
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人鹿児島大学における 

自己評価報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年３月 
 

国立大学法人鹿児島大学 

 



 
 

 



 
 

目  次 

 

Ⅰ．はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

Ⅱ．鹿児島大学の自己評価について（概要） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

Ⅲ．大学の現況及び特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

Ⅳ．大学の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 

Ⅴ．領域ごとの大学の自己評価 

  領域１ 教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

  領域２ 研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68 

  領域３ 社会貢献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88 

  領域４ 国際交流 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 

  領域５ 診療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 

  領域６ 管理運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142 

 

Ⅵ．参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Ⅰ．はじめに 

 

平成 16 年４月の国立大学の法人化から、８年余が経過しました。現在、第２期中期目標期間の３年目に当た

ります。この間、本学においては、平成19年度に「鹿児島大学憲章」を作成し、「進取の精神」を有する人材の

育成と地域社会の発展に貢献する知の拠点として「進取の気風にあふれる総合大学」の実現を目指すために、本

学の目的を明確にしました。また、平成16年に、専門職大学院司法政策研究科、平成19年度に、同臨床心理学

研究科を設置し、平成23年度に「鹿児島大学教育目標」を制定して教育目標の明確化を図り、平成24年度には

我が国初の他大学との共同学部である共同獣医学部を設置するなど、大学の教育機能の一層の充実に努めました。 

 

研究活動については、世界自然遺産の屋久島や生物多様性に富む奄美群島、活火山の桜島、霧島等の豊かな自

然環境を持つ鹿児島の特性を生かした、島嶼、環境、食と健康に関する重点研究や、地域社会と連携した研究を

全学的に積極的に実施するとともに、平成23年度に国際島嶼教育研究センターや地域防災教育研究センターの新

設等を行うなど研究環境の充実を図っています。 

 

社会貢献活動については、教育研究活動で得られた成果を地域社会に還元することによって、地域社会の発展

を支える大学となるよう努めています。また、未曾有の大災害となった平成23年３月11日の「東日本大震災」

に際しては、本学が所有する水産学部附属練習船「かごしま丸」に本学を含む九州内外の国立大学からの救援物

資を積載し、被災地に向けて出港させました。人的支援についても附属病院所属の医師・看護師の派遣、被災地

の復興に資する共同研究の実施等の活発な救援活動を行うとともに、教員や学生によるボランティア活動も活発

に行われるなど、被災地の復興に少しでも役立つことができたのではないかと思います。 

 

国際交流については、グローバル人材養成のための学生海外研修・留学支援事業の整備・充実、平成20年９月

の海外研究拠点・北米教育研究センターの設置や「鹿児島大学友好大使」委嘱による帰国留学生等ネットワーク

の形成、大学間交流協定による国際的教育研究の協力体制の拡充等によるグローバル化に向けた基盤整備、海外

からの留学促進のための情報発信や留学生受入体制の整備など、積極的な活動を行っています。 

 

さらに、業務運営面では、学長のリーダーシップを効果的かつ最大限に活用するための、各理事を長とする室

体制への移行など学内の組織の見直しを行うとともに、経費の削減や病院収入の増加等による財政の効率化・健

全化に努めています。 

 

本「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」は、鹿児島大学において定めた「国立大学法人鹿児島

大学における自己評価の実施要項」に基づいて、平成21年度から平成23年度の期間における本学の教育、研究、

社会貢献、国際交流、診療、管理運営の各活動の取組状況について自己点検・評価を行い、その結果を公表する

ものです。本評価書を作成公表することにより、本学の取組の現状について確認し、今後の改善へ繋げるととも

に、本学の教育、研究の内容等について広く地域社会に周知され、本学に対する理解が深まることを願っていま

す。 

平成25年３月 

鹿児島大学長 

吉田 浩己 
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Ⅱ．鹿児島大学の自己評価について（概要）   

 

１．鹿児島大学の自己評価について 

  鹿児島大学では、国立大学法人評価や認証評価を適切かつ円滑に実施するとともに、本学の教育研究活動等

の改善と社会に対する説明責任を果たすため、「国立大学法人鹿児島大学評価実施規則」を定めている。 

本学の自己評価については、同規則第３条に基づき定められている「国立大学法人鹿児島大学における自己

評価の実施要項」（以下、「実施要項」という。）において、３～６年ごとに全学の自己評価と部局等の自己

評価を実施することが定められ、その結果については、部局等の自己評価結果を含めて公表することになって

おり、本評価報告書の作成においては、平成21年度～平成23年度間の実績について自己評価した。 

  なお、本学では、これまで自己評価を部局単位でバラバラの時期に実施していたが、より効率的で効果的な

自己評価が可能となるよう、平成23年度に実施要項第１条の一部を「全学一斉に同時期に自己評価を行う」と

改定している。実施要項については、「Ⅵ．参考資料」を参照いただきたい。 

 

２．自己評価の実施主体 

自己評価の実施に際しては、実施要項第４条において、次に掲げる部局等において自己評価を実施し、その

結果と全学のデータを元に行うこととされている。 

（１）各学部、（２）各研究科、（３）医学部・歯学部附属病院、（４）各学内共同教育研究施設等、 

（５）教育学部各附属学校園 

なお、本「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」は、全学の自己評価報告書として作成したも

のである。 

 

３．評価項目等について 

  自己評価は、実施要項に基づき「教育」、「研究」、「社会貢献」、「国際交流」、「診療」及び「管理運

営」の６つの「領域」を対象とし、各領域に定められた「評価項目」及び「評価基準」ごとに実施する。 

  なお、実施要項の評価項目及び評価基準は、今後受審が予定されている認証評価の作業を円滑にするため、

学校教育法第109条第２項※で規定される、認証評価機関の評価基準（本学においては、認証評価機関のうち、

平成19年度に認証評価を受けた（独）大学評価・学位授与機構の評価基準）を参考に作成している。 

  領域及び評価項目、評価基準の詳細については、「Ⅵ．参考資料」の実施要項を参照いただきたい。 

 

４．評価方法について 

 自己評価は、各評価項目に対する達成度に応じて、５段階の水準判定を行うとともに、当該判定に基づき領域

毎の総合評価を行うこととしている。 

 

※ 学校教育法第109条第２項 

大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。） 

による評価（以下「認証評価」という。）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置 

を講じているときは、この限りでない。 
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Ⅲ．大学の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）大学名 鹿児島大学 

（２）所在地 鹿児島県鹿児島市 

（３）学部等の構成（平成 24 年４月１日） 

  学部：法文、教育、理、医、歯、工、農、水

産、共同獣医 

  研究科：人文社会科学、教育学、保健学、理

工学、農学、水産学、医歯学総合、司法政

策、臨床心理学、連合農学、山口大学連合

獣医学 

  附置研究施設：附属学校園（附属幼稚園、附

属小学校、附属中学校、附属特別支援学校）

附属教育実践総合センター、附属農場、附

属演習林、附属焼酎・発酵学教育研究セン

ター、附属海洋資源環境教育研究センタ

ー、附属動物病院、附属越境性動物疾病制

御研究センター、附属南西島弧地震火山観

測所、附置難治ウィルス病態制御研究セン

タ－、医学部・歯学部附属病院 

  関連施設：附属図書館、保健管理センター、

国際島嶼教育研究センター、留学生センタ

ー、総合研究博物館、学術情報基盤センタ

ー、生涯学習教育研究センター、教育セン

ター、稲盛アカデミー、自然科学教育研究

支援センター、医用ミニブタ・先端医療開

発研究センター、産学官連携推進センタ

ー、埋蔵文化財調査センター、地域防災教

育研究センター、北米教育研究センター 

（４）学生数及び教員数（平成 24 年５月１日） 

  学生数：学部 8,935 名、大学院修士課程（博

士前期）1,002 名、大学院博士課程（博士

後期又は専門職学位課程）705 名 

  専任教員数：1,026 名 

  助手数：３名 

 

２ 特徴 

本学が位置する鹿児島は、日本列島の南西部に

位置し、活火山の桜島や霧島、世界自然遺産とな

った屋久島及び生物多様性に富む奄美群島など、

豊かな自然環境に恵まれた地にある。また、鹿児

島は、古くから海外と交流し、異文化を先導して

移入し、豊かな文化を育んできた日本列島の南の

玄関に当たり、わが国の近代化を先駆けて推進し

た秀でた人材を多数輩出してきた。 

このような歴史・風土のもとに、それぞれの伝

統ある歴史を持った第七高等学校・鹿児島師範学

校・鹿児島青年師範学校・鹿児島農林専門学校及

び鹿児島水産専門学校を母体として、昭和24年に

新制国立大学として鹿児島大学（文理・教育・農・

水産の４学部）は発足した。昭和30年に医学部・

工学部が県立大学から移管され、その後、昭和40

年に文理学部の改組（法文学部・理学部及び教養

部の新設）や昭和52年に歯学部の設置、更には昭

和60年に医療技術短期大学部の設置（現在の医学

部保健学科）、昭和63年に大学院連合農学研究科

の設置という変遷を経てきた。さらに、平成16年

及び平成19年に専門職大学院（司法政策研究科及

び臨床心理学研究科）を設置し、平成24年に全国

初の他大学（山口大学）との共同学部である共同

獣医学部を設置した。 

本学は、鹿児島県（人口約171万人）の県庁所

在地である鹿児島市内の主に３つのキャンパス

郡元（法文、教育、理、工、農学部、共同獣医）、

桜ヶ丘（医、歯学部）、および下荒田（水産学部）

に分かれて存在している。また、県内各所に演習

林や観測所等の施設を有している。 

教養教育に関しては、平成８年度から従来の教

養課程と専門課程の区別を廃止し、新たに共通教

育科目、基礎教育科目、専門教育科目に区分した

教育課程を編成し、４年(６年)一貫教育を全学教

員の参加のもとに実施した。さらに平成９年度に

教養部を発展的に解消し、共通教育委員会を置く

教育研究組織の改革を行った。平成15年から教育

センターの発足に伴い同センターが中心となり、

全学と連携して、共通教育を実施している。 
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Ⅳ．大学の目的 

 

（鹿児島大学の目的） 

本学は、設置理念として、本学が位置する鹿児島の地理的特性と教育的伝統を踏まえ、学問の自由と多様性を

堅持しつつ、自主自律と進取の精神を尊重し、地域とともに社会の発展に貢献する総合大学を目指すことを平成

19年度に制定した「鹿児島大学憲章」に謳っている。 

本学の目的は、この大学憲章のもとに、「広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的、道

徳的及び応用的能力を展開させ、もって学術文化の向上に寄与するとともに自主自律と進取の精神を持った有為

な人材を育成することを目的とする」として、本学学則第２条第１項に定められている。 

 

＜鹿児島大学憲章＞ 

鹿児島大学は、日本列島の南に位置し、アジアの諸地域に開かれ、海と火山と島々からなる豊かな自然環境に

恵まれた地にある。この地は、我が国の変革と近代化を推進する過程で、多くの困難に果敢に挑戦する人材を育

成してきた。このような地理的特性と教育的伝統を踏まえ、鹿児島大学は、学問の自由と多様性を堅持しつつ、

自主自律と進取の精神を尊重し、地域とともに社会の発展に貢献する総合大学をめざす。 

 １．教育 

 鹿児島大学は、学生の潜在能力の発見と適性の開花に努め、幅広い教養教育と高度な専門教育を行うとともに、

地域の特性を活かした進取の気風を養う。 

 鹿児島大学は、真理を愛し、高い倫理性と社会性を備え、向上心を持って自ら困難に立ち向かい、国際社会で

活躍しうる人材を育成する。 

２．研究 

鹿児島大学は、個々の研究を重視するとともに、種々の学問分野における優れた研究者の連携により、21世紀

を先導する研究者を育成する。 

 鹿児島大学は、地域の要請に応える研究を展開するとともに、普遍性を求める研究活動を推進し、世界水準の

研究拠点をめざす。 

３．社会貢献 

鹿児島大学は、南九州を中心とする地域の産業の振興、医療と福祉の充実、環境の保全、教育・文化の向上な

ど、地域社会の発展と活性化に貢献する。 

鹿児島大学は、アジアや太平洋諸国との連携を深め、研究者や学生の双方向交流および国際共同研究・教育を

推進し、人類の福祉、世界平和の維持、地球環境の保全に貢献する。 

４．大学運営 

鹿児島大学は、学長のリーダーシップのもと、全構成員が運営に責任をもって参画することにより、教育研究

環境の充実を図る。 

鹿児島大学は、大学の自治を礎とし、常に自己点検・評価を行うとともに、外部からの意見を積極的に反映さ

せ、透明性の高い公正な大学運営を行うことにより、社会への責任を果たす。 

 

また、平成22年度から始まる第２期中期目標・中期計画の策定にあたり、「鹿児島大学憲章」に基づき、「自

ら困難な課題に果敢に挑戦する『進取の精神』を有する人材を育成し、地域とともに社会の発展に貢献する知の

拠点として、『進取の気風にあふれる総合大学』をめざす。」ことを基本コンセプトとする基本的な目標を設定
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した。 

 

＜鹿児島大学の基本的目標＞ 

鹿児島大学は、「鹿児島大学憲章」に基づき、我が国の変革と近代化の過程で活躍した先人の意志を受け継ぎ、

自ら困難な課題に果敢に挑戦する「進取の精神」を有する人材を育成し、地域とともに社会の発展に貢献する知

の拠点として、『進取の気風にあふれる総合大学』をめざす。その実現のため、以下の基本目標を掲げる。 

・「進取の精神」を有する学士の育成 

  鹿児島大学は、幅広い教養の厚みに裏打ちされた倫理観と生涯学習力を備え、「進取の精神」を有する人材

を育成するため、学士課程の基盤となる共通教育の改善を図るとともに、専門教育の質を保証するシステムを

確立する。 

・大学の特色を活かした研究活動 

鹿児島大学は、独創的・先端的な研究を積極的に推進するとともに、総合大学の特色を活かし、島嶼、環境、

食と健康等の全人類的課題の解決に果敢に挑戦する。 

・地域社会の活性化に貢献 

  鹿児島大学は、知的・文化的な生涯学習の拠点として、地域との連携を重視するとともに、各学部等の特色

を活かした社会貢献を推進し、地域社会の活性化に貢献する。 

・国際的に活躍できる人材の育成 

鹿児島大学は、アジア・太平洋諸地域との学術交流・教育交流を通じて、国際交流拠点としての機能を高め、

国際的課題の解決に貢献し、グローバル化時代に活躍できる人材を育成する。 

・社会に開かれた大学 

鹿児島大学は、地域に開かれたキャンパス環境を整備するとともに、社会への積極的な情報提供に努め、透

明性の高い公正な大学運営とその改革を図ることにより、社会への責任を果たす。 

 

 

（学部・研究科等ごとの目的） 

 本学の学部・研究科ごとの目的については、各学部・研究科の規則等に定めている。 

 

○鹿児島大学法文学部規則（抜粋） 

第２条の２ 本学部は、文系総合学部として、社会や文化に関する確かな知識と幅広い教養を有し、現代社会の

諸問題に適切に対処できる能力をもつ人材を養成することを目的とする。 

法政策学科は、法律、政治、政策に関する広範な知識を有し、現実のニーズに根ざした実践的観点から、社

会の諸問題の解決に取り組む能力を持つ人材を養成することを目的とする。 

経済情報学科は、情報化と国際化の進展する経済社会のなかで、情報を創造的に活用できる人材、地域の発

展に指導的な役割を果たすことのできる人材及び国際的視野から問題を発見し解決することのできる人材を養

成することを目的とする。 

人文学科は、人間の思想と行動についての鋭い洞察力と日本及び世界の諸文化を正しく理解する能力をも

ち、現代社会に生じる文化的・社会的諸問題に対処することのできる人材を養成することを目的とする。 
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○鹿児島大学教育学部規則（抜粋） 

