
教職大学院の設置計画が認可   中国・安徽大学訪問団が学長表敬訪問 

  （9ページに関連記事）   （15 ページに関連記事） 

（2） 

○高知大学オープンキャンパスを開催

○高知大学が「よさこい祭り」に参加

○ＣＯＣ＋事業における土佐ＦＢＣ海外研修を実施

○第 65回国立大学医学部・医科大学事務協議会を開催

○医学部 椛 秀人 特任教授、農学部門 藤原 拓 教授、臨床医学部門

石田 健司 准教授が独立行政法人日本学術振興会から表彰

○第 37回南風祭を開催

○中国・安徽大学訪問団が学長表敬訪問

○平成 29年度ＡＰ事業シンポジウムを開催

（12） 

（12） 

(13） 

(13） 

(14） 

(15） 

(15） 

（16） 

(17） 

○人事異動

○叙位・叙勲

（4） 

（6） 

○役員会

○経営協議会

○教育研究評議会

（7） 

（8） 

（8） 

○高知大学海洋コア総合研究センターと東京大学大気海洋研

究所と連携・協力協定を締結

○高知大学大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専

攻（教職大学院）の設置計画が認可

○四国４国立大学とＪＲ四国との連携協力に関する協定を締

結

○平成 29年度高知大学大学院秋季修了式・学位記授与式

○平成 29年度高知大学大学院秋季入学式

（9） 

（9） 

（10） 

（10） 

（11） 
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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諸料金規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

