研究を平成 20 年から共同して継続的に実施しており、その成果の一つ

として平成 29年 4 月に新たな掘削プロポーザルを国際深海科学掘削計画（IODP）に提出するに至って

いる。 

 同シンポジウムでは、高知大学の脇口宏学長による挨拶に続き、池原実教授から連携協定とシンポ

ジウム開催に至る経緯などが説明された後、国立極地研究所の野木義史南極観測センター長を始めと

する研究者 6名と高知大学の教員 2 名から研究成果の報告が行われた。 

 会場のロビーには南極の氷山や海底の堆積物標本、南極観測隊の装備品（ジャケット、ブーツ）や

写真パネルなども展示された。 

（挨拶する脇口学長）    （会場のロビーで説明を受ける来場者） 
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５月 

８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 

第１回高知ＣＳＴ養成・活動事業運営会 

議 

９日（火） 附属病院運営委員会 

１０日（水） 教育研究部会議 

第 296回役員会 

概算要求ヒアリング 

１１日（木） ＪＡＭＳＴＥＣ東京事務所 

１２日（金） 第５回四国国立５大学教育担当理事意見 

交換会 

高知県官公長連絡会 

土佐ＦＢＣ開講式 

１５日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

設備整備検討委員会 

学士課程運営委員会 

第１回国際教育実施委員会 

１６日（火） 国立大学協会ＷＧ 

１８日（木） 大学ＩＣＴ推進協議会理事会 

 大学院修士課程・博士課程教務委員会 

１９日（金） 平成 29年度中国・四国地区国立大学学 

生関係副学長・部課長会議 

２２日（月） 学士課程入学試験委員会 

全学教育機構会議 

教育ミーティング 

２３日（火） 行政視察対応 

第２回大学院入学試験委員会 

教育組織改革実施本部会議 

２４日（水） 第 297回役員会 

国際・地域連携推進機構会議 

大学入試センターセミナー 

２５日（木） 全国大学入学者選抜研究連絡協議会 

（～２６日） 

科研費ブラッシュアップ反省会 

２６日（金） 国立大学法人等施設整備に関する説明会 

２９日（月） 国立大学法人等担当理事連絡会議 

学長懇談会 

研究推進戦略委員会 

教育ミーティング 

３０日（火） 文部科学省関係機関最高情報セキュリテ 

ィ責任者会議 

キャンパスマネジメント特別委員会 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

個人情報保護と情報セキュリティ研修 

会 

３１日（水） 四国国立大学協議会 

春季中国・四国地区国立大学長会議 

６月 

１日（木） 文部科学省（～２日） 

２日（金） 第 48回アカデミアセミナー 

５日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

理事懇談会 

入試企画実施機構会議 

副学長会議 

教育ミーティング 

６日（火） 高知県国際交流協会理事会 

学長講話 

高知高専テクノフェロー講演会 

学生・教育支援機構会議倫理委員会 

７日（水） 教育研究部会議 

全学財務委員会 

８日（木） 診療科ラウンド 

９日（金） 第 298回役員会 

診療科ラウンド 

１２日（月） 辞令交付 

学長懇談会 

理事懇談会 

ＣＯＣ＋外部評価委員会 

日 誌
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第３回救急体制整備に関する検討会 

教育ミーティング 

診療科ラウンド 

ＪＩＣＡ開講式、歓迎会 

１３日（火） 文部科学省 

高知市文化振興事業団評議員会 

１４日（水） 国立大学協会総会 

大学改革支援・学位授与機構国立大学 

施設支援センター審議委員会 

１５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 

１９日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

第２回大学教育創造センター特任教員 

選考委員会 

学士課程運営委員会 

学生総合支援センター教員選考委員会 

２０日（火） 教職大学院設置に係る人事委員会 

就職セミナー 

臨床倫理講演会 

２１日（水） 高知県国際交流協会 H29第１回評議員 

会教育研究評議会 

情報セキュリティ委員会 

２２日（木） 概算要求ヒアリング 

経営協議会 

学長選考会議 

 第 299回役員会 

２３日（金） 平成 29年度第１回教員免許状更新講 

習実施委員会 

ＪＩＣＡ閉講式 

豊仁会評議会 

２６日（月） 学長懇談会 

ＫＩＣＳ外部評価委員会 

大学院総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

ＡＰ事業実施本部会議 

教育ミーティング 

２７日（火） 高知県高等学校長協会との意見交換会 

国際交流基金管理委員会 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

診療科ラウンド 

２８日（水） 第 300回役員会 

３０日（金） 平成 29年度第１回就職委員会 

平成 29 年度高知大学大学院学位記授与

式 

７月 

３日（月） 学長事務総括本部会議 

辞令交付 

学長懇談会 

入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

大学教育創造センター特任教員選考委 

員会 

４日（火） 第５回救急体制整備に関する検討会 

病院運営に関するミーティング 

５日（水） 教育研究部会議 

進学担当者説明会 

７日（金） 診療科ラウンド 

８日（土） 採用面接 

１０日（月） 理事懇談会 

学長懇談会 

教育ミーティング 

１１日（火） 文部科学省 

平成 29年度高知大学・高知市コーディ 

ネーター会議 

１２日（水） 第 301回役員会 

 診療科ラウンド 

１３日（木） 高知大学のあり方に関する意見交換会 

感謝状贈呈式 

医工連携交流会 

１４日（金） 大学院修士課程・博士課程教務委員会 

高知県・安徽省友好交流委員会総会 

環境保全委員会 

科研費の支援プログラム合議審査 

第２回学生・教育支援機構会議 

１９日（水） 感謝状贈呈式 

国際交流基金助成決定通知書交付式 

２０日（木） 社会教育主事講習運営委員会 
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ＳＰＯＤ次世代リーダー養成研修会 

感謝状贈呈式 

２１日（金） 第１回教育プログラム開発委員会 

高知県議会との意見交換会 

２２日（土） 地域協働学部発表会 

２４日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

黒潮圏科学国際シンポジウム 

学士課程運営委員会 

教育ミーティング 

診療科ラウンド 

２５日（火） 全学財務委員会 

診療科ラウンド 

２６日（水） 高知大学海洋コア総合研究センター・ 

国立極地研究所合同公開シンポジウム 

第 302回役員会 

２７日（木） 国立大学協会入試委員会 

研究推進戦略委員会 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

第３回大学院入学試験委員会 

２８日（金） 修学支援基金奨学生決定通知書交付式 

３１日（月） 社会教育主事講習開講式 

学長懇談会 

高知銀行と高知大学におけるクロスア 

ポイントメント協定調印式 

大学院総合人間自然科学研究科委員会 

四経連懇話会 in高知 

全学教育機構会議 
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