第１条の２ 本学部は、現実の教育課題の解決はもとより、現在そして未来の「教育」に貢献できる優れた人材

の養成を目的とする。 

 

○鹿児島大学理学部規則（抜粋） 

第２条の２ 本学部は、自然に潜む真理を探究し、物事の原理を基礎から理解し、「理学」を楽しめる学生を育

成することを目的とする。 

○鹿児島大学医学部規則（抜粋） 

第２条の２ 医学部は、全人的医療を実践しうる医療人の育成並びに独創的研究を行える研究者及び優れた指導

者の養成を目的とする。 

 

○鹿児島大学歯学部規則（抜粋） 

第１条の２ 本学部は、歯科医療人である前に良識豊かな人間であれという理念のもとに、全人的歯科医療の実

践と歯学分野における幅広い知識と創造性に富む歯科医師及び歯科医学教育者・研究者(以下「歯科医師等」

という。)の育成並びに南九州地域で唯一の歯科医学教育の拠点として、地域医療に貢献しうる幅広い識見と

人間性豊かな使命感にあふれる歯科医師等の育成を目的とする。 

 

○鹿児島大学工学部規則（抜粋） 

第２条 本学部は、工学を支える新技術を創成でき、国際的視野を持った技術者の育成機関となる努力を続け、

広い視野と工学的デザイン能力を培う教育を推進し、科学技術の発展に寄与するための研究活動に取り組むこ

と、さらに、地域社会との連携に励み、世界に開かれた学部であることを目的とする。 

 

○鹿児島大学農学部履修規則（抜粋） 

第２条 本学部に、農林業及び食品産業関連分野の技術者、指導者、獣医師など、新時代の社会に貢献できる広

い視野をもつ創造性豊かな人材を育成するために、生物生産学科、生物資源化学科、及び生物環境学科及び獣

医学科を置き、その設置目的を定める。 

 

○鹿児島大学水産学部組織規則（抜粋） 

第１条の２ 本学部は、広く知識を授けるとともに深く水産学の学術を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能

力を展開させ、もって学術文化の向上に寄与する有為な人材を育成することを目的とする。 

 

○鹿児島大学共同獣医学部規則（抜粋） 

第２条 本学部は、国際水準の獣医学教育を体系的に創出・実践するとともに、学際協力により深い知識と高度

な技術を備えた専門性の高い獣医師を養成する。さらに、幅広い見識と倫理観を持って人間社会の質的向上に

貢献できる能力を培い、問題解決能力と自己資質を向上させる能力を涵養することで、地域に根ざすとともに

社会ニーズに対応した、人間地球社会を俯瞰できる人材を輩出することを教育の理念とし、次に掲げる人材を

養成することを目的とする。 
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○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科規則（抜粋） 

第２条の２ 博士前期課程は、幅広く深い学識の涵養を図り、研究能力に加え高度の専門的な職業を担う能力を

有する人材を養成し、併せて教育研究の成果及び情報を広く提供し、社会に貢献する。 

 

○鹿児島大学大学院教育学研究科規則（抜粋） 

第２条の２ 研究科(修士課程)は、教育学部の基礎の上に広い視野にたって精深な学識を修め、教育の諸分野に

係る学問・芸術に関する研究能力を養い、現代における複雑な教育実践上の諸問題に的確に対応しうる高度の

専門的能力と識見を備えた人材を養成することを目的とする。 

 

○鹿児島大学大学院保健学研究科規則（抜粋） 

第２条の２ 保健学に関する高度な専門知識・技術をもつ専門職者並びに優れた教育や研究のできる人材及び離

島や国際的な保健医療活動の推進・充実に貢献できる人材を養成し、併せて教育研究の成果及び情報を広く提

供し、社会に貢献することを目的とする。 

第２条の３ 保健学に関する科学的探求を培うことにより、高度な専門技術と深い知識を習得した質の高い教

育・研究者並びに地域、離島、へき地の保健・医療における管理・指導者となる有能な人材を養成し、併せて

教育研究の成果及び情報を広く提供し、社会に貢献することを目的とする。 

 

○鹿児島大学大学院理工学研究科規則（抜粋） 

第３条 研究科は、理工学に関する基礎から応用にわたる学術の真理と理論を教授研究し、その深奥を極めて文

化の進展に寄与する人材を育成することを目的とする。 

 

○鹿児島大学大学院農学研究科規則（抜粋） 

第２条 研究科に、農学の進歩並びに農林業及び関連産業の発展に貢献できる人材を養成するために、次の専攻

課程及び講座等を置き、その設置目的を定める。 

生物生産学専攻 作物生産学、園芸生産学、病害虫制御学、家畜生産学、農業経営経済学 

生物資源化学専攻 生命機能化学、食品機能化学、食糧生産化学、焼酎学 

生物環境学専攻 森林管理学、地域資源環境学、環境システム学、生産環境工学 

 

○鹿児島大学大学院水産学研究科規則（抜粋） 

第１条の２ 研究科は水産学の学術の理論及び応用を教授研究し、その奥義を究めて産業・文化の進展に寄与す

ることを目的とする。 

 

○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科規則（抜粋） 

第１条の２ 大学院教育では、学生の研究能力が国際的な評価に耐える研究を計画・実施できるレベルに到達す

ることを目的とする。また、高度の研究能力を持つとともに、共同研究をコーディネートできる協調性と広い

視野を持ち、研究の社会的な意味を常に問い続け、医の倫理観を備えた生命医療領域の研究者と教育者の育成

を目指す。 
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○鹿児島大学大学院司法政策研究科規則（抜粋） 

第１条の２ 本研究科は、法曹としての基本的な素養を具備することはもとより、これからの社会において、司

法のあり方や法曹集団のあるべき姿の実現に寄与できる人材を養成することを目的とし、地域社会における司

法制度の役割の強化に貢献することを目指す。 

 

○鹿児島大学大学院臨床心理学研究科規則（抜粋） 

第１条の２ 本研究科は、臨床心理学を研究分野とし、個別支援、集団支援、地域支援及び危機介入支援のでき

る人材の輩出並びに地域文化を視野に入れた心理臨床ができる人材の輩出を目的とし、高度専門職業人の養成

と教育理念を目指す。 

 

○鹿児島大学大学院連合農学研究科規則（抜粋） 

第３条の２ 研究科は、地域固有の生物生産が活発に行われている九州・沖縄において、構成大学の教員組織、

研究施設及び設備を連合して教育研究体制を作り、生物生産、生物資源の開発・利用・保全並びにバイオサイ

エンスに関する高度の専門的能力と豊かな学識を備えた研究者を養成し、斯学の進歩と生物関連諸産業の発展

に寄与することを目的とする。 
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Ⅴ．領域ごとの大学の自己評価 

 

領域１ 教育 

 

評価項目１ 教育目標に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 大学の教育目標（教育活動を展開する上での基本的な方針、達成しようとしている基本的な成果等）

が明確に定められ、公表、周知されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 本学は大学の基本理念を「鹿児島大学憲章」として定めている。大学憲章には、前文に「大学の使命」を謳い、

「教育」「研究」「地域貢献」「大学運営」の基本的考え方を明示している。また、本学の目的は、学則に明示

されており、その内容は学校教育法に合致している（資料１－（１）－１－Ａ、資料１－（１）－１－Ｂ）。こ

れらの理念・基本方針を実現するため、行動目標として「鹿児島大学教育目標」を平成23年12月に定めた。 

第２期中期目標・中期計画期間（平成22～27年度）においては、「鹿児島大学憲章」に基づき、「我が国の変

革と近代化の過程で活躍した先人の意志を受け継ぎ、自ら困難な課題に果敢に挑戦する「進取の精神」を有する

人材を育成し、地域とともに社会の発展に貢献する知の拠点として、『進取の気風にあふれる総合大学』をめざ

す。」とした鹿児島大学の基本的な目標を掲げている（資料１－（１）－１－Ｃ）。 

一方、本学では学生自らが本学の学生としての行動指針や規範となる「鹿児島大学学生憲章」を制定している。

このような例は全国でも稀である（資料１－（１）－１－Ｄ）。 

こうした教育目標に関する情報は、学内外にウェブサイトや各種印刷物等により公表するとともに、教職員及

び学生には初任者研修や新入生オリエンテーション等を通して、受験生や高等学校、報道機関等に対しては受験

案内（大学案内）等を通して、それぞれ公表、周知している（資料１－（１）－１－Ｅ、資料１－（１）－１－

Ｆ）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

鹿児島大学は大学教育理念を「大学憲章」として、明確に定めており、学内外にウェブサイトや概要等の各種

印刷物等により公表、周知している。教職員及び学生には、研修やオリエンテーションでの周知も行っている。 
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資料１－（１）－１－Ａ 

○鹿児島大学憲章（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/kensyo.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

資料１－（１）－１－Ｂ 

○鹿児島大学学則（抜粋）（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000095.html） 

  （目的） 

第２条 本学は、広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を

展開させ、もって学術文化の向上に寄与する有為な人材を育成することを目的とする。 

２ 本学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会

の発展に寄与するものとする。 

３ 本学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の要請に関する目的その他の教育研究上の目的を各学部等の

規則において定める。 

（出典：鹿児島大学学則） 
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資料１－（１）－１－Ｃ 

○鹿児島大学の基本的目標（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/mokuhyo.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

資料１－（１）－１－Ｄ 

○鹿児島大学学生憲章（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/gakuseikensyo.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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資料１－（１）－１－Ｅ 

○鹿児島大学教育目標（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/mokuhyo-e.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

資料１－（１）－１－Ｆ 

○鹿児島大学概要        鹿児島大学受験生のための大学案内   学生便覧 

（出典：鹿児島大学概要、鹿児島大学受験生のための大学案内、学生便覧） 

 

 

○評価基準 学部等の教育目標（教育活動を展開する上での基本的な方針、達成しようとしている基本的な成果

等）が明確に定められ、公表、周知されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

本学は、「大学憲章」及び「鹿児島大学教育目標」に沿って学部・研究科での独自の教育目標を明確に定め、

目指す人材の育成等について示すこととしている。学部等の教育目標は、ウェブサイトや印刷物等で公表し、教

職員、学生に周知されるとともに、広く社会に対して公表されている（資料１－（１）－２－Ａ）。 
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【分析結果とその根拠理由】 

 ほとんどの学部・研究科において教育目標が規定され、目指す人材育成の目標が明確に定められている。社会

への公表、周知においてもウェブサイト等により広く行われていること。 

 

資料１－（１）－２－Ａ 

○各学部の目指す人材育成（例） 

・法文学部規則（抜粋）（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000132.html） 

 

 ・理学部の理念、教育目標（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/outline_dir/rinen.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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○評価基準 学部等の教育目標が大学の教育目標に沿っていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

本学は「鹿児島大学教育目標」において、「鹿児島大学は、進取の気風にあふれる総合大学として、学生の潜

在能力の発見と適性の開花に努め、自主自律と進取の精神を有する人材の育成を目指す。」（前文）とし、４つ

の行動目標を掲げている。学部等は、この教育目標に沿って学部・研究科の学科・専攻ごとに教育目標を定める

ことにしている（前述資料１－（１）－１－Ｅ、前述資料１－（１）－２－Ａ）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 ほとんどの学部（学科）・研究科（専攻）ごとに教育目標が明確に定められているが、その内容は必ずしも「鹿

児島大学教育目標」に沿ったものとなっていない。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

鹿児島大学教育目標は、「鹿児島大学憲章」に基づき設定されている。また、学部（学科）・研究科（専攻）

では、それぞれ教育目標が定められており、ウェブサイトで広く社会に公表されている点から、相応と判断され

る。 

 

【改善を要する点】 

 一部の学部・研究科において、教育目標が規定されていない。また、一部の学部・研究科を除いて学部・研究

科の教育目標が、鹿児島大学教育目標に沿ったものとなっていない。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

 鹿児島大学は大学の基本理念を「鹿児島大学憲章」として明確に定めており、学内外にウェブサイトや概要等

の各種印刷物等により公表、周知している。教職員及び学生には、研修やオリエンテーションでの周知も行って

いる。 

 また、学部等の教育目標については、ほとんどの学部・研究科の学科・専攻ごとに目指す人材育成の目標を明

確に定めている。 

よって、評価項目１についての評価については、判定「３（水準に達している）」とする。 

- 14 -



 
 

評価項目２ 教育の実施体制等に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 教育に係る基本的な組織構成（学部及びその学科、研究科及びその専攻、その他の組織並びに教

養教育の実施体制)が、教育目標に照らして適切なものであること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 鹿児島大学の教育理念を基に平成19年11月15日に制定された「鹿児島大学憲章」には、学問の自由と多様性を

堅持しつつ、自主自律と進取の精神を尊重し、地域とともに社会の発展に貢献することを掲げており、その憲章

を遂行するために、総合大学として、法文学部、教育学部、理学部、医学部、歯学部、工学部、農学部、水産学

部、共同獣医学部、及び人文社会科学研究科、教育学研究科、保健学研究科、理工学研究科、農学研究科、水産

学研究科、医歯学総合研究科、司法政策研究科、臨床心理学研究科、連合農学研究科があり、広い学問領域と研

究領域を持つ９学部10研究科が組織されている（資料１－（２）－１－Ａ）。 

また、共通教育と専門教育のための基礎教育を担っている教育センターをはじめ、学内共同教育研究施設等が

14施設ある。 

教育センターには、「高等教育研究開発部」、「共通教育企画実施部」、「外国語教育推進部」、「大学院共

通科目・特別コース推進部」を置き、共通教育企画実施部会に７つの専門委員会を置いている。委員会は全学部

から選出された委員で構成され、全学の意見をまとめながら共通教育の実施に当たっている。 

「高等教育研究開発部」は、高等教育の教育方法、教育支援等、FD及び教育評価の研究開発等を担い、「共通

教育企画実施部」は、全学共通教育科目と基礎教育科目の研究開発・実施等を担い、「外国語教育推進部」は、

外国語教育の企画、提言等に当たり、今年度から新たに設置した「大学院共通科目・特別コース推進部」は、大

学院における共通教育・特別コースに関する企画・立案等を行っている。 

教育センターでは、稲盛アカデミー提供の科目群、国際連携本部や北米教育研究センターの協力により、中国

や北米、東南アジアでの体験研修科目などが追加され、人間力養成（社会貢献、自己開発、国際経験など）に係

る科目群が平成23年度までに多く設けられている。 

特に平成23年度において、屋久島環境文化財団と教育センターと教育協定を締結し、平成24年度から屋久島で

の４つの体験研修授業の新設、北米教育研究センターによるシンガポール、香港、ハワイ、カナダ・アルバータ

の４つの研修授業の増設などが決まっている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学は、９学部10研究科から構成され、学問の自由と多様性を堅持しつつ、自主自律と進取の精神を尊重し、