29.9.12 

規則第 18 号 平成 

29.10.1 

医学部附属病院における保険適用外料金を定めた

高知大学医学部附属病院諸料金規則別表の規定につ

いて、新規の先進医療１件（前眼部三次元画像解析）

を平成 29 年 10 月１日から実施すること等に伴い所

要の改正を行うもの。 

国立大学法人高知大学育児休業等に関す

る規則の一部を改正する規則 

学長 平成

29.9.27 

規則第 19 号 平成

29.10.1 

保育所などに入所できず退職を余儀なくされる事

態を防ぎ、さらに育児をしながら働く男女労働者が、

育児休業などを取得しやすい就業環境の整備等をさ

らに進めていくことなどを目的として、保育所に入

れない場合などは２歳まで育児休業が取得可能にす

ることなどを定めた「育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を改

正する法律が平成 29 年３月 31 日に公布され、平成

29 年 10 月１日から施行される。 

本学においても本改正に対応するため、現行育児

休業期間が「当該子が最長１歳６か月に達する日ま

で」とされている期間付職員が取得できる育児休業

期間について「当該子が最長２歳に達する日まで」

延長できることとし、国立大学法人高知大学育児休

業等に関する規則の改正を行う。併せて、字句の調

整を行う。 

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の一部を改正する規

則 

学長 平成

29.9.27 

規則第 20 号 平成

29.9.27 

現在、医学部附属病院の受付・窓口業務に従事す

る事務職員について、午前８時 30 分からの受付開始

に先立ち、円滑な受付業務実施のため、事前準備要

員として「午前８時からの早出勤務者」を配置し、

国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務時間等に関

する規則別表においてその旨を規定している。 

しかしながら実情として、受付開始後の患者診療

を支障なく進めるためには、早出勤務者について受

付開始１時間前から勤務する者を配置し、受付順番

の整理等の業務を開始することが必要であることか

ら、午前７時 30 分から勤務する早出勤務者を新たに

配置することとし、規則を一部改正する。 

あわせて、表記の修正を行う。 

高知大学医学部情報医学委員会規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

29.9.26 

規則第 21 号 平成 

29.10.1 

「情報セキュリティポリシー」の改訂に伴う各部

局への「情報セキュリティ委員会」の設置について、

医学部、医学部附属病院及び医療学系においては既

設の「医学部情報医学委員会」にその役割を追加す

ることで対応することとし、高知大学医学部情報医

学委員会規則について所要の改正を行うもの。 

学 内 規 則
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高知大学医学部附属病院長選考等規則の

全部を改正する規則 

学長 平成 

29.10.12 

規則第 22 号 平成 

29.10.12 

医療法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第

57 号。以下「改正法」という。）が、平成 29年６月

14 日に公布され、特定機能病院の管理者（病院長）

の選考について、「当該開設者と厚生労働省令で定め

る特別の関係がある者以外の者を構成員に含む管理

者となる者を選考するための合議体を設置し、その

審査の結果を踏まえて、特定機能病院の管理及び運

営に関する業務の遂行に関し必要な能力及び経験を

有する者を当該特定機能病院の管理者として選任し

なければならないものとすること」などが定められ、

平成 30 年６月までに施行されることとされている。 

本学においては、平成 30 年３月に医学部附属病院

長の任期末を迎えることから、今年度中に次期医学

部附属病院長の選任を行う必要がある。現時点では

関係する厚生労働省令は未交付ではあるものの、法

改正も踏まえ、次期医学部附属病院長の選考にあた

っては改正法の趣旨等に沿った選考を行うことと

し、先行大学の例も参考に、①医学部附属病院長選

考基準を策定、②学外者を委員に含む候補者選考会

議を設置、③選考会議が候補者を審査・推薦し学長

が選考するといった選考体制をとることとし、高知

大学医学部附属病院長選考等規則を全面的に改正す

るとともに、高知大学医学部附属病院長候補者選考

会議規則及び高知大学医学部附属病院長候補者選考

実施細則を新たに制定するものである。 

高知大学医学部附属病院長候補者選考会

議規則 

学長 平成 

29.10.12 

規則第 23 号 平成 

29.10.12 

高知大学医学部附属病院長候補者選考実

施細則 

学長 平成 

29.10.12 

規則第 24 号 平成 

29.10.12 

 



○人事異動

[役員]

【退職】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H29.8.31 北添　英矩 監事（非常勤）

【就任】

発令年月日 氏名 就任後の所属・職 元所属・職

H29.9.1 関　恵介 監事（常勤）

【配置換】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H29.9.1 大﨑　富夫 監事（非常勤） 監事（常勤）

[教員]

【退職】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H29.9.30 中島　典昭 連携医学部門　助教

H29.9.30 刑部　博人 臨床医学部門　助教

H29.9.30 阿漕　孝治 臨床医学部門　助教

H29.10.12 大薮　安世 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

H29.8.1 吉村　佑一郎 国際連携推進センター　特任助教

H29.8.1 岡田　一水 希望社会創発教育研究センター（仮称）設置準備委員会　特任准教授

H29.9.25 大薮　安世 教育学部附属特別支援学校　教諭

H29.10.1 中嶋　絢子 連携医学部門　助教

H29.10.1 波越　朋也 臨床医学部門　助教

H29.10.1 奥村　知世 海洋コア総合研究センター　特任助教

【昇任】

発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職

H29.8.1 河野　崇 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

H29.9.1 笹岡　晴香 看護学部門　准教授 医学部附属病院看護部　看護師

[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

H29.8.1 樫本　裕子 高知工業高等専門学校 総務部人事課付　係長

H29.8.1 谷口　健治 高知工業高等専門学校 総務部人事課付　主任

H29.9.15 若狭　忠司 学長事務総括本部付　課長

H29.9.30 青木　麻佳 医学部・病院事務部総務企画課職員係　主任

【出向】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H29.8.1 河野　徳美 高知工業高等専門学校 学務部学生支援課　課長補佐
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【採用】

発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職

H29.9.1 田代　真理 医学部・病院事務部医事課医事係　係員　

H29.10.1 紙　昌孝 財務部経理室旅費・謝金係　係員

H29.10.1 河野　そらみ 研究国際部研究推進課研究助成係　係員

H29.10.1 小田桐　大季 医学部・病院事務部総務企画課職員係　係員

【復帰】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H29.8.1 樫本　裕子 総務部人事課付　係長 高知工業高等専門学校