地域とともに社会の発展に貢献することを掲げる総合大学としての役割を果たすものとなっている。 

教育センターにおいては、「鹿児島大学教育目標」に掲げる人材育成を大学院教育まで展開できる体制を目指

しており、また、他の学内共同教育研究施設等と連携し、授業を通じて学生が海外での体験研修を受けられる取

組を行っていることから、教育に係る基本的な組織構成は、教育目標に照らし適切なものになっている。 
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資料１－（２）－１－Ａ 

○組織図／教育研究組織 

（組織図）（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/soshiki.pdf） 

 

（出典：平成24年度鹿児島大学概要） 
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○評価基準 教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

教育研究評議会では、全学的規則等の制定、改廃、教育課程の編成方針、学生の入学、卒業又は課程修了に係

る教育に関する事項について審議しており、毎月開催している（資料１－（２）－２－Ａ）。 

また、平成 24 年度から、企画立案を行う組織として、教学関係では教育改革室、共通教育等企画室、保健管

理センター企画室、稲盛アカデミー企画室が設置され、教育、学生生活に関する企画・立案を行っている。 

学部では教授会、研究科委員会等が設けられており、教育課程の編成、学生の入学・卒業判定等、教育に関す

る重要事項等を審議している。開催については毎月１～２回開催している。 

また、教育課程や教育方法を全学的に審議するために、教務委員会及び大学院教務委員会が設置されている。

共通教育等の学務事項に関しては、教育センター会議で審議されている。教育センター会議は月１回開催してい

る。さらに教育改革については、教育改革室がその推進を図る役割を担っており、随時開催している（資料１－

（２）－２－Ｂ～Ｄ）。 

 

資料１－（２）－２－Ａ 

○国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則（抜粋） 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000004.html） 

(組織) 

第２条 教育研究評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。 

(1) 学長 

(2) 学長が指名する理事４名 

(3) 各学部長 

(4) 医学部・歯学部附属病院長 

(5)大学院医歯学総合研究科長 

(6) 大学院司法政策研究科長 

(7) 大学院臨床心理学研究科長 

(8) 大学院連合農学研究科長 

(9) 附属図書館長 

(10) 学内共同教育研究施設の代表者１名 

(11) 教育センター長 

(12) 各副学部長 各１名 

(13) 事務局長 

(審議事項) 

第３条 教育研究評議会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第３項の規定により文部科学大臣に対して述べる意

見をいう。)に関する事項(経営に関する事項を除く。) 

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項(経営に関する事項を除く。) 

(3) 学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 

(4) 教員人事に関する事項 
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(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項 

学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項 

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る

事項 

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

(9) その他教育研究に関する重要事項 

（出典：国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則） 

 

資料１－（２）－２－Ｂ 

○国立大学法人鹿児島大学教務委員会規則（抜粋） 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000014.html） 

（組織） 

第２条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する理事 

(2) 学長が指名する副学長 

(3) 学長が指名する学長補佐 

(4) 各学部の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各１名 

(5) 留学生センター及び学術情報基盤センターの専任教員のうちから選出された者 各１名 

(6) 教育センター会議から選出された者 １名 

(7) 学生部長 

２ 前項第４号の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

(審議事項) 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 学部学生の履修及び修学に関する事項 

(2) 学部学生の教務に係る情報処理に関する事項 

(3) 学部学生の教務に係る規則に関する事項 

(4) その他教務に関する全学的事項 

（出典：国立大学法人鹿児島大学教務委員会規則） 

 

資料１－（２）－２－Ｃ 

○国立大学法人鹿児島大学大学院教務委員会規則（抜粋） 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000478.html） 

(組織) 

第２条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する理事 

(2) 学長が指名する副学長 

(3) 学長が指名する学長補佐 

(4) 各研究科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各１名 
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(5) 留学生センター及び学術情報基盤センターの専任教員のうちから選出された者 各１名 

(6) 教育センターの専任教員のうちから選出された者 １名 

(7) 学生部長 

２ 前項第４号の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

(審議事項) 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 大学院の教務に関する事項 

(2) 大学院の連絡調整に関する事項 

(3) その他大学院の教育に関する重要事項 

（出典：国立大学法人鹿児島大学大学院教務委員会規則） 

 

資料１－（２）－２－Ｄ 

○国立大学法人鹿児島大学教育改革室要項（抜粋） 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000517.html） 

(業務) 

第２ 室は、次に掲げる事項の企画立案及び実施をつかさどる。 

(1) 教育課程・教育方法の改善に関すること。 

(2) 学生支援・修学支援の改善に関すること。 

(3) 入学者選抜に関すること。 

(4) 教育の点検・評価の改善に関すること。 

(5) その他教育改善に関すること。 

（出典：国立大学法人鹿児島大学教育改革室要項） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教学分野での重要事項は、全学的には、教育研究評議会で審議されている。学部・研究科では、学部・研究科

教授会で教育運営全般について審議されている。教育研究評議会、教授会等は毎月１～２回開催されており、全

学と学部の教学上の課題について連携しながら行っていることから、教育活動に係る会議体として充分機能を果

たしている。 

また、教務委員会や大学院教務委員会、教育センター会議も定期的に開催されるとともに、教育改善の推進を

担う教育改革室会議、共通教育等企画室会議も随時開催されている。 

以上から、教育課程や教育方法等を検討する会議体は整備されており、機能している。 

 

 

○評価基準 教育活動を展開するために必要な教員が適切に配置されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

本学は９学部10研究科から構成されている。それらの教育課程を遂行する教員組織編成に関しては、全学の基

本的方針に基づき、各学部、研究科で定められている。教員は、学部、研究科、学内共同教育研究施設や附属病
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院等に所属し、教育に従事している（資料１－（２）－３－Ａ）。また、必要に応じて学外から非常勤講師（平

成24年５月１日現在157名）を招き、多様なカリキュラムを提供している。 

教員の採用においては、教育研究の水準を維持するため、基準を定め、教授会等で厳正に審査し、配置してい

る（資料１－（２）－３－Ｂ、資料１－（２）－３－Ｃ）。 

なお、本学では、「女性研究者支援事業本部」の設置やコーディネーターの配置など女性支援体制の強化に向

けた措置を講じるとともに、「研究支援員制度」や「メンター制度」の創設、教員公募要領の見直しなどを行っ

たことで、女性研究者の比率が22年度の13.7％から23年度に14.1％、24年5月1日現在では15.0％に達しているが、

未だ改善途上にある。 
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資料１－（２）－３－Ａ 

○鹿児島大学概要 現員表（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/yakusyokuin-suu.pdf） 

 

（出典：平成24年度鹿児島大学概要） 
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資料１－（２）－３－Ｂ 

○国立大学法人鹿児島大学教員の採用等に関する規則（抜粋） 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000055.html） 

第３条 大学教員の採用及び昇任の選考は、国立大学法人鹿児島大学における教員選考の方針及び国立大学法

人鹿児島大学教員選考規則(平成16年規則第70号)の規定により、教授会及び学内共同教育研究施設等

人事委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て学長が行う。 

２ 前項の場合において、教授会等が置かれる組織の長は、教授会等に対して意見を述べることができる。 

３ 附属学校教員の採用及び昇任は、学長が行う。 

（出典：国立大学法人鹿児島大学教員の採用等に関する規則） 

 

資料１－（２）－３－Ｃ 

○国立大学法人鹿児島大学教員選考規則（抜粋） 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000077.html） 

(教授の資格) 

第２条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するに

ふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者 

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

(3) 学位規則(昭和 28 年文部省令第９号)第５条の２に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに

相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 

(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含

む。)がある者 

(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者 

(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 

(准教授の資格) 

第３条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当する

にふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 

(1) 前条各号のいずれかに該当する者 

(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経

歴を含む。)のある者 

(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位

を含む。)を有する者 

(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 

(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 

(講師の資格) 

第４条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 第２条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者 

(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認

められる者 
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(助教の資格) 

第５条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するに

ふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 

(1) 第２条各号又は第３条各号のいずれかに該当する者 

(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な

能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)

又は学位規則第５条の２に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を

有する者 

(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者 

(助手の資格) 

第６条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 

(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 

（出典：国立大学法人鹿児島大学教員選考規則） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教育研究の水準を維持し、十分な教育及び研究等が実施できるよう、必要な専任教員の確保に努めるとともに、

教育課程の充実のために必要な非常勤講師の雇用も行われている。教員の採用に当たっては、教員の採用基準を

定め、教授会等で厳正に審査している。 

女性研究者比率の改善を残すものの、教育活動を展開するために必要な教員が適切に配置されている。 

 

 

○評価基準 教員の採用及び昇格等に当たって、明確な基準が定められ、適切に運用されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

教員の採用・昇格に係る基準は、鹿児島大学教員選考規則等に、教員の採用は、原則公募制により教員選考委

員会の議を経て実施している。選考においては、面接や模擬授業などにより教育能力について確認している。ま

た、教員の昇給については、個人評価を導入しており、実施に際しては規則等を明確に定め、学部長等の責任の

もとに公平・厳正に実施している（前述資料１－（２）－３－Ｂ、資料１－（２）－４－Ａ）。 

一部の学部では平成24年度には、教育・研究における男女共同参画を推進するために、女性教員特別枠に助教

の公募を行うことが決定している。 

 

資料１－（２）－４－Ａ 

○ 国立大学法人鹿児島大学教員の昇給実施要領（抜粋） 

１ 趣旨 

平成17年度までの特別昇給と普通昇給を統合し、勤務成績に応じたＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５段階の昇給

区分を設けることにより、職務に関する成果を適切に評価し勤務成績に応じて昇給させることによって、

職務に対する意欲を高め中期目標の基本理念及び使命に基づいた21世紀の鹿児島大学構築への更なる寄与

を促す。 
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２ 目的 

この実施要領は、教員（附属学校教員を除く。以下「教員」という。） の国立大学法人鹿児島大学職員

給与規則（以下「職員給与規則」という。）第15条に定める昇給区分の決定に関し必要な事項を定めると

ともに、同条に定める勤務成績の証明に関して、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則（以下「職員就業

規則」という。）第10条に基づき学長が行う教員の評価の実施に関し必要な事項を定める。 

（出典：国立大学法人鹿児島大学教員の昇給実施要領） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教員の採用・昇格は、明確な基準によって教員選考委員会及び教授会等で実施されており、教育力についても、

面接や模擬授業などにより確認されている。特に採用後も、教育の指導能力については評価を行い、昇給に反映

するようになっており、指導能力の評価は、学士課程、大学院課程ともに適切になされている。 

以上のように、教員の採用及び昇格等に当たって、明確な基準が定められ、適切に運用されている。 

 

 

○評価基準 教員の教育活動に関する評価が継続的に実施され、教員の資質が適切に維持されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

部局ごとに、教員相互の授業参観・学生による授業評価アンケートを毎年行い、FD委員会で分析し、改善の取

組を行っている。結果については、学科及び授業担当者へ直接フィードバックしている。 

また、教員の評価については、「構成員評価」を行っている。本学全体の実施要項に則り、各部局で分野ごと

に応じた要項を作成し、それを基に部局では教員個々の教育活動について毎年把握し、自己点検・評価を行い、

定期的（３年毎）に構成員評価を実施している。 

また、全学としての教育活動に関する改善の取組みとしてFD 委員会が設置されている。なお、部局単位でもFD 

委員会を設置し、授業評価や自己点検評価を実施している（資料１－（２）－５－Ａ、資料１－（２）－５－Ｂ）。 

 

資料１－（２）－５－Ａ 

○国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項 

（ http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000494.html） 

(実施) 

第２ 構成員評価は、本学及び規則第7 条に規定する部局等の組織としての諸活動の一層の改善に資 

するとともに、社会に対する説明責任を果たすため、原則として3 年ごとに実施するものとする。 

２ 構成員が自ら行う活動状況等の点検・評価(以下「自己点検」という。)は、毎年行うものとする。 

(自己点検の基本項目等) 

第３ 自己点検の基本項目は別表1 に示す教育、研究、社会貢献、国際交流、診療、管理運営等とする。 

２ 基本項目について、評価項目、評価基準及び点検項目を設け、原則として別表2 に従って評価するものと

する。 

３ 部局等は、評価項目、評価基準及び点検項目を追加又は修正することができる。 

(構成員評価の方法) 

第４ 部局等の構成員評価は、自己点検に基づき、部局長等が行うものとする。 
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２ 部局長等は、自己点検に対する所見を当該構成員に通知することができる。 

３ 前項の通知を受けた構成員は、通知に関し意見があるときは、当該部局長等に申し出ることができる。 

（出典：国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項） 

 

資料１－（２）－５－Ｂ 

○国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000016.html） 

(任務) 

第３条 委員会は、教員の資質の向上、その他教育改善を図るため、教育センター高等教育研究開発部会と

連携し、次に掲げる事項を行う。 

(1) 全学として行うFDの企画・実施に関する事項 

(2) 各学部等が行うFDの連絡調整に関する事項 

(3) 全学的組織で行われる教育改善に関する講演会、シンポジウム等の支援に関する事項 

(4) その他委員会が必要と認めた事項 

（出典：国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

全教員は、教育活動について、毎年自己点検・評価を行う。部局では、それを基に構成員評価を３年ごとに実

施する。授業評価についても、全学的なFD委員会の指示の下、部局単位で実施され、改善に向けた取組が行われ

ている。以上から、教員の教育活動に関する評価が継続的に実施され、教員の資質が適切に維持されている。 

 

 

○評価基準 教育活動を展開するために必要な教育支援者の配置や教育補助者の活用が適切に行われているこ

と。 

 

【評価基準に係る状況】 

事務職員に関しては組織規則に基づき全学的に配置している。技術職員に関しては、各部局の教育研究の独自

性に応じて配置している（資料１－（２）－６－Ａ～Ｂ）。 

なお、TA に関しては、部局単位で一層効果的な教育補助業務の推進が図れるよう「TA・RA マニュアル」を作

成して必要に応じて配置している（資料１－（２）－６－Ｃ）。 

 

資料１－（２）－６－Ａ 

○国立大学法人鹿児島大学事務組織規則（ 抜粋） 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000045.html） 

(事務局及び事務部) 

第２条 本学に事務局、事務部及び監査室を置く。 

(事務分掌) 

第40条 事務局の事務分掌については、別に定める。 
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２ 各部局等の事務分掌については、当該部局等の長が学長の承認を経て定める。 

（出典：国立大学法人鹿児島大学事務組織規則） 

 

資料１－（２）－６－Ｂ 

○教室系技術職員現員（平成24年５月１日現在） 

部局等 技術専門員 技術専門職員 技術職員 計 

総務部情報企画課   1 1 2 

自然科学教育研究支援センター   1 4 5 

教育学部   1 1 2 

農学部   14 11 25 

共同獣医学部附属動物病院     1 1 

水産学部   5 5 10 

大学院医歯学総合研究科   5 5 10 

大学院理工学研究科(理学系)   1 0 1 

大学院理工学研究科(工学系) 2 11 12 25 

合計 2 39 40 81 
 

（出典：鹿児島大学総務部作成） 

 

資料１－（２）－６－Ｃ 

○ＴＡ採用・勤務実績表（平成23年１月～12月） 

部局 人数 時間数 

法文学部・人文社会科学研究科 174 1,774

教育学部 208 1,635

医学部・保健学研究科 34 378

農学部 315 2,299

水産学部 245 4,037

理工学研究科 1,708 16,054

医歯学総合研究科 262 5,066

連合農学研究科 143 5,753

連合獣医学研究科 66 1,685

事務局（教務課･北米教育研究センター） 11 67

合計 3,166 38,748

注１：合計人数は、延べ人数である。 

（出典：鹿児島大学総務部作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教育課程の支援は、事務局が中心となり、部局教務・学生係と連携しながら支援者としての機能を果たしてい