H29.8.1 谷口　健治 総務部人事課付　主任 高知工業高等専門学校

H29.8.1 山田　正人 医学部・病院事務部学生課入試室　室長 高知工業高等専門学校

【配置換】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H29.8.1 早尻　和城 法人企画課ＩＲ・評価室ＩＲ・評価係　係員 研究国際部研究推進課研究推進係　係員

H29.8.1 谷内　紗代 総務部総務課法規係　主任 研究国際部地域連携課知的財産係　主任

H29.8.1 小島　公美子 総務部総務課教育事務室教育事務係　主任 総務部総務課法規係　主任

H29.8.1 西川　卓 財務部経理室出納係　係員 学務部入試課入試実施係　係員

H29.8.1 池澤　理恵子 研究国際部研究推進課研究推進係　主任 総務部総務課教育事務室教育事務係　主任

H29.8.1 井上　大志 研究国際部地域連携課知的財産係　係員 法人企画課ＩＲ・評価室ＩＲ・評価係　係員

H29.8.1 能勢　英司 学務部学生支援課　課長補佐 医学部・病院事務部学生課入試室　室長

H29.8.1 東郷　佳浩 学務部入試課入試実施係　係員 財務部経理室出納係　係員

H29.8.1 髙橋　久夫 医学部・病院事務部医事課診療情報管理係　主任 医学部・病院事務部医事課診療請求係　主任

H29.8.1 中平　伸一 医学部・病院事務部医事課診療請求第一係　係長 医学部・病院事務部医事課　専門職員（入院担当）

H29.8.1 岡田　崇志 医学部・病院事務部医事課診療請求第一係　係員 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係員

H29.8.1 髙松　絵美 医学部・病院事務部医事課診療請求第一係　係員 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係員

H29.8.1 佐々木　昭典 医学部・病院事務部医事課診療請求第二係　係長 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係長

H29.8.1 下元　憲明 医学部・病院事務部医事課診療請求第二係　主任 医学部・病院事務部医事課診療情報管理係　主任

H29.8.1 田村　桃子 医学部・病院事務部医事課診療請求第二係　主任 医学部・病院事務部医事課診療請求係　主任

H29.8.1 津野　法子 医学部・病院事務部医事課診療請求第二係　係員 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係員

H29.8.1 水口　知子 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係　係長 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室　専門職員（研究推進担当）

H29.9.1 小松　俊起 総務部総務課附属学校事務室　専門職員（調査・統計担当） 総務部人事課付　専門職員

【昇任】

発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職

H29.8.1 江口　さゆみ 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室　室長 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係　係長

[病院職員]

【退職】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H29.8.31 秋森　佐智子 医学部附属病院看護部　看護師

H29.8.31 須賀　建太 医学部附属病院看護部　看護師

H29.8.31 明坂　比菜 医学部附属病院看護部　看護師

H29.9.23 高村　早穂子 医学部附属病院看護部　看護師

H29.9.30 須賀　歩 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.9.30 相馬　志帆 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.10.31 森　亜衣華 医学部附属病院臨床工学部　臨床工学技士
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【採用】

発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職

H29.8.31 河田　昌子 医学部附属病院栄養管理部　栄養士

H29.9.1 切詰　力斗 医学部附属病院放射線部　診療放射線技師

H29.9.1 乾　翔 医学部附属病院看護部　看護師

○叙位・叙勲

　　高知大学名誉教授　 松尾　亘孝（平成29年8月9日死亡）

　叙位　従四位　　叙勲　瑞宝中綬章

　　高知大学名誉教授　 山本　晉平（平成29年8月10日死亡）

　叙位　従三位

　　高知医科大学名誉教授　 上田　芳文（平成29年8月19日死亡）

　叙位　正五位　　叙勲　瑞宝小綬章

　　元高知大学研究協力部長　國定　久（平成29年9月19日死亡）

　叙位　正六位　　叙勲　瑞宝双光章
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第３０３回役員会（９月13日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 感謝状の贈呈について 

(2) 大学教員の採用人事について 

(3) 希望創発センター（仮称）設置計画について 

〔報告事項〕 

(1) 戦略的管理人員枠による採用人事の変更について 

(2) 平成 30年度概算要求について 

(3) 平成 28事業年度財務諸表の承認について 

 

第３０４回役員会（９月21日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 平成 29年度間接経費等執行計画について 

 

第３０５回役員会（９月27日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 高知大学における大学発ベンチャーの認定について 

(2) 希望創発センター（仮称）設置計画について 

(3) 大学教員の採用人事について 

(4) 育児休業等に関する規則等の一部改正について 

(5) 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 

(6) 敷地内薬局の提案について 

〔報告事項〕 

(1) 大学教員の再任について 

(2) 平成 29年度進学担当者説明会について 

(3) 平成 29年度オープンキャンパスについて 

(4) 平成 29年度第１四半期の財務状況について 

(5) 平成 29年度第１四半期の資金管理状況について 

(6) 台風による被害への対応について 

(7) 規則の制定について 

(8) その他 

 

第３０６回役員会（10月２日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 平成 30年度医学部入学定員増について 

 

第３０７回役員会（10月12日） 

議事 

会 議 
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〔審議事項〕 

(1) 希望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について 

(2) 環境方針の改定について 

(3) 高知大学医学部附属病院長選考に関する規則の改正等について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 30年度学年暦・年間行事予定表について 

(2) 資金運用状況について 

(3) その他 

第３０８回役員会（10月25日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 地域創造研究センター（仮称）検討タスクフォースの設置について 

(2) 産学官民連携による「健康」をキーワードとした地方創生事業に関する連携協定の締結について 

〔報告事項〕 

(1) 規則の制定について 

(2) その他 

第６５回経営協議会（９月 21日） 

議事 

(1) 希望創発センター（仮称）設置計画について 

(2) 平成 28年度国際交流活動について 

(3) 役員の退職手当に係る業績評価について 

(4) 平成 29年度間接経費等執行計画について 

(5) 平成 30年度概算要求について 

(6) 平成 28事業年度財務諸表の承認について 

(7) 国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について 

(8) その他 

第８２回教育研究評議会（９月 20日） 

議事 

(1) 希望創発センター（仮称）設置計画について 

(2) 平成 28年度国際交流活動について 

(3) 平成 30年度概算要求について 

(4) 国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について 

(5) その他 
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○高知大学海洋コア総合研究センターと東京大学大気海洋研究所と連携・協力協定を締結

平成 29年８月 23日（水）、高知大学海洋コア総合研究センターは、東京大学大気海洋研究所との連

携・協力に関する協定を締結した。この協定は、相互の施設・設備等の効果的な利用を図り、互いの

研究資源を活用した地球掘削科学並びに海洋科学の研究促進と学術・科学技術への貢献を目的として

いる。

調印式は、本学から徳山英一海洋コア総合研究センター長、池原実海洋コア総合研究センター教授、

東京大学から津田敦大気海洋研究所所長、道田豊大気海洋研究所副所長、芦寿一郎大気海洋研究所教

授らが出席し、執り行われた。

（協定書を掲げる徳山センター長（前列左）と津田大気海洋研究所長）

○高知大学大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻（教職大学院）の設置計画が認可

平成 29年３月に文部科学省に申請した高知大学大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻

（教職大学院）の設置計画について、大学設置・学校法人審議会の審議を経て、８月 25日（金）付け

で「設置を可」とする旨の連絡があった。

教職大学院には、学校運営・教育実践・特別支援教育の３つのコースを設置し、常に高知県の学校

教育の現場を念頭に置き、学校教育に関わる理論と実践が融合した教育課程を通じて、学部卒院生及

び高知県教育委員会派遣等の現職教員を対象に高度専門職業人としての教員養成を行う。入学定員は

15 人。

（記者会見の様子）

学 事
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○四国４国立大学とＪＲ四国との連携協力に関する協定を締結