る。配置に関しては、部局運営が円滑に実施できるよう、事務支援者だけでなく技術支援者やTAも必要に応じて
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配置している。 

また、ポストドクターも必要に応じて確保し、上級生が下級生の抱える問題等の解決を支援する、学生サポー

ト制（ピア・サポート制度）もあり、体制の整備がなされている。 

以上から、教育活動を展開するために必要な教育支援者の配置や教育補助者の活用が適切に行われている。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

教員の評価（構成員評価）において、個々の教員に毎年、教育活動の自己点検・評価を行っており、その結果

を昇格等に反映している。 

 

【改善を要する点】 

教員配置のジェンダーバランスは、必ずしも適切なものになっていない。 

本学では、「女性研究者支援事業本部」の設置やコーディネーターの配置など女性支援体制の強化に向けた措

置を講じるとともに、「研究支援員制度」や「メンター制度」の創設、教員公募要領の見直しなどを行い、女性

研究者比率がやや改善してきているが、さらなる改善が必要な状況である。 

今後、一層の改善に向けて取り組むこととしている。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

教育組織の編成は、大学の学則等に基づき編成されており、９学部10研究科から構成される。教育の実施に必

要な教員の確保は、部局で定数を設け適切に配置するよう努めている。各教員の教育活動の評価についても毎年、

自己点検・評価を行っており、部局単位では、それをもとに組織としての評価（構成員評価）を３年毎に実施し

ている。 

なお、教育課程の事務業務に関しては、学生部と部局の教務・学生係が連携しながら実施している。そのほか、

技術支援者やTA、職員の産休代替等も必要に応じて配置している。また、学生サポート制（ピア・サポート制度）

もあり、体制の整備がなされている。 

ジェンダーバランスについては、様々な取組を行うことで徐々に改善されてきており、評価項目２についての

評価については、判定「４（優れている）」とする。 
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評価項目３ 教育内容等に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 【入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に関すること】 

・入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ、それに沿って、適切な学生の

受入が実施されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

学士課程では、鹿児島大学憲章及び鹿児島大学教育目標に基づき、鹿児島大学全体としての「鹿児島大学アド

ミッション・ポリシー」（資料１－（３）－１－Ａ）と学部・学科等（選抜区分）のアドミッション・ポリシー

を定めている。これらは、ウェブサイトに掲載し学内外に公表するとともに、入学者選抜要項、受験生のための

大学案内及び学生募集要項の印刷物を九州圏内高等学校、志願者、文部科学省等に配布し周知している（資料１

－（３）－１－Ｂ～Ｃ）。 

毎年実施しているオープンキャンパス（平成23年度３回実施 参加者3,651名）、高校生等の大学訪問（平成23

年度30回実施 訪問者1,880名）、県内の高等学校長との教育懇話会（平成23年度１回実施 参加校48校）、鹿児

島県大学・高校ガイダンスセミナー（平成23年度１回実施 参加者141名）、留学フェア（平成23年度１回全体の

参加者2,417名（内本学受付101名））、進学説明会（平成23年度47回実施 参加者2,106名）等において、アドミ

ッション・ポリシーや基本理念及び教育研究の特色等を周知している。進学説明会は、東京リエゾンオフィスで

も実施している。研究科でも同様にウェブサイトや募集要項、ポスター等でアドミッション・ポリシーを明示す

るとともに、大学院進学説明会を開催し周知している。 

各学部、各研究科では、アドミッション・ポリシーに沿って学生を受入れるために、多様な選抜方法を実施し

ている。学士課程では、基礎学力を重視し、大学入試センター試験を課す一般選抜を実施しており、前期日程で

は学力検査及び必要に応じて面接により選抜している。後期日程では小論文及び面接等により、理解力、論理的

思考力、表現力、本学の目的に対する意欲などを含めて総合的に判定している。他に、意欲・適性等を重視した

推薦入試とAO入試を行っている。推薦入試では、出願書類に調査書、推薦書等の提出を求め、小論文と面接によ

る検査等を行っている。理学部の数理情報科学科、物理科学科、生命化学科、水産学部の水産学科ではAO入試を

実施し、小論文、面接、適性試問、適性実技、調査書等により総合的に判定している。 

大学院課程でも、目的を達成するために定められたアドミッション・ポリシーに沿って選抜試験を実施し、学

生を受入れており、修士課程（博士前期課程）では、一般選抜で学力検査（外国語・専門科目）、面接等及び学

業成績証明書等による総合判定を行い、博士課程（博士後期課程）では、学力検査（外国語）、口述試験（面接）、

研究計画により総合的に判定している。 

入学者選抜の検証及び改善については、入学者選抜方法検討委員が中心となり、入学試験の成績、入学後の学

業成績に関する追跡調査、高等学校長との意見交換等を参考に行っている。 
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資料１－（３）－１－Ａ 

○鹿児島大学アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

(http://www.kagoshima-u.ac.jp/exam/admissionpolicy.html) 

１．鹿児島大学の教育目標 

 前文 

鹿児島大学は、進取の気風にあふれる総合大学として、学生の潜

在能力の発見と適性の開花に努め、自主自律と進取の精神を有する

人材の育成を目指すそのために次の教育目標を掲げる。  

 １．幅広い教養と高度な専門知識・技能を身につけ、諸課題を

発見・探究・解決する能力を育む。 

 ２．豊かな人間性と倫理観を身につけ、向上心をもって自ら困難に立ちむかう態度を養う。 

 ３．地域における活動に積極的に関わり、社会の発展に貢献できる行動力を養う。 

 ４．グローバルな視野をもち、国際社会の発展に貢献できる実践的な能力を育む。 

２．鹿児島大学が求める学生像 

鹿児島大学は，次のような学生を求めています。 

１．鹿児島大学の教育目標に共感し、それを実現できる基礎学力や考える力と意欲をもつ人 

２．人間としてのモラルを大切にし、教養をより高めようとする人 

３．知的向上心に富み、専門職業人として社会に貢献することをめざす人 

４．ボランティアやインターンシップをはじめ、広く具体的体験に積極的に取り組む意志をもつ人 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

資料１－（３）－１－Ｂ 

○受験生のための大学案内（http://www.kagoshima-u.ac.jp/ku-guidebook.pdf） 

 

 
 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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資料１－（３）－１－Ｃ 

○入学者選抜要項（平成25年度）（一部を抜粋） 

（http://www.kagoshima-u.ac.jp/exam/h25-senbatu.pdf） 

 

 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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【分析結果とその根拠理由】 

アドミッション・ポリシー（学部・大学院）は、鹿児島大学憲章及び鹿児島大学教育目標に基づき、明確に定

められており、ウェブサイト、各種印刷物の配布等により学内外に公表周知している。また、学士課程及び大学

院課程において、アドミッション・ポリシーに沿って入学者選抜や学力検査を行っている。 

以上のことから、アドミッション・ポリシーが明確に定められ、それに沿って、適切な学生の受入が実施され

ていると判断される。 

 

 

○評価基準 【入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に関すること】 

・実入学者数が入学定員と比較して適正な数となっていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

平成24年度の全学の入学定員超過率は、学部（１年次入学の場合）1.04倍、大学院（修士課程・博士前期課程）

0.98倍、大学院（博士（後期）課程）0.94倍、専門職大学院の司法政策研究科0.33倍、臨床心理学研究科1.00倍

となっており、司法政策研究科を除いて、実入学者数が入学定員を大幅に超えたり下回る状況にはなっていない。 

入学者数の改善に関する取組みは、教育研究評議会（学長、学長が指名する理事、各部局の長 外で構成）で

の現状把握を踏まえた上で、定員過不足対策について入学者選抜管理委員会（学長が指名する理事、副学長、学

長補佐、各部局から部局長と入試実施委員長 外）等で検討している（資料１－（３）－２－Ａ－１、２）。 

 

資料１－（３）－２－Ａ－１ 

○入学状況（平成２４年度） 

学部（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/joukyou-gakubu.pdf） 

 

（出典：平成24年度鹿児島大学概要） 
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資料１－（３）－２－Ａ－２ 

大学院（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/joukyou-in.pdf） 

 

（出典：平成24年度鹿児島大学概要） 
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【分析結果とその根拠理由】 

定員に対しての入学状況の数値から判断して、大学全体での入学定員と実入学者の関係は一部の研究科等を除

いて、概ね適正である。 

以上から、定員と現員の関係は大学全体として概ね適正であると判断される。 

 

 

○評価基準【教育内容・教育方法等に関すること】 

・教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が明確に定められ、それに基づいて教育課

程が体系的に編成されており、その内容、水準が授与される学位名において適切であること。 

 

【評価基準に係る状況】 

カリキュラム・ポリシーは、ほとんどの学部・学科等で明確に定められている。それに基づいて教育課程が体

系的に編成されている。 

本学では、４（６）年一貫教育体制の下、共通教育と専門教育の連携を図りながら、総合大学として幅広い教

育を行っている。また、学位については、規則を設けている（資料１－（３）－３－Ａ、Ｂ）。 

共通教育では、教養科目、情報科学科目、外国語科目、体育・健康科目、日本語・日本語事情科目、基礎教育

科目を配置している。鹿児島大学の目指す「進取の精神」を有し学士力を備えた人材育成の基礎的部分を担う新

しい共通教育プログラムを作成し、平成25年度から本格導入する予定である。 

専門教育では、学部・学科等の特性に応じた授業科目を開設しており、資格取得（例えば教員免許、学芸員等）

にも配慮した内容となっている。 

学部等には、カリキュラム・ポリシーに合致した教員を配置しており、選考時には研究上の業績や教育上の能

力及び分野への適合性も考慮している。各教員は 新の研究内容を取り入れながら、教育内容の一層の充実に努

めている。また、本学では、大学院教育においても共通教育を行っており、研究科横断的教育プログラムを設け、

研究科の枠を超えた教育を行っている（資料１－（３）－３－Ｃ）。 

学生の多様なニーズに応えるために、他学部・他学科での単位認定を始め、九州各県や県内及び他地域の大学

等との単位互換及び放送大学との単位互換の制度を設けている。さらに、国際学術交流協定校への学生の派遣、

受入による単位互換制度も整備している。編入学制度は、法文、教育、理、医、工、農の６学部で実施しており、

編入学生に対しては入学前の履修単位の認定及び入学後の履修方法等について配慮している。また、新入生等を

対象に、高校での未履修科目等の補習教育を全学的に実施しており、数学・物理を工学部、化学を農学部、生物

を水産学部、英語を教育学部が担当して、専門教育のための基礎学力の充実を図っている。なお、インターンシ

ップなどの各種制度は、学部の特色を活かしたものとなっている。 

教育課程の再編成として、畜産県としての地域社会のニーズに応え、獣医学教育の拡充を図るため、平成24年

度から獣医学科を農学部から分離して山口大学との間で日本初となる共同獣医学部を設置し、獣医学教育の充実

を図った。 

授業科目の履修は、学則等に従い、学部によって履修登録単位数の上限（毎期20～30単位程度）を設け、各科

目に対して十分な学習時間が確保できるよう設定している。シラバスでは、「講義概要（目的と内容）」、「達

成目標」、「授業計画」、「必要な教科書、参考書」、「修得すべき科目・必要な知識」等を記載し、25年度よ

り、自主的学習目標に関する項目を新たに設け、学生が具体的に学習できるようにした。各学部・学科では、授

業科目の流れをカリキュラムマップの形で明示し、学生が主体的に学ぶことができるように配慮している（資料
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１－（３）－３－Ｄ）。シラバスには、オフィスアワー、担当教員の連絡先を記載し、授業時間外であっても教

員に質問できるようにしている。GPA制度は、共通教育で全学的に実施しており、専門教育では、法文学部、理学

部、工学部、農学部、水産学部で導入している。また、e-learningを利用したきめ細かな個別指導も積極的な推

進を図り、専門家を雇用して、授業資料の配付や課題の提出、小テストまで授業を幅広くサポートする双方向学

修支援ソフトのMoodle（ムードル）を整備している。 

 

資料１－（３）－３－Ａ 

○鹿児島大学学則（抜粋） 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000095.html） 

(教育課程の編成方針) 

第37条 本学は、本学、学部及び学科又は課程の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体

系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、学部及び学科又は課程の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広

く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 

(教育課程の編成方法等) 

第38条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて編成するものとする。 

２ 授業科目は、共通教育科目、基礎教育科目及び専門教育科目に区分する。 

３ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技又はこれらの併用により行うものとする。 

４ 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う

教室等以外の場所で履修させることができる。 

５ 第3 項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。 

６ 授業科目の履修方法その他授業に関し必要な事項は、各学部、教育センター又は留学生センター(以下「各

学部等」という。)において定める。 

（出典：鹿児島大学学則） 

 

資料１－（３）－３－Ｂ 

○鹿児島大学学位規則（抜粋）

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000110.html） 

(学位の種類) 

第２条 本学で授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。 

(学士の学位授与の要件) 

第３条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。 

(修士の学位授与の要件) 

第４条 修士の学位は、本学の大学院修士課程又は博士前期課程を修了した者に授与する。 

(博士の学位授与の要件) 

第５条 博士の学位は、本学の大学院博士課程を修了した者に授与する。 

２ 前項に規定するもののほか、本学の大学院の課程を経ない者であっても、博士論文を提出して学位の授

与を申請し、その審査に合格し、かつ、本学の大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有するこ
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とを確認された者にも授与することができる。 

(専門職学位授与の要件) 

第６条 臨床心理修士(専門職)の学位は、本学の大学院専門職学位課程(臨床心理学研究科の課程)を修了し

た者に授与する。 

２ 法務博士(専門職)の学位は、本学の大学院専門職学位課程(司法政策研究科の課程)を修了した者に授与

する。 

（出典：鹿児島大学学位規則） 

 

資料１－（３）－３－Ｃ 

○共通教育履修案内（http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/in-risyuu.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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資料１－（３）－３－Ｄ 

○共通教育科目シラバス（抜粋） （http://bus03.kuas.kagoshima-u.ac.jp/ac_syllabus/syl_pdf.php） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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【分析結果とその根拠理由】 