平成 29 年９月 11 日（月）、高松市内のホテルにおいて、四国の４国立大学（徳島大学、香川大学、

愛媛大学、高知大学）とＪＲ四国は、四国の活性化を目的として、地域振興・観光振興・人材育成に

ついて連携協力する協定を締結した。

調印式は、野地澄晴徳島大学長、長尾省吾香川大学長、大橋裕一愛媛大学長、脇口宏高知大学長と

半井真司ＪＲ四国社長らが出席し、執り行われた。

（協定書を掲げる半井社長（中央）と左より野地学長、長尾学長、大橋学長、脇口学長）

○平成 29年度高知大学大学院秋季修了式・学位記授与式

平成 29年 9 月 20日（水）、メディアの森メディアホールにおいて、「平成 29年度高知大学大学院秋

季修了式・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人文社会科学専

攻１名、看護学専攻１名、農学専攻（ＡＡＰ）１名に修士の学位、総合人間自然科学研究科医学専攻

１名、黒潮圏総合科学専攻５名の修了者及び２名の学位論文提出者に博士の学位がそれぞれ授与され

た。 

（修了式・学位記授与式の様子）
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○平成 29年度高知大学大学院秋季入学式

平成 29年 10月 6日（金）、メディアの森メディアホールにおいて、「平成 29 年度高知大学大学院秋

季入学式」が関係者出席のもと挙行された。修士課程では総合人間自然科学研究科農学専攻（ＡＡＰ）

４名、博士課程では総合人間自然科学研究科黒潮圏総合科学専攻３名の入学が許可された。

（入学式の様子）
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○高知大学オープンキャンパスを開催 

 
 平成 29年８月６日（土）に朝倉キャンパス、７日（日）に朝倉・岡豊・物部の各キャンパスにおい

て、高校生、高等学校教諭、保護者の方を対象にそれぞれオープンキャンパスを開催した。 

     

 

 

 

 

 

 

 
 （朝倉キャンパス）             （朝倉キャンパス） 

 

 

 

 

 

 

  

 
（岡豊キャンパス）               （物部キャンパス） 

 
○高知大学が「よさこい祭り」に参加 

 

平成 29年８月 10日（木）・11日（金）に開催された「第 64回よさこい祭り」に、全国から 205チ

ーム（約 1万 8千人）が参加する中、高知大学生チームは総勢８チーム（叢雲、粋恋、旅鯨人、醫、

南溟寮、南風、日章踊り子隊、炎）と全国に散らばったＯＢ中心のチーム（青ノ春）が参加した。伝

統のエコなブルーシートの地方車と寮歌も入る男子寮チーム、踊り子それぞれが個性溢れるチーム、

県内の大学生連合チーム、高知大学沖縄県出身者らによるエイサー太鼓とのコラボチーム、全国に散

らばった OB・OG中心のチーム等が、熱気と声援の中、はじける笑顔で舞い踊り会場を盛り上げた。そ

れぞれの思いを込めて若い力と輝きを放ち続けた。 

また、高知大学生は、海外からの出場チームの支援や会場運営スタッフとしても活躍。会場の

関係者からは高知大学生はいつも地域の活性化に貢献している。本当にありがたいと声が寄せら

れた。 

諸 報 
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（叢雲（むらくも））            （南風（ぱいかじ）） 

 
○ＣＯＣ＋事業における土佐ＦＢＣ海外研修を実施 

 
 高知大学では、ＣＯＣ＋事業「まち・ひと・しごと創生 高知イノベーションシステム」での企業

の海外販路開拓支援として、平成 28年度からＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）高知との連携のもと、

「土佐ＦＢＣ（土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業）グローカルプログラム」に取り組ん

でいる。同プログラムは、土佐ＦＢＣ修了生の企業及び高知大学生を対象にした食品における海外ビ

ジネスを外国で実際に体験する研修プログラムで、高知大学認定“地方創生推進士”の育成科目にも

位置づけている。 

海外研修では、平成 29年８月 17日（木）から 19日（土）に開催された香港最大級の国際総合食品

見本市である「香港フードエキスポ 2017」に出展した。学生らは自身の英語力と事前研修を活かし、

来場者への試食提供と商品説明とアンケート調査を積極的に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （来場者に商品説明を行う学生ら） 

○第 65 回国立大学医学部・医科大学事務協議会を開催 

 
 平成 29年９月 14日（木）、高知市内のホテルで、「第 65 回国立大学医学部・医科大学事務協議会」

を開催した。協議会には文部科学省から赤石亘高等教育局医学教育課医学教育係長、一般社団法人全

国医学部長病院長会議から石橋秀昭事務局長、国立大学医学部長会議から一之瀬秀樹事務局長、一般

社団法人日本医学教育評価機構から服部雄幸事務局長を招き、全国 42国立大学医学部・医科大学の関

係者約 80人が出席した。 

当番校である高知大学の本家孝一医学部長による開会挨拶後、西村仁秀医学部・病院事務部長が議

長を務め、全国医学部病院事務部長会議及び国立大学医学部長から報告が行われた。さらに報告後に

は、赤石医学教育係長が「医学教育の現状と課題」について講演した。 
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休憩をはさみ、①Ｐｏｓｔ－ＣＣ（臨床実習）ＯＳＣＥの評価と卒業認定の在り方、②地域枠入学

学生の義務不履行に係る取扱いなどについて活発な協議が行われた。 

さらに協議後には、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）への要望にかかるその後 

の経過と、医学教育分野別評価受審について情報提供が実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（講演する赤石医学教育係長）           （協議会の様子） 

 
○医学部 椛秀人特任教授、農学部門藤原拓教授、臨床医学部門石田健司准教授が独立行政法人日本

学術振興会から表彰 

 
 平成 29年７月 31日（月）、医学部の椛秀人特任教授が、平成 28 年度特別研究員等審査会専門員（書

面担当）及び国際事業委員会書面審査員として、有意義な審査意見を付し、公平・公正な審査に大き

く貢献したとして、独立行政法人日本学術振興会から表彰された。 

 平成 29年９月 29日（金）、農学部門の藤原拓教授、臨床医学部門の石田健司准教授が、平成 29 年

度科学研究費助成事業（科研費）の第 1 段審査（書面審査）で有意義な審査意見を付した審査員とし

て、独立行政法人日本学術振興会から表彰された。 

 両表彰は、平成 29年８月 25 日（金）及び平成 29年 10 月 25日（木）、学長室において、脇口宏学

長にそれぞれ報告が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （8月 25日学長報告 椛教授（中央））     （10月 25日学長報告  

藤原教授（右）石田准教授（左）） 
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○第 37 回南風祭を開催 

 
 平成 29 年 10月７日（土）、８日（日）の２日間、岡豊キャンパスにおいて、第 37 回南風祭が行わ

れた。南風祭は、高知医科大学の大学祭として昭和 56 年にスタートし、統合後は、医学部の大学祭と

して開催されている。今年のテーマは「若燦々」。高知の人気有名店が集結する「名店街」や医学部

ならではの医療展や講演会、健康チェック、附属病院患者さんの作品展示、ライブ企画など多くのイ

ベントで賑わった。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ステージの様子Ⅰ）             （ステージ様子Ⅱ） 