 ほとんどの学部・学科等でカリキュラム・ポリシーが定められ、それに基づいた教育課程が編成されている。 

 共通教育では、教養科目、情報科学科目、外国語科目、体育・健康科目、日本語・日本語事情科目、基礎教育

科目の科目群に分けて授業科目を配置しており、専門教育では、学部・学科の特性に応じて授業科目を設けてい

る。教員配置の面では、研究上の業績や教育上の能力及び分野への適合性を考慮して選考している。 

共通教育では、従来の教育プログラムを見直し、鹿児島大学の目指す「進取の精神」を有し、学士力を備えた

人材育成の基礎的部分を担うために、平成25年度から本格導入する予定である。 

学部教育では、「学生自身の主体的な判断を尊重した、自由なカリキュラム構成」、「専門的知識と幅広い知

識の双方が習得できるような自由なカリキュラム構成」、「あらゆる学術分野を網羅した多彩な専門科目」、「高

度な専門知識を探求できる専門科目」、「人間性・倫理性を重視しつつ総合的判断能力を目指したカリキュラム」、

「資格取得を意識した実技実習を重視したカリキュラム」、「専門分野に精通した応用展開能力を磨けるカリキ

ュラム」等々、総合大学としての本学の基本理念のもとに、学部・学科の自主性を尊重しながら専門性を重視し

た多様な授業科目を配置しており、大学全体として教育課程の体系的な編成が確保されている。 

教育課程の編成趣旨に沿って、共通教育及び学部での講義、演習、実験・実習が展開されている。なお、卒業

後の実社会への対応にも配慮した内容となっている。 

共通教育の特色として、「鹿児島探訪」の科目群があげられる。この他１年次から２年次に集中的に提供され

る基礎教育科目は講義、実習、演習から構成され、専門科目への動機付けや導入科目となっている。 

専門教育では、概論形式から各論、実習・実験、関連科目の選択履修、卒業論文へとステップアップを図って

おり、教育課程編成の趣旨に沿った履修が可能となっている。 

共通教育では、多様な専門教育に対応できるようにカリキュラム編成が行われており、専門教育においても、

学部の特性に応じた内容の授業が実施されている。教養科目と専門科目の連携は、基礎教育科目を専門科目への

導入科目として位置づけ、段階的に専門教育へ移行する編成となっている。また、時間をかけて専門教育のレベ

ルアップを図っていく楔形カリキュラムが確保できている。教養教育、専門教育ではカリキュラム編成の特性に

応じて、個々の教員の教育研究内容及び実績等を踏まえた教員配置がなされている。教員選考の際に担当科目又

は分野を明確に示して公募し、専門性や授業遂行上の能力も評価している。 

学生の多様なニーズに応えるため、他大学、他学部等の単位互換、編入学、転学部等、インターンシップの単

位認定等を行っている。また、学生の資質向上と教育の充実という視点から補習教育にも力を入れている。社会、

特に地域社会からの要請を反映させた教育編成に努めている。 

履修登録単位数の上限を設け、十分な自主学習時間を確保させるように配慮し、GPA制度を共通教育及び、一部

の学部の専門課程で導入している。また、オフィスアワーの設置やメール等を利用した個別の質問に対応する体

制を整備し、学生の学習体制の充実が図られている。 

以上のことから、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が明確に定められ、それに基づいて

教育課程が体系的に編成されており、授与される学位は、その内容、水準を満たしていると判断する。 

 

 

 

 

 

 

- 37 -



 
 

○評価基準 【教育内容・教育方法等に関すること】 

・教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等が整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

各学部の授業形態は、学科等の特性に応じ、講義、演習、実験、実習等を組合せた教育内容となっている。そ

のバランスは、学年進行に伴って演習、実験等の割合が高くなり、卒業研究実施に備えるように工夫されている。

また、学習指導法については、講義、演習、実験、実習等の授業形態に応じた学習指導法の工夫がなされている。 

講義においては、問題解決型チュートリアル授業や対話・討論型の授業を展開している学部・学科もある。演

習、実験、実習は、少人数教育を展開している。情報機器については、充実を図り、学習しやすい環境を整えて

いる。併せて、授業補助としてTAの活用を積極的に推進するとともに、フィールドでの授業も積極的に実施して

いる。特にフィールド教育分野では、学外での調査に積極的に取り組んでいる。 

また、JABEE 認定分野別要件で定められた規定による教育内容の工夫（工学部）、ISO（国際標準化機構）9001

認証の教育システムでのカリキュラム管理（水産学部）など、特色ある学習指導法を採用している学部がある。 

シラバスは、各学部で教務委員会の主導のもと、学科等で作成されており、授業内容、学習目標、授業計画、

必要なテキストや参考図書等に加えて成績評価方法やオフィスアワー等も記載し、利用しやすいように工夫され

ている。また、教員に対してシラバス作成の手引きを用意し、教育課程の趣旨に沿った適切なシラバスが作成さ

れるようにマニュアル化している。シラバスは、共通教育も含め全学部でウェブ上で公開するとともに、ほとん

どの学部で冊子を配布している。共通教育では、シラバスに記載した「学習目標」等を初回の講義で十分に説明

し、「授業計画」に沿って講義を行っている。授業評価アンケートではシラバスに関する設問を入れ、学部FD委

員会等で分析、検討を行っている。改善例としては、シラバスに教育目標のキーワードを記入する欄を設けた（共

通教育）、授業外学習に関する記載欄を独立させた（専門教育）ことなどがあげられる。 

高校での未履修科目を希望する者など、職業系高校出身の新入生を対象に、英語、数学、物理、化学、生物の

補習授業を行っているが、現在、その方法、時期を含め内容の充実に向けてた検討を行っている。 

その他、オフィスアワーを設定し、担当教員の連絡先も公開し、質問には随時応じるとともに、附属図書館の

開館時間の延長、平日夜間の講義室の開放等を行っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各学部の授業形態は、学科等の特性に応じ、講義、実験等を組合せ、学年進行に伴って、卒業研究実施に備え

るよう工夫している。また、補習やオフィスアワーの設定等の学生の自習活動の支援も行っており、教育課程を

展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等が整備されている。また、共通教育及び各学部・学科では、教育

目的の実現に向け、講義、演習、実験、実習等の授業形態を、分野に応じて学習効果の視点から適切に組合せて

おり、目標とする教育内容に応じた学習指導法の工夫がなされている。 

学習指導方法は、学部・学科の特性に応じて工夫・改善が行われており、TAや情報機器も積極的に活用してい

る。学部によっては、JABEEで定められた規定による教育内容の工夫や、ISO9001を教育システムでのカリキュラ

ム管理に取り入れている学部がある。 

以上のことから、教育の目的に照らして、学士課程全体として、授業形態の組合せ・バランスは適切であり、

学習指導方法の工夫がなされている。 
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○評価基準 【教育内容・教育方法等に関すること】 

・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が明確に定められ、それに照らして、成績評価や単位認

定、卒業(修了)認定が適切に実施され、有効なものとなっていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

ほとんどの学部・学科等では、「鹿児島大学憲章」及び「鹿児島大学教育目標」に基づき、ディプロマ・ポリ

シーが明確に定められている。それに照らして、成績評価や単位認定、卒業（修了）認定が適切に実施され、有

効なものとなっている。 

成績評価や卒業の基準は、規則及び細則等に定められ、シラバス及び「履修案内」等により学生に周知されて

いる。 

成績評価基準は個別の授業に適した形で、出席・課題提出・試験のウェイトが設定され、評価の割合はシラバ

スに明記している。 

卒業認定基準は、入学時及び２・３年次に開かれる専門教育履修のためのオリエンテーションで説明され、入

学時の「履修案内」等の中にも明記され配布によっても周知されている。 

なお、共通教育では、GPA制度を導入し、科目GPやGPAに関する成績評価基準を、学則等に明示し、各授業科目

の成績評価基準も、WEBシラバスに掲載している。 

成績評価は、講義、演習科目は定期試験を主に、日常のレポート、小テスト、出席率などを考慮して総合的に

行われている。また、実験、実習科目は、レポート課題、実習中の取組姿勢等、授業科目の目的に沿った成績評

価が行われている。成績に関する疑義に対しては全ての学部で異議申立に関する規則を整備し、より公平な成績

評価・単位認定が行われている。 

卒業認定も、学部ごとに認定要件を定めて適切に実施している。卒業論文を条件としている学部学科では、卒

業論文発表会で厳密な審査が行われている。 

また、工学部はJABEE認定、水産学部では教育プログラムがISO9001で認定されており、これらでは成績評価、

単位認定、卒業認定に関しても認定に則した判定が行われている。 

 

○関連資料 

関連資料１－（３）－５－１ 卒業要件単位数及び履修方法（共通教育履修案内）

http://kic.kuas.kagoshima-u.ac.jp/kicwordpress/?page_id=309 

関連資料１－（３）－５－２ 学部等の講義概要（シラバス）

http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/gakubu-kouengaiyou.html 

関連資料１－（３）－５－３ 学生の成績等開示請求及び異議申立てに関する規則（水産学部）

http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000672.html 

 

【分析結果とその根拠理由】 

ディプロマ・ポリシーは、ほとんどの学部・学科等で明確に定められている。それに基づいて教育課程が体系

的に編成されている。 

成績評価基準と卒業認定基準は、学則によって規定された学部規則及び細則において組織として明確に規定さ

れ、履修要項に明示されている。各授業科目の成績評価基準は科目毎の特色を考慮した上で、出席・課題提出・

試験のウェイトを定め、シラバスに明示し、入学時オリエンテーション等で周知している。 
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成績評価は、授業の目的に沿った評価基準によって厳格に単位認定が行われ、卒業認定は規定の単位の修得及

び複数の審査員による卒業論文の審査によって行われている。また、一部の学部ではプログラム認定をとおして、

外部者による審査が行われている。以上から、成績評価、単位認定、卒業認定が適切に実施されている。 

従って、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が明確に定められ、それに照らして、成績評価や単位認定、

卒業(修了)認定が適切に実施され、有効なものとなっている。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

全学的及び、学部・学科、研究科・専攻ごとにアドミッション・ポリシーを定め、ウェブサイト、受験生のた

めの大学案内、入学者選抜要項及び学生募集要項に掲載し公表するとともに、多様な入試制度を採用し、多彩な

学習歴を持った学生を幅広く受け入れている。 

 

【改善を要する点】 

カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーを定めていない学部等が一部あるので、作成を行う必要があ

る。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

本学の目的・基本理念・教育目的に沿って、全学共通のアドミッション・ポリシーを明確に定めるとともに、

学部・学科、研究科・専攻ごとに、より具体的なアドミッション・ポリシーを明確に定めており、これらは、ウ

ェブサイトに掲載するとともに、受験生のための大学案内、入学者選抜要項及び学生募集要項、関係機関への訪

問等により学内外に公表、周知を図っている。 

学生の受入については、本学の目的を達成するため、普通高校及び専門高校からの入学、短期大学、高等専門

学校等からの編入学、留学生、社会人入学等、学部・大学院にわたり多様な学習歴に対応した入学試験を実施し、

学力検査や小論文、調査書または成績証明書等により学力を判定するとともに、面接や調査書、推薦書などによ

りアドミッション・ポリシーに沿って適性を判定している。 

入学者選抜の実施については、実施計画等の作成から試験問題の作成、実施、採点及び合格者の決定まで入学

者選抜管理委員会を中心として実施体制を組織しており、意思決定のプロセス、責任も明確であり、適切な体制

により、公正・公平に実施している。 

入学者選抜の検証及び改善については、入学者選抜方法検討委員が中心となり、入学試験の成績、入学後の学

業成績に関する追跡調査、高等学校長との意見交換等を参考に行っている。入学者の状況については、一部の学

部、研究科では、年度によっては定員を超過しているところや未充足のところもあるが、大学全体として見た場

合、入学定員を大幅に超える、又は下回る状況にはなっておらず、入学定員と実入学者数の関係は適正である。 

カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーについては、ほとんどの学部で定められているが、一部作成

していない学部等もあり、作成を行う必要がある。 
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教育課程の編成や、内容、水準の確保は、カリキュラム・ポリシー等に基づき適切に実施されており、授業形

態、学習指導法等についても適切な改善が実施されている。 

成績評価や単位認定についてもディプロマ・ポリシー等に基づき適切に実施している。 

これらのことから、評価項目３の評価については、判定「３（水準に達している）」とする。 
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評価項目４ 学習成果に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 教育目標や養成しようとする人材像等に照らして、学生が身に付けるべき知識・技能・態度等につ

いて、学習成果が上がっていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

養成しようとする人材像等に関しては、「鹿児島大学教育目標」において、「鹿児島大学は、進取の気風にあ

ふれる総合大学として、学生の潜在能力の発見と適性の開花に努め、自主自律と進取の精神を有する人材の育成

を目指す。」ことを明示しており、鹿児島大学憲章や鹿児島大学の基本的な目標にも謳っている。 

各学部や研究科においては、学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像についての鹿児島

大学全体の方針に基づき、教育理念・教育目標及び入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）や教育課程の

編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）等を定めている。これら

は、学部案内、ウェブサイト、募集要項、履修の手引き、履修案内等に明示し、また、入試説明会や入学後のオ

リエンテーション等で周知している。 

学習成果を測る指標として、「学位取得率」は23年度実績で、学士課程85.4％、大学院課程63.7％となってお

り、「休学率・退学率」は、23年度実績で、学士課程で、休学率2.3％、退学率1.3％、大学院課程で、休学率12.5％、

退学率6.1％となっている。また、「単位取得率」は、23年度実績で、共通教育では89.5％、専門教育では87.0％

となっている。 

資格試験等の取得率及び合格率は、23年度卒業者で、教育学部の教員免許取得84.8％、医学部の医師国家試験、

90.1％、保健学科の保健師95.7％、助産師100％、看護師100％、理学療法士83.3％、作業療法士85.7％、歯学部

の歯科医師国家試験80.6％、農学部の獣医師国家試験96.8％である。 

また、大学院課程では、博士前・後期課程とも、国内外の学会での発表や、学会誌への掲載を推奨しており、

研究科によっては、修了要件として、査読付き論文採択数等を規則（申し合わせ）に明示している。教育の達成

状況については、FD委員会や就職委員会等で実績を踏まえた検証・評価、改善策の検討、さらに実行というPDCA

サイクルを確立している。この他、工学部ではGPA・修得単位表に基づいた指導を実施し、JABEE認定により教育

の達成状況を検証している。水産学部ではISO教育システムを開発しており、人材養成目標を分野ごとに定め、達

成状況を検証している。 

また、優秀な学生を表彰する制度として、鹿児島大学稲盛賞や鹿児島大学工業倶楽部賞、学業成績優秀学生奨

学金、メディポリス授業料免除、その他学部独自の賞などを設け、学生の勉学等の意欲向上を促すとともに、そ

の選抜に学生の達成状況を反映させている。 

本学では、授業評価アンケートを各学部及び教育センターで継続的に実施し、この結果を学生の要望として講

義に反映させ、また教育システムを改善するために利用している。 

授業中間アンケートでは、当該期の講義の進捗具合や学生の理解度、要望を記述させて、各教員にフィードバ

ックして、次回以降の講義の改善に役立てている。さらに各学期終了時の授業評価アンケートでは、講義全体に

関して学生の評価を受けている。これらのアンケート調査の結果で、教育センターでは「授業内容は全般的に見

て効果的でしたか」という質問に対して、４段階評価の「強くそう思う」と答えた学生が多く、概ね教育効果が

得られたと判断されている。また、授業のあり方でも学生の満足度は高く、総合的満足度に関しても、農学部で
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は「この授業の学習目標は達成できたと思いますか」という質問に対して，学部卒業生では90％前後が肯定的な

評価をしており，大学院修了生では95％以上が肯定的評価をしているなど、概ね高い値となっている。 

FD委員会では、22年度～24年度の間、学部２年生に対して「共通教育における学習実態、学習成果に関する調

査」を実施し、学生達の教育の成果・達成度について調査分析し教育改善の資料とした。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

「学位取得率」「単位取得率」は一定の値を示しているが、「休学率・退学率」は小さくない値を示している。

その理由としては、基本理念に基づき各学部、研究科で多様な人材を受け入れていることが少なからず影響して

いると考えられ、個々の理由を見ると、海外留学、長期語学研修、進路の変更、経済上の理由（社会人の場合）

等が上げられる。 

資格取得率等は、全国の他大学と比べて相応の水準といえるが、今後も引き続き取得率向上をめざした措置を

講じる必要がある。 

また、授業評価アンケート結果では、教育効果や授業の満足度について概ね高い値が得られており、大学が意

図する教育の成果や効果が上がっていることが伺える。 

以上のことから、教育目標や養成しようとする人材像等に照らして、学生が身に付けるべき知識・技能・態度

等について、学習成果が上がっている。 

 

 

○評価基準 卒業（修了）後の進路状況等から判断して、学習成果が上がっていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

学士課程は、多様な学部で構成され、それぞれ養成しようとする人材像等が異なるため、社会に送り出す人材

も多岐にわたっている。 

学士課程では就職状況（23年度実績）は、卒業生1,984名の中で、就職希望者数1,213名のうち就職者は1,116

名（92.0％）である。学部別では、医学部100％、工学部96.4％、教育学部94.1％、水産学部92.0％、農学部88.7％、

理学部88.5％、法文学部87.4％となっており、大学全体では、92.0％となっている。就職先は多岐にわたり、法

文学部では金融業が多く、工学部では製造業が多い。卒業生で大学院に進学する者は21.8％である（資料１－（４）

－２－Ａ）。 

大学院博士前期（修士）課程では、高等教育機関を始めとして多様な就職先があり、修了者の中で、就職希望

者数476名のうち就職者は452名（95.0％）である。本学で学んだ専門性を生かして高度な専門的職業に就くもの

が多い。進学については本学の博士後期（博士）課程に進学する者、他の大学院へ進学する者、海外の大学院へ

進学する者など様々である（資料１－（４）－２－Ｂ）。 

なお、就職支援として、本学には「就職支援センター」があり、毎年６月初めに就職活動に際しての心得等を

まとめた「就職支援ガイドブック」を作成し、本格的に就職活動を始めようとする学部３年生と大学院１年生全

員に配付する取組等を行っている（資料１－（４）－２－Ｃ）。 
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資料１－（４）－２－Ａ 

○鹿児島大学概要（卒業（修了）数・就職状況） 

（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/gaiyou2012-gakusei.pdf#page=5） 

 

（出典：平成24年度鹿児島大学概要） 

 

資料１－（４）－２－Ｂ 

○鹿児島大学概要（卒業（修了）数・就職状況） 

（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/gaiyou2012-gakusei.pdf#page=5） 

（出典：平成24年度鹿児島大学概要） 
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資料１－（４）－２－Ｃ 

○鹿児島大学就職支援ガイドブック 

（http://shushoku.kuas.kagoshima-u.ac.jp/con_guidebook.html） 

 

（出典：JOB HUNTING GUIDE：鹿児島大学就職支援ガイドブック） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程では就職状況（23年度実績）は、卒業生1,984名の中で、就職希望者数1,213名のうち就職者は1,116

名（92.0％）である。卒業生で大学院に進学する者は21.8％となっている。 

大学院博士前期（修士）課程では、高等教育機関を始めとして多様な就職先があり、修了者の中で、就職希望

者数476名のうち就職者は452名（95.0％）である。就職状況については、本学で学んだ専門性を生かして高度な

専門的職業に就くものが多い。進学については本学の博士後期（博士）課程に進学する者、他の大学院へ進学す

る者、海外の大学院へ進学する者など様々である。 

学士課程では就職先及び就職率等の定量的な面からは、各学部とも就職希望者に対する就職率は、他の国立大

学と比較して見劣りしない水準を確保しており、教育の成果や効果は上がっていると判断される。 

大学院課程では、博士前期（修士）課程修了生の場合、高度な専門性を生かして、国内外の博士課程へ進学す

る者や、高度な専門的職業に就く者、博士後期（博士）課程修了生の場合、研究所、研究機関に就職する者、大

学の教員やポストドクターとして高等教育機関で研究を続ける者など様々である。 

以上から、総合大学としての本学の目的に沿って、相応の就職率、進学率を確保しつつ、様々な就職先・進学

先へと人材を送り出していることがわかる。 

以上のことから、卒業（修了）後の進路状況等から判断して、学習成果が上がっていると推測する。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

学生の学習成果向上を目的として、大学独自の表彰制度（鹿児島大学稲盛賞、鹿児島大学工業倶楽部賞等）を

設けており、毎年優れた成果を上げた学生を表彰している。 

連合農学研究科では、学生に学位論文提出要件として、３年以上の在籍と必要な研究指導のほか、個々の専門

分野に偏ることなく幅広い研究分野の知識の獲得を目指している。さらに、平成21年度からは単位制の導入を図

り、教育の実質化を進め、より高い教育内容を準備して学生の育成に当たっている。学位論文提出にあたっては、

主論文として査読制のある学術誌に２編以上と、標準修業年限３年以内に対して、学位論文を含めると３編とい

う厳しいハードルを課している。その中で、標準修業年限内であれば49.6％、入学生全体では76.5％の学位取得

率を達成していること、また、学生一人当たりの 近3年間の平均年間発表論文数は0.9であり、平成17年以前の

0.53と比べると大幅に増えていることから、本研究科の教育の成果や効果が上がっていると判断される。 

就職希望者に対する就職率は、他の国立大学と比較して一定の水準を確保しており、教育の成果や効果は上が

っている。 

 

【改善を要する点】 

本学の教育目標等に基づく「学生の潜在能力の発見と適性の開花に努め、自主自律と進取の精神を有する人材」

について、その成果が測れる具体的な指標の作成が必要である。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

本学の教育目標等に基づく「学生の潜在能力の発見と適性の開花に努め、自主自律と進取の精神を有する人材」

について、その成果が測れる具体的な指標の作成を検討しているところであるが、現在でも、FD委員会や教務委

員会等で学生の就職・進学状況等の、実績を踏まえながら改善策を検討し、それを実行するPDCAサイクルを確立

しているほか、工学部ではJABEE認定、水産学部ではISO教育システムの開発などで成果を把握している。 

学位取得率、単位取得率は一定の値を示すとともに、就職希望者に対する就職率については、他の国立大学と

比較して劣らない一定の水準を確保している。授業評価アンケート結果では、教育効果や授業の満足度について

概ね高い値が得られており、大学が意図する教育の成果や効果が上がっていることが推測される。 

よって、評価項目４の評価については、判定「３（水準に達している）」とする。 
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評価項目５ 施設・設備及び学生支援に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 教育課程に対応した施設・設備等が整備され、有効に活用されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

本学は、校地面積は624,771㎡、校舎面積は316,116㎡（職員宿舎を除く）を所有し、「鹿児島大学キャンパス・

マスタープラン」に基づき施設、インフラ、屋外環境等の計画的整備及び管理運営を一体的に実施している。ま

た、「国立大学法人鹿児島大学における施設等の有効利用に関する基本方針」及び「国立大学法人鹿児島大学に

おける施設マネジメントに関する基本方針」に基づき、施設の点検・評価を踏まえた施設の有効活用及び計画的

な維持管理等、施設マネジメントを推進し、教育研究活動に対応した施設整備を実施している。 

バリアフリー化に関しては、施設の新築、改修時には「鹿児島県福祉のまちづくり条例」に準拠し、全学的に

実施している。農学部においては、民間の資金、運営能力及び技術的能力を活用して行うPFI事業（改修）により、

積極的なバリアフリー化が進められている。 

教育用設備については、講義室や学生実験室等の機器設備等が整備されている。情報ネットワークについては、

学術情報基盤センターによって構築・運用・管理されている。キャンパス内の基幹ネットワークは、ギガビット

スイッチと光ファイバーによる高速性、無停電電源装置と主要な機器の冗長化による安定性、そして15台のファ

イアーウォールの集中管理による安全性が確保されている。学術情報基盤センターや共通教育棟をはじめとする

学内の19カ所以上の端末室に設置されている835台以上のパソコンが共通教育・専門教育の授業、ゼミ、自習、情

報検索、卒業研究、論文執筆、就職活動に利用できるように整備され、すべて情報ネットワークに接続している。

授業等で使用されていない時間帯であれば自由に利用できるほか、全利用者がメールアカウントの発行を受けて

教育研究に有効に活用している。TOEFLをはじめとする各種資格試験の端末室での受験も可能としている。さらに、

「オープンネットワーク」を利用すれば、学生所有のパソコンをキャンパス情報ネットワークに接続し、教育・

研究に活用でき、一部キャンパスでは、無線LANを整備している。 

部局単位では、環境・安全・衛生委員会等の委員会を設け、各研究室で実験・実習等に対する安全上の配慮や

運営に関して検討し、現場に対して指導している。 

附属図書館は、中央図書館、桜ヶ丘分館、水産学部分館により構成し、平成24年４月１日現在、蔵書数1,269,128

冊、雑誌種類数35,917種を所蔵している。教育研究上必要な資料を整備するため、各分野の専門図書を順次整備

すると共にシラバス対応図書を優先的に整備している。 

電子ジャーナルは、約10,000タイトルが閲覧可能であり、各種文献データベースも利用できる。グループによ

る図書館資料を利用した学習・研究活動のため、中央図書館には、視聴覚機器等も備えた「グループ学習室」が

設置されている。また、附属図書館のウェブサイトから文献複写申込や図書購入依頼等の申し込みができるウェ

ブリクエストサービス機能を提供している。 

学内の教員、大学院生によって生産された研究成果物を保存・公開し、学術情報流通の発展に寄与することを

目的として、鹿児島大学リポジトリ事業にも取り組んでいる。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

校地面積は大学設置基準第37条による必要面積を、校舎面積も同第37条の２による必要面積を大幅に上回って
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おり、必要な施設は整備されている。講義室や学生実験室等の機器設備等の教育用設備も適切に整備され、稼働

状況からも有効に活用されていると判断できる。バリアフリー化についても「鹿児島県福祉のまちづくり条例」

に準拠しつつ全学で取り組んでいる。 

施設等の利用については、「国立大学法人鹿児島大学における施設等の有効利用に関する基本方針」及び「国

立大学法人鹿児島大学における施設マネジメントに関する基本方針」を決定するなど、施設等の有効利用も全学

方針が示され、部局単位で精力的に取り組んでいる。 

情報ネットワークについては、学生のニーズを満たす情報ネットワーク環境が整備され、活用状況についても

有効に活用されていると判断される。 

図書、学術雑誌、視聴覚資料は、附属図書館で管理され、電子化がなされ利用しやすく整備されている。附属

図書館や情報端末室の充実についての学生の満足度も「鹿児島大学共通教育における学習実態・学習成果に関す

る調査2010」によると、「強くそう思う」・「少しそう思う」の合計が83.4％と高いものとなっている。 

 

 

○評価基準 学生への履修指導が適切に行われていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

学生には、入学時のオリエンテーション等で、共通教育履修案内や学部の専門教育のための履修案内（修学の

手引等）を配布し、単位修得の方法等を詳細に説明している。 

また、留学生には別途、英語、中国語等多言語によるオリエンテーションを実施し、日本語履修案内、修学・

生活支援等を行っている。なお、水産学部では入学時のガイダンスを練習船上で実施している。その他、留学生

を指導するための教員（平成23年度延べ283名）や学生チューター（平成23年度延べ216名）を配置し、支援を行

っている。留学生センターでは留学生のチューター教育とチューター相互の連携を強化するための定期的な指導

（平成23年度２回）を実施している。この他、留学生に対する補習教育を、英語によって実施するなどの支援も

行っている。 

専門教育のガイダンスは、年度毎にオリエンテーションを通して行っている。特に専門教育の「演習」に関し

ては、ガイダンスを学外の研修所（宿泊）で実施し、教員及び学生の交流促進を図っている学部もある。また、

学部等に配置している教務・学生係や指導教員等、担当教員も個別の相談に対応している。 

また、全ての学部でオフィスアワーの時間帯等をシラバスに明記している。さらに、実施の形態は各学部によ

って異なるが、担任教員制や助言指導教員制等により、どの学部でも学習相談や助言の体制がとられている。ま

た多くの教員が、研究室のウェブサイトを開設したり、研究室生のメーリングリストを作るなど、学習指導、助

言にITを活用して、随時対応できる環境を整えている。ほとんどの担当教員は、所属学生と日常的にコミュニケ

ーションをとっており、オフィスアワーだけでなく、随時対応している。 

授業科目に関する学生のニーズの把握は、委員会が中心となってアンケ－ト及びオフィスアワー等を通じて行

われている。教育環境をはじめ学生生活の様々な現状も学生生活実態調査や留学生アンケート調査を実施し、全

学的に把握に努めている。さらに、学生意見箱（平成23年度43件）や、学生何でも相談室（平成23年度57件）を

設置して、学生の意見をくみ上げている。授業に関する学生のニーズ、大学生活への不満要望、学習環境に関す

る設備面等の要望などを把握し、総合的に学習支援のあり方を検討して改善に努めている。教育学部では第１講

義棟の１階に机と椅子を設置して、学習、交流スペースを確保し自主学習環境の整備を行った。社会人学生（大

学院生）には、昼夜開講制を採用し、各指導教員がきめ細かな学習支援を行っている。また、学生の事情に応じ
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て休日にも授業を行うなど配慮している。 

障害を持つ学生には、出入口のスロープ、エレベータ、身障者用トイレの設置など、バリアフリー化対策を積

極的に進めている。また、様々な障害を持つ者に門戸を開くための対応として、入学者選抜の際の事前相談があ

る。そこで試験時及び入学後の配慮事項を検討している。入学後の支援としては、コーディネーターを配置して

いる。学外の支援団体に所属している手話通訳者による講習の実施や学生ボランテイアによるノートテイカー等、

大学と学生が協力して支援を行っている（資料１－（５）－２－Ａ）。 

 

資料１－（５）－２－Ａ 

○学生募集要項（P66:障害のある入学志願者の事前相談） 

（http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/jittaityousa.html） 

 

（出典：学生募集要項） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

授業科目や専門、専攻の選択の際のガイダンスは、入学時、各年次進級時、研究室配属時、専門教育の「演習」

選択時、及び実習時にオリエンテーションや掲示などを通して適切に実施している。 

各学部・研究科では、指導教員制や学年担任制の下で、学習や生活に関する指導・助言を行っている。オフィ

スアワーを設定し、メーリングリストの設定や電子メールによる質問を受け付け、日常的な相談に随時応じてい

る。 

授業アンケート、学生生活実態調査、留学生アンケート調査の実施、学生意見箱、学生何でも相談室の設置等

により、学習支援に関する学生の現状やニーズを適切に把握し、それらについての対策を講じている。 

留学生には、必要に応じてチューターを配置し、学習や生活上の細やかな支援を行っている。社会人学生には

受入れ先の研究科が、学生の正規職務の状況に配慮し、学習指導、支援を行っている。また、障害を持つ者に対

しては、スロープや身障者用トイレの設置等、予算内で可能な限りバリアフリー化を進めており、学習面でも事

案に応じて適宜対応している。 
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○評価基準 学習、課外活動、生活や就職、経済面での援助等に関する相談・助言、支援が適切に行われている

こと。 

 