 
○中国・安徽大学訪問団が学長表敬訪問 

 
平成 29年 10月 20 日（金）、高知大学と大学間協定を締結している安徽大学から、李仁群校務委員

会主任ほか５名が脇口宏学長を表敬訪問した。始めに脇口学長から「安徽大学とは 2002年の協定締結

以来、活発な学術・学生交流を続けており、非常に親交の深い協定校である」との歓迎の挨拶があっ

た。また、李校務委員会主任は、「これまで有意義な交流ができたことは高知大学の先生方のご尽力の

おかげである。両大学の交流は、友好提携を結んでいる安徽省と高知県の交流においても、重要な貢

献となっている。」と述べた。 

両大学の各学部からも学部長や教員が出席し、既に交流が盛んな人文・教育分野だけではなく、理

工学・農学等の自然科学分野での交流の可能性も考えていきたいとの今後の更なる強化について意見

交換が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    （記念写真） 
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○平成 29年度ＡＰ事業シンポジウムを開催 

 
 平成 29年 10 月 28日（土）、東京国際交流会館において、平成 29年度大学教育再生加速プログラム

（ＡＰ）事業シンポジウムを開催した。本シンポジウムは、ＡＰ事業の一環として、「卒業時における

質保証の取組の強化」と題し、茨城大学、日本福祉大学、山形大学の共催にて、大学教育の質保証に

ついて課題の共有を図ることを目的に開催した。 

 シンポジウムでは、冒頭、脇口宏学長が開会挨拶を行い、基調講演へと続いた。始めに、文部科学

省高等教育局大学振興課の河本達毅氏を講師に迎え、近年の高等教育政策と大学教育再生加速プログ

ラム（ＡＰ）に関する講演が行われ、引き続き、ＡＰ事業テーマⅤ幹事校である日本福祉大学の中村

信二氏による挨拶、京都産業大学の川島啓二氏による大学教育改革や質保証の考え方についての講演

が行われた。 

 その後、茨城大学の嶌田敏行氏、山形大学の浅野茂氏及び高知大学大学教育再生加速プログラム事

業実施本部長である藤田尚文理事（教育・附属学校園担当）からＡＰ事業の報告があり、講演者によ

るパネルディスカッション「ＩＲ、ディプロマ・サプリメントの有用性と学修成果の質保証」が行わ

れた。 

また、当日は高知大学を含めたＡＰ事業採択校 16校によるポスターセッションも行われ、各大学の

取組に関する意見交換が活発に行われた。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     （開会挨拶を行う脇口学長）        （パネルディスカッションの様子） 
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８月 