【評価基準に係る状況】 

観点①： 学生の部活動や自治活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

サークル活動や自治活動等は学友会が連絡・調整を行っており、全学で学生の活動を支援している。３月 31

日現在、119のサークル（文化系52、音楽系15、体育系52）が公認団体として活動している。これらのサークル

が積極的に活動できるよう体育館、球技場、陸上競技場、大学会館及び講義室等を開放している。これらの運営

資金は、学友会費並びに大学経費から予算を計上し、サークルの備品購入補助や大会、遠征等への補助、スポー

ツ安全保険の助成及び各施設の整備等を行っている。なお、入学時に学生便覧を配付し、本学ウェブサイト上で

もサークル活動（課外活動）の内容や情報を周知している。 

平成23年度より、本学における進取の気風を醸成し、本学の教育目標に沿った人材の輩出を図ることを目的に、

在籍期間中において困難な課題に果敢に挑戦する「進取の精神」を実践し、学生憲章の趣旨に即した活動実績や

優秀な業績等を収めた学生及び学生団体を表彰する「鹿児島大学進取の精神学生表彰」を設立し、平成23年度に

第１回目の表彰を行った。14名（団体）の応募に対し、「ウミガメ研究会」が 優秀賞、その他４名（団体）が

準優秀賞として選定され、表彰された(資料１－（５）－３－①－Ａ)。 

社会貢献活動としてのボランティア活動支援の面では、東日本大震災に伴う学生のボランティア活動につい

て、学生及びボランティア登録・参加から活動終了・報告までの手続き並びに各部局との情報共有・連絡方法等

を一元化し、平成 23 年６月には、ボランティア活動の啓発と情報提供を目的に、活動を実際に行った学生の体

験報告会(東日本大震災災害支援ボランティア活動報告会)を開催した。（平成 23 年度ボランティア活動従事者

約320名） 

同年 11 月には、災害ボランティア活動を行う学生に対する経済的支援として、ボランティア活動費の一部助

成を行う制度を構築し、「鹿児島大学災害ボランティア活動支援事業実施要項」を定め、平成23年度に53名の

学生ボランティアを支援し、効果的な活動支援を行っている(資料１－（５）－３－①－Ｂ)。 

さらに、学内掲示板や本学ウェブサイト上で 新のボランティア情報を紹介し、併せて、ボランティア活動を

する際には、本学ではボランティア活動保険に無料で加入(保険料は大学負担)できることを周知することで、ボ

ランティア登録を推奨しており、平成23年度の新規登録者数が441名(平成22年度224名)となり、前年度比約

２倍の登録者数となった(資料１－（５）－３－①－Ｃ)。 

なお、学生ボランティアにもボランティア支援センターの運営に参画してもらい、ボランティア初心者に対す

るピア・サポート的支援を行いながら、年２回「ボランティア紹介会(４月)」（平成23年度参加者数20名）及

び「ボランティア交流会(１月)（平成23年度参加者数66名）を開催し、ボランティア活動の広報・啓発を行っ

た。 

また、平成22年度より、大学独自のピア・サポート制度の構築に着手し、７月に学生だけのワークショップ、

12月には制度導入に向けて核となるものを具体に創出する目的で学生・教職員のワークショップを開催(63名参

加)した。その後、自主参加の学生達を核としてピア・サポート制度の導入に向けて環境整備を行い、平成24年

度からのピア・サポート室の設置等に至った。 
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資料１－（５）－３－①－Ａ 

○進取の精神学生表彰（http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/02/post-207.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

資料１－（５）－３－①－Ｂ 

○鹿児島大学災害ボランティア活動支援事業実施要項（抜粋） 

 (目的) 

第１ この要項は、自然災害により被災した地域の救援・復旧のためのボランティア活動に参加する鹿児島 

大学(以下「本学」という。)学生に対する経済的支援を行うことにより、鹿児島大学学生憲章に則った進

取の精神を涵養し、もって本学におけるボランティア活動の啓発・普及に資することを目的とする。 

（出典：国立大学法人鹿児島大学教員選考規則） 
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資料１－（５）－３－①－Ｃ 

ボランティア登録者数   

  平成21年度 平成22年度 平成23年度 

更新者数 0 150 275 

新規登録者数 170 224 441 

合計 170 374 716 

 

（出典：学生部作成） 

 

○関連資料 

関連資料１－（５）－３－①－１ 学生便覧（⑩課外活動、⑰学則･諸規則・関係法規） 

http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/gakuseibinran.pdf 

関連資料１－（５）－３－①－２ 教育･学生生活 課外活動（サークル） 

http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/kagai.html 

関連資料１－（５）－３－①－３ 東日本大震災災害支援ボランティア活動報告会 

http://hpmt.kuas.kagoshima-u.ac.jp/volunt/main/post-47.html 

関連資料１－（５）－３－①－４ ボランティア紹介会・活動会 

http://hpmt.kuas.kagoshima-u.ac.jp/volunt/main/post-64.html 

関連資料１－（５）－３－①－５ 教育・学生生活 ピア・サポート 

http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/peer.html 

 

【分析結果とその根拠理由】 

課外活動では、学友会費並びに大学経費を用いて、サークル活動が円滑に行われるよう体育施設の整備を行い、

サークル活動助成金を補助している。また、課外活動共用施設（サークル棟）を整備し、サークル活動のための

施設の充実を図っている。 

ボランティア活動では、ハード面及びソフト面での学生が活動しやすい環境を制度化することで、学生・教職

員のボランティアに対する理解が得られた。 

また、学生ボランティア登録者数も年々増え、学外でボランティア活動を行い、地域社会と関わることで、鹿

児島大学学生憲章にある「進取の精神」を継承する学生が増えてきており、教育的効果が得られている。 

本学の理念に沿った学生の自主活動を支援する目的で設立した「進取の精神学生表彰」は、困難な課題に果敢

に挑戦する「進取の精神」の涵養を今後一層促進するものと期待される。 

 

観点②： 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進路、各種ハラス 

メント等に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。 

また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状

況にあり、必要に応じて生活支援等が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

学生のニーズを把握するため、学部学生及び大学院生を対象（休学者・外国人留学生は除く）とした平成 23
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年度学生生活実態調査を実施した。調査項目も経済状況、住居・通学・食事、学習、課外活動、就職、健康状態、

ハラスメント、施設とキャンパス環境と幅広く調査を行い学生のニーズの把握に努めている。学生生活実態調査

以外でも全学および各学部等に意見箱等を設置し、学生からの意見・要望等を汲み上げるようにしている。 

また、学長が直接学生のニーズを把握するため、学部学生（２～３年生（医・歯・獣医学科は２～５年生））

及び学部卒業予定者との懇談会を開催（学長の他に、全理事、教育関係学長補佐、学生部職員等が出席）し、授

業内容や修学環境等に関する学生からの意見や要望を聞き、学生支援の充実に努めている（資料１－（５）－３

－②－Ａ）。 

学生の生活、各種ハラスメントの相談は、「学生何でも相談室」で対応し、保健管理センターとも綿密に連携

し、心理的な相談や面接を通して学生の心のケアを行っている。なお、メンタルヘルスに関しては、常時カウン

セリングを行うとともに、新入生にはオリエンテーション時に簡単な心理アンケートを実施することで、教育的

配慮が期待できるように取り組んでいる（資料１－（５）－３－②－Ｂ）。 

また、学生の健康については、学生定期健康診断にWeb予約制度を導入し、学生の空き時間に受診ができるよ

うにして受診率を高めるように努力しており、一人一人の健康管理の把握に努めている。 

特別な支援を行うことが必要と考えられる発達障害学生に対しては、精神科医師及びカウンセラーを増員、キ

ャンパスソーシャルワーカー２名の新たな配置、平成24年３月の「教育・学生支援担当教職員講習会」での研修

の実施、平成22～23年度にかけて「教育改革室 個別支援学生検討プロジェクト委員会」において、発達障害学

生の支援のための「教職員のための学生理解と個別支援マニュアル」を作成し、全学の教職員へ配布した。結果

として、支援件数の急激な増加（平成22年度延べ2,830件→平成23年度延べ4,054件）につながっている（資

料１－（５）－３－②－Ｃ）。 

就職・進路相談については、就職支援センターに専門の就職相談員を配置し、民間企業出身の職員も含めて就

職相談にあたっているが、平成22年度からは、ハローワークのジョブサポーターが学内にほぼ毎日常駐し、就職

支援センターで相談に応じるだけでなく、学部への出張相談も行うようになった（資料１－（５）－３－②－Ｄ）。 

その他の就職支援事業としては、全学就職支援センターを中心に、学生の就職活動スケジュールに合わせ、年

間８回以上の多様な就職ガイダンスを開催しているほか、少人数の実践的な講座（業界研究講座や模擬面接講座、

４年生向けの就職活動見直し講座、公務員・教員向けの集団討論対策講座等）や、年間約250～270社の企業によ

る合同・個別の学内企業説明会、企業セミナー参加のためのバスツアーなどを実施している（資料１－（５）－

３－②－Ｅ）。各学部でも、所属学生のニーズに合わせた就職ガイダンスやOB・OGとの交流会、企業説明会等を

実施している。 

また、就職先未内定の学生に対しては、平成21年度より、就職支援センターの利用や求職登録制度についての

案内を指導教員から配布したり、学部からの未内定者情報に基づき、就職支援センターから手紙や求人情報等を

郵送したりするなど、学部と就職支援センターが連携・協力して支援に取り組んでいる。なお、求職登録者には、

本人の希望条件に沿った求人情報やイベント情報を随時メールで提供している。 

以上の支援については、就職支援センターのウェブサイトや学生への一斉メール、掲示等で学生に周知すると

共に、就職支援センターのリーフレットを入学式や就職ガイダンスで配布するなど、学生や保護者への広報に努

めている。 
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資料１－（５）－３－②－Ａ 

○学長と学部学生との懇談会の様子 

      

 

 

資料１－（５）－３－②－Ｂ                               

○鹿児島大学学生何でも相談室規則 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000128.html） 

第２条 相談室は、学内の関係委員会や学内外の相談機関等との連携を図りながら、学生の

修学その他の日常生活に関する諸問題について相談活動を実施し、かつ、必要な支援を

行うことを目的とする。 

(業務) 

第３条 相談室は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 学生の諸問題に係る相談、助言及び援助に関すること。 

(2) 学生相談に係る学内の各種委員会、相談機関等との連絡調整に関すること。 

(3) 前２号に規定する業務に必要な調査及び報告に関すること。 

(4) その他相談室に関すること。 

 

○国立大学法人鹿児島大学ハラスメント防止委員会規則 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000010.html） 

(委員の任務) 

第３条 委員会は、次に掲げる業務を行う。 

(1) ハラスメントの防止及び排除のための基本方針の策定に関すること。 

(2) ハラスメントの防止に関する啓発及び研修に関すること。 

(3) ハラスメントの相談体制の整備等に関すること。 

(4) ハラスメントの再発防止に関すること。 

(5) 学生から諮問されたハラスメントに関する事項の調査、報告等に関すること。 

(6) 相談員の指導及び監督に関すること。 

(7) 防止規則の運用に関すること。 

(8) その他ハラスメントの防止・排除等に関し必要な事項 

○鹿児島大学保健管理センター規則 

（http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000267.html） 

（業務） 
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第３条 センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。 

(1) 保健管理に関する実施計画の立案 

(2) 定期及び臨時の健康診断 

(3) 健康診断の事後指導 

(4) 健康相談及び指導  

(5) 精神衛生の相談及び助言 

(6) 環境衛生及び伝染病の予防に関する指導及び助言 

(7) 保健管理に関する調査研究 

(8) その他保健管理に関すること 

 （出典：鹿児島大学学生何でも相談室規則 他） 

 

資料１－（５）－３－②－Ｃ 

○学生支援（聴覚障害や視聴覚障害などの身体に障害がある学生や自閉症や学習障害などの発達障害のある

学生に対する支援)件数の推移 

 

 

表１ 平成２３年度の支援件数 

 件    数 4,054件 

対 象 人 数  193人 

１人あたりの平均支援回数         21回 

１人あたりの 大支援回数       212回 
 

（出典：学生部作成） 
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資料１－（５）－３－②－Ｄ 

○就職相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：学生部作成） 

 

資料１－（５）－３－②－Ｅ   

○就職ガイダンス等参加学生数 

（出典：学生部作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生のニーズをより的確に把握するために、平成23年度に全学部生・大学院生に対して学生生活実態調査を実

施し、支援策の向上につなげている。例えば、学習交流プラザの整備に関して学生の意見等を取り入れた。なお、

報告書としてまとめた調査結果は、大学ウェブサイトにも掲載し、教職員が学生のニーズを把握できるようにし

ている。 

学生何でも相談室、ハラスメント委員会等を設置し、保健管理センターや各部局など関係部署と連携し、学生

からの各種相談に対して助言、指導を行っており、適切に機能していることが利用状況から確認できる。 

 学生の健康については、学生定期健康診断のWeb予約制度が平成22年度から本格的に稼働しており、これによ

り90％以上の高水準の受診率を維持している。 

また、メンタルヘルスに関しては、常時カウンセリングを行うとともに、新入生にはオリエンテーション時に

簡単な心理アンケートを実施することで、教育的配慮が期待できるように取り組んでいる。 

そのほか、発達障害学生への支援として、精神科医師及びカウンセラーの増員や、キャンパスソーシャルワー

カーの新たな配置（２名）、平成24年３月の「教育・学生支援担当教職員講習会」での研修の実施、「教職員の

ための学生理解と個別支援マニュアル」の編集と全学の教職員への配布などを行うことで、聴覚障害や視聴覚障

害などの身体に障害がある学生や自閉症や学習障害などの発達障害のある学生に対する支援件数が急激に増加し

ている。 

 平成21～23年度 

  就職相談件数累計（件）

（参考）平成18～20年度 

 就職相談件数累計（件） 

就職相談員及び 

就職支援センター職員 
2,771 2,565 

ジョブサポーター 

（ハローワーク所属） 
1,398 0 

計 4,169 2,565 

 
平成21～23年度 

 参加学生数累計（人） 
（参考）平成18～20年度 
参加学生数累計（人） 

就職ガイダンス 
就職支援講座など 

8,780 5,261 

合同・個別企業説明会 
県外へのバスツアー 

8,773 6,535 

計 17,553 11,796 
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学生の就職相談ニーズにより柔軟に応えられるような就職相談体制が強化され、平成21～23年度の就職相談件

数は4,169件あり、その前の３年間の累計の約1.6倍に増加した。 

リーマンショック後、全国的に大学生の就職率が厳しくなっている中、平成21～23年度の本学卒業生の就職率

の平均は92.5％であることから、学生への就職支援は相応の効果を上げていると考えられる。 

 

○関連資料 

関連資料１－（５）－３－②－１ 鹿児島大学就職支援センター 

http://shushoku.kuas.kagoshima-u.ac.jp/ 

 

 