１日（火）  辞令交付 

 高知大学・同窓会連合会懇談会 

２日（水） 医学部・附属病院連絡調整会議 

４日（金） 協定校南マットグロッソ連邦大学訪問 

（ブラジル）（～１２日） 

５日（土） オープンキャンパス（朝倉地区） 

６日（日） オープンキャンパス（朝倉地区・岡豊 

地区・物部地区） 

９日（火） 文部科学省 

２１日（月） ベトナム農業省表敬訪問（来学） 

２４日（木） 第 47回中国四国大学保健管理研究集会 

ＳＰＯＤフォーラム 2017 

２５日（金） 社会教育演習成果発表会 

社会教育主事講習閉講式 

２８日（月） 大学院教育学専攻（修士課程）入学試験 

第１次選抜 

大学院理学専攻（修士課程）入学試験第 

１次選抜 

２９日（火） 大学院応用自然科学専攻（博士課程）入 

学試験 

希望社会創発教育研究センター（仮称） 

設置準備委員会幹事会 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

３０日（水） ＳＵＩＪＩ表敬訪問（来学） 

３１日（木） 文部科学省 

９月 

１日（金） 文部科学省 

辞令交付 

希望社会創発教育研究センター（仮称） 

設置準備委員会 

４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 

５日（火） 文部科学省法人評価ヒアリング 

人文社会科学部ＡＯ、地域協働学部ＡＯ 

入学試験第第１次選抜 

８日（金） 高知県官公長連絡会 

１１日（月） 協定校カセサート大学訪問（タイ） 

協定書調印式ハノイ科学大学訪問（ベト 

ナム）（～１８日） 

四国４国立大学とＪＲ四国との連携協 

定調印式 

四国国立大学協議会 

１２日（火） 科研費説明会（物部地区） 

附属病院運営委員会 

科研費説明会（岡豊地区） 

１３日（水） 第 303回役員会 

科研費講演会（朝倉地区） 

１４日（木） 人文社会科学部、理学部第３年次編入学 

試験 

高知學長会議 

１５日（金） 国立大学法人等施設整備に関する説明会 

１６日（土） 大学院人文社会科学専攻（修士課程）入 

学試験第１次選抜 

１９日（火） 学士課程運営委員会 

教育組織改革実施本部卓越大学院（仮称） 

ＷＧ  

２０日（水） 大学院秋季修了式・学位記授与式 

学長事務総括本部会議 

第 82回教育研究評議会 

２１日（木） 第 65回経営協議会 

  第 304回役員会 

  人事委員会 

ＪＩＣＡ閉講式、送別会 

２５日（月） 学長懇談会 

全学教育機構会議 

希望社会創発教育研究センター（仮称） 

設置準備委員会 

教育ミーティング 

日 誌
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２６日（火） 社会教育主事講習運営委員会 

       安全衛生委員会（朝倉地区） 

２７日（水） 理工学部ＡＯ入学試験第１次選抜 

       人文社会科学部ＡＯ、地域協働学部ＡＯ 

入学試験第２次選抜 

第 305回役員会 

２８日（木） 教育組織改革実施本部会議 

       高知大学のあり方に関する意見交換会 

２９日（金） 学長選考会議 

       

１０月 

２日（月） 国立大学協会国立大学法人等担当理事連 

絡会議 

学長事務総括本部会議 

辞令交付 

第 306回役員会 

学長懇談会 

       入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

 ３日（火） 免疫難病セミナー 

 ４日（水） 教育研究部会議 

       卓越大学院タスクフォース会議 

 ５日（木） テニュア資格審査会 

６日（金） 国立大学協会国際交流委員会 

大学院秋季入学式 

第６回四国国立５大学教育担当理事意 

見交換会 

１０日（火） 第３回教育プログラム開発委員会 

       附属病院運営委員会 

１１日（水） 所信表明の会 

１２日（木） テニュア資格審査会 

第 307回役員会 

１３日（金） 中国・四国ブロック人事に関する懇談会 

１４日（土） 理工学部ＡＯ入学試験第２次選抜 

１６日（月） 学長懇談会 

       学士課程運営委員会 

       教育ミーティング 

１７日（火） 安全衛生委員会（朝倉地区） 

学長事務総括本部会議 

１９日（木） 附属学校園運営委員会 

       臨床試験セミナー 

２０日（金） 文部科学省 

        大学教育創造センター特任教員選考委 

員会 

       協定校安徽大学表敬訪問（来学） 

２１日（土） 教職大学院（修士）入学試験第１次選抜 

        博士課程教育リーディングプログラム 

フォーラム 2017 

２３日（月） 四国４国立大学長と四経連役員との懇談 

        会 

大学院入学試験委員会 

       総合人間自然科学研究科委員会 

       全学教育機構会議 

       ＡＰ事業実施本部会議 

２４日（火） 内外情勢調査会高知支部懇談会 

       ＣＯＣ＋中間評価ヒアリング 

２５日（水） 安全衛生委員会（朝倉地区） 

第 308回役員会 

２６日（木） 第 38回全国国立大学学生指導担当副学 

長会議（～27日） 

平成 29年度中国・四国地区国立大学法 

人等労働安全衛生協議会（～27日） 

ドイツ大使講演会 

大学連携まち・ひと・しごと創生推進本 

部会議 

高知大学発ベンチャー認定称号記授与 

式 

２７日（金） ＪＳＴヒアリング 

２８日（土） ＡＰシンボジウム 

       第４回九州沖縄地区ＣＯＣ/ＣＯＣ＋合 

       同シンポジウム 

３０日（月） 学長懇談会 

       学長選考会議 

       教育ミーティング 
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