観点③： 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

①奨学金による経済的支援 

日本学生支援機構の奨学金については、掲示及び学生への一斉メールを送信することにより広く周知が図れて

いる。また、「地方公共団体」や「民間奨学金」については、各学部等の担当係へ通知を行い、各学部等から学

生に周知が行われており、利用者は毎年増加傾向にある。 

日本学生支援機構の奨学金は、学部学生で約５割、大学院生で約２割の学生が利用しており、毎年増加傾向に

ある（資料１－（５）－３－③－Ａ）。 

また、大学独自の奨学金として、平成19年度から新入生を対象に実施していた「スタートダッシュ学資金制度」

（大学院生は平成20年度から実施）を見直し、平成23年度から、学部学生に対しては、対象者（外国人留学生

を含む。）を学部の全学年に拡大し、在籍中の成績評価により奨学金を給付する制度（学業成績優秀学生奨学金）

に改めた。（平成23年度の受給者は85名、給付額は一人当たり15万円） 

②授業料免除による経済的支援 

学生に対する経済面の援助として、授業料免除制度があり、学内掲示、ウェブサイト上及び説明会で広く学生

に周知している。 

本制度にあっては、平成23年度から、授業料免除枠の算定の見直しを行い、授業料免除枠が拡大され、家計基

準及び学力基準を満たす意欲と能力のある学生全員が支援を受けられる機会を得られるようにするとともに、外

国人留学生に対する家計基準の緩和措置を併せて行った。 

授業料免除申請では、年２回前期と後期に説明会及び面談を開催し、きめ細かな説明・質疑応答を行っている

（資料１－（５）－３－③－Ｂ、Ｃ）。申請時の個別面談の受付では、パソコンや携帯電話からの予約制を採用

し、予約期間中であれば、昼夜問わず予約出来るようにしている。免除数も一定数を維持している。 

また、大学院生については、上記の外に平成 23 年度に寄附金を原資としたメディポリス教育振興基金を設立

し、学業、人物ともに優れ、経済的支援を必要とする者（外国人留学生含む。）に対し、後期の授業料を免除す

る制度を創設した（平成23年度は30名の大学院生の後期授業料の免除を実施）。これにより、大学院に在籍す

る学生の修学・研究環境の向上への効果が期待されている（前述資料１－（５）－３－③－Ｃ）。 

さらに、平成23年度においては、東日本大震災の被災者に係る授業料免除を特別枠として設け、６名の学生を

免除した。 

なお、また、平成23年度の授業料免除では、申請者の約９割の学生が全額ないし半額を免除されている。 
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③福利厚生施設による経済的支援 

経済的事情等により、民間アパート等への入居が困難な学生に対しては学生寮を完備している。 

 

資料１－（５）－３－③－Ａ  

○平成２３年度鹿児島大学概要FACT BOOK 

 

（出典：大学概要FACT BOOK 総務部企画評価課作成） 

 

資料１－（５）－３－③－Ｂ 

○鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則 

(http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000109.html) 

(授業料の免除) 

第５条 授業料の納付が困難な者については、本人及び保護者からの申請に基づき授業料の全額又は半額

を免除することができる。 

２ 授業料の免除は次の各号の一に該当する場合に行うことができる。 

(1) 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 

(2) 徴収の時期前６月以内(新入学者の場合は入学前１年以内)において学生生徒(附属特別支援学校 

の高等部及び附属幼稚園の園児を含む。以下同じ。)の学資を主として負担している者(以下「学資負

担者」という。)が死亡し、又は学生生徒若しくは学資負担者が風水害等の災害(以下「災害」という。)

を受け、納付が著しく困難であると認められる場合 

(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合 

３ 前項による授業料免除の総額は毎年度の予算で定められた範囲とし、前項第１号に係る免除者の決定

は学生生活委員会の議を経て学長が行う。 

４ 授業料免除の申請様式及び必要書類は別に定める。 

 (入学料の免除) 

第９条 第２条第１項に係る入学料(附属幼稚園を除く。)の納付が困難な者については、本人及び保護者か

らの申請に基づき入学料の全額又は半額を免除することができる。 

２ 大学院の研究科に入学する者に係る入学料の免除は、次の各号の一に該当する場合に行うことができ

る。 
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(1) 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 

(2) 入学前１年以内において学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け、

納付が著しく困難であると認められる場合 

(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合 

３ 大学の学部及び附属特別支援学校の高等部に入学する者に係る入学料の免除は、次の各号の一に該当

する場合に行うことができる。 

(1) 入学前１年以内において学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け、

納付が著しく困難であると認められる場合 

(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合 

４ 前２項による入学料免除の総額は毎年度の予算で定められた範囲とし、免除者の決定は学生生活委員

会の議を経て学長が行う。 

５ 入学料免除の申請様式及び必要書類は別に定める。 

（出典：鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則） 

 

資料１－（５）－３－③－Ｃ 

○授業料免除申請者数・免除者数（平成21～23年度） 

年度 
前・後期

の別 
学種 申請者数 

免除者数 

全額 半額 合計 

Ｈ21 

前期 
学部 993 （ 8） 312 （ 1） 312 （ 3） 624 （ 4）

大学院 292 （63） 97 （10） 94 （22） 191 （32）

後期 
学部 873 （11） 303 （ 0） 317 （ 3） 620 （ 3）

大学院 254 （59） 99 （ 8） 89 （22） 188 （30）

Ｈ22 

前期 
学部 817 （14） 329 （ 0） 294 （ 4） 623 （10）

大学院 315 （69） 88 （ 7） 127 （39） 215 （46）

後期 
学部 764 （17） 328 （ 0） 307 （ 5） 635 （ 5）

大学院 247 （64） 84 （ 7） 113 （34） 197 （41）

Ｈ23 

前期 
学部 779 （18） 405 （ 0） 292 （16） 697 （16）

大学院 290 （62） 131 （21） 137 （38） 268 （59）

後期 
学部 772 （18） 420 （ 0） 282 （13） 702 （13）

大学院 271 （59） 126 （22） 129 （34） 255 （56）

       （  ）は内数で留学生数 

 

（出典：学生部作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

平成23年度に実施した学生生活実態調査によると学部学生では、56.8％の学生が奨学金を受給しており、応募

したが受けられなかった（1.4％）、制度を知らなかったので受けられなかった（0.9％）、希望しなかった（38.7％）、

その他（2.2％）となっており、奨学金制度の周知及び奨学金を必要とする学生への支援は適切に行われていると

考えられる。 
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平成23年度の授業料免除では、申請者の約９割の学生が免除されている。 

学生寮の入居については、経済的困窮度が高い学生から優先的に選考している。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

学生が学習・研究活動に利用できるようIT環境が整備され、その稼働状況からも有効に利用されている。 

附属図書館には、約127万冊の蔵書があり、年間約58万人の入館者がある。その内、中央図書館には、グループ

による図書館資料を利用した学習・研究活動のために、視聴覚機器等も備えた「グループ学習室」が設置され、

年間約42万人の入館者がある。 

学生憲章の趣旨に即した活動実績や優秀な業績等を収めた学生及び学生団体を表彰する「鹿児島大学進取の精

神学生表彰」制度を新設し、平成23年度においては、「ウミガメ研究会」を 優秀賞に選定し、４団体を準優秀

賞として選定し、表彰した。 

19年度からの奨学制度「スタートダッシュ学資金授与制度」を見直し、学部学生の勉学意欲を実質的に評価す

る方法に改めた給付型の奨学金制度「鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与制度」を設けた。 

教育改革室において、現行の授業料免除制度について、社会の経済動向等を踏まえた見直しを行い、基準を満

たす申請者は全員が免除対象者となるように実施要項等の見直しを行った。さらに24年度に向けて家計基準の見

直しを行い、免除対象者を拡大できるように整備を図った。 

また、寄附金を原資とするメディポリス教育振興基金を設立し、同基金による大学院生を対象とした本学独自

の授業料免除制度を構築し、研究科毎の選考基準を策定し給付を始めた。 

東日本大震災のボランティア活動推進の一環として、学生の災害ボランティア活動参加希望者への情報提供及

び登録・参加から活動終了・報告までの諸手続きについて、当該学生の所属部局との情報共有等の一元化を図る

とともに、ボランティア活動に参加した学生には、活動の履歴を記録・確認するための小手帳「ボランティア活

動記録」を発行し、ボランティア活動への参加意欲の醸成を図った。 

さらに、災害ボランティア活動に参加する学生に対して、活動費（旅費）の一部助成を行う経済的支援制度と

して「鹿児島大学災害ボランティア活動支援事業実施要項」を定め、23年度53名の学生を支援した。 

６月にはボランティア活動の啓発と情報提供を目的に学生の体験報告会（東日本大震災災害支援ボランティア

活動報告会）を開催した。 

また、ボランティア登録の周知を推進した結果、新規登録者数が436名となり、前年度比約２倍となった。 

修学困難な学生への支援体制の強化を図るためキャンパスソーシャルワーカー２名を増員するとともに、教育

改革室において、個別支援を必要とする学生の理解及び対応について正しい知識の提供と一定の理解の啓発を目

的として、「教職員のための学生理解と個別支援マニュアル」を作成した。 

生活・健康面での支援では、発達障害学生のために、保健管理センターにおいて学生支援室の整備、精神科医

師の１名増員、カウンセラーの１名増員、キャンパスソーシャルワーカーの新たな配置などきめ細やかな対応を

実施している。 
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【改善を要する点】 

学生の定期健康診断において学部学生に比較して研究科によっては大学院学生の受診率が低い傾向があり、こ

れは社会人学生が多いという側面もあるが、今後受診率向上に向け、改善策を検討する必要がある。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

校地面積に関しては、大学設置基準を上回っており、学生が健全に学習できるよう必要なスペースを確保して

いる。 

また、情報ネットワークについても、教育・研究上必要な設備を確保するとともに、運用に関してもセキュリ

ティ対策も講じながら円滑な運用ができている。その稼働状況は高いものとなっている。 

施設・設備の運用に関しては、大学全体としての方針が示され、部局単位では、実験・実習に関して、安全・

円滑に使用できるよう各種委員会のもとに研究室等に指導する体制をとっている。 

また、附属図書館も機能充実を図り、学術情報等できるだけ多くの内容を伝えることができるように、充実を

図っている。附属図書館や情報端末室の充実についての学生の満足度も「鹿児島大学共通教育における学習実態・

学習成果に関する調査2010」によると、「強くそう思う」・「少しそう思う」の合計が83.4％と高い。 

学生のサークル活動や自治活動、自主活動等の活動については、支援内容の改善・充実を図るとともに、ボラ

ンティア支援センターの充実や新たな表彰制度の設立により、活動が円滑に行われるようになっている。 

学生の、健康相談、生活相談、進路相談、就職相談、各種ハラスメントの相談に対しては各種相談室の強化・

充実を図るとともにハンドブック等の作成及び配布により啓発を図っている。学生支援等に関する学生のニーズ

の把握については、学生生活実態調査や学長と学生との懇談会、学生と教員との懇談会、意見箱等を通して行っ

ている。 

特別な支援を行うことが必要と考えられる者への生活支援等は、障害学生のための相談体制の充実、マニュア

ルの整備、ボランティア活動や建物のバリアフリー化を通して行っている。 

学生の経済面の援助に関しては、各種奨学金の周知や本学独自の奨学金制度の構築、授業料免除枠の拡大、学

生寮の整備等を通して行っている。 

以上のことから、学習、課外活動、生活や就職、経済面での援助等に関する相談・助言、支援が適切に行われ

ているかということに関しては、適切に整備され機能しているといえる。 

よって、評価項目５ 施設・設備及び学生支援に関する事項については、判定「４（優れている）」とする。 
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評価項目６ 教育の内部質保証システム 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 教育の状況について点検・評価し、その結果に基づいて教育の質の改善・向上を図るための体制が

整備され、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

各教員は、毎年、自己点検・評価を行い、各部局では３年ごとに教員の活動状況を組織的に評価する制度（構

成員の活動状況等の点検・評価）を構築し実施している。また、水産学部では部局独自の観点からデータベース

を作り、教育研究の活動状況の把握に関して充実を図っている。 

授業評価アンケートは授業の構成・進め方、授業の難易度・分かりやすさ、授業の満足度等の項目を主とした

ものとなっており、部局毎に毎学期実施し、各教員にアンケート結果等を返し、授業改善に役立てている。アン

ケートの分析結果は、全学委員会で報告するほか、FD 委員会報告書に掲載して教員に配布している。これによ

り得られた情報をもとに、各教員及び各部局等が自己点検・評価を行い、改善点を検討するシステムを構築して

いる。このことにより、一方的な講義調の授業にならないように学生参加型の授業を取り入れるなどの改善につ

ながっている（資料１－（６）－１－Ａ）。 

FD委員会では、学生・教職員が参加するFD ワークショップを企画（平成23年度２回、参加者延べ86人）す

るなどして、学生・教員のニーズの把握に努めている。学生生活実態調査及び学生意見箱で得られた意見の中に

は授業改善に関する要望も含まれている。学生の意見への対応については、学生部等、意見対応窓口から関係部

局及び教員へ直接伝達され、速やかに改善に結びつける流れができている。 

学部・大学院の編成が多分野・多岐にわたるため、学外関係者の意見の聴取は、各学部等により様々な意見聴 

取先を持ち、自己点検・評価に反映させている。 

評価結果を教育の質の向上、改善に結びつけるための具体的方策として PDCA サイクルを確立し、これに従っ

て全学で継続的に取り組んでいる。教育課程の質の向上や改善のための取組については、所掌する委員会等でプ

ランを立て、各部局において実行し、評価・チェックを受けた後、適切な対応策を決定するシステムとなってい

る。各学部でも、委員会等でプランを立て、学科・専攻で実行し、評価・チェックを行った後、評価結果を教育

の質の改善に結びつけることができる体制としている。この他にも部局等によって教育活動に関する改善のため

の検討委員会を設けている。具体的な例としては、工学部のJABEE、水産学部のISO9001 品質管理システムが挙

げられる。 

個々の教員は、様々な評価結果に基づいて教育改善を行っている。主な取り組みとしては、FD委員会による授

業改善の学習会やシンポジウム等の開催、学生の授業評価結果や意見の各教員へのフィードバック、FD研修授業

（授業参観）等を行っている。 

水産学部ではISO9001教育システムを利用し、「教育実現計画書」及び「シラバス」に授業内容が適合して実

施されているか、また効果的に実施され、維持されているかについて内部監査を定期的に実施している。医学部

保健学科では、作業療法学専攻において、学生による授業評価アンケートの結果に基づき視聴覚教材を新たに整

備し、教材や教授技術の改善と共に、教育内容の質の改善に取組んでいる。 
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資料１－（６）－１－Ａ 

 ○授業評価アンケート（平成23年度共通教育前期（講義用、実験・実習用））例 

             

 

（出典：授業評価アンケート（平成23年度共通教育前期（講義用、実験・実習用）） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

自己点検・評価については、各教員及び所属する部局等毎に実施するようシステムが確立している。学生から

の意見聴取に関しては、FD委員会を中心に授業評価等のアンケート調査を実施して、報告書にまとめられている。

各教員は、報告書等に基づき自ら改善を図るようにしている。改善例として工学部では、授業担当教員はフィー

ドバックされたアンケート結果を分析し、「授業計画改善書」としてまとめ、各学科の FD 委員に提出するとと

もに次年度の授業の改善に利用している。ほとんどの学科で、他の教員の担当科目の授業評価アンケートと授業

計画改善書も閲覧できるようになっており、関連科目の担当教員間での調整や改善のための助言の資料となって

いる。各学科の FD 委員は学科ごとの授業評価アンケートのデータを分析し、学科の教員に分析結果をフィード

バックしている。 

また、各教員は、学生からの意見内容等を参考としながら点検・評価を行っている。学生意見箱を通じて得ら

れた個別の事案についても随時対応している。以上から学生の意見の聴取が適切に行われており、その内容が自

己点検・評価に反映されている。 

全学的には、各種委員会を中心として PDCA サイクルを確立して、改善に向けた取組を行っている。それぞれ

の委員会では、担当理事のもと、チェック・改善が機能するよう配慮するとともに、教育内容・方法が向上する

機能強化を図った。FD委員会で、委員会規則が改正され、学長が指名する理事、副学長または学長補佐が委員に

加わることとなり、理事が委員長となることにより、名実とともに全学のFD委員会としての機能が強化された。 

学生の授業評価結果のフィードバック、学習会（平成23年度１回）やシンポジウムの開催（平成23年度１回）、

教員相互の授業参観（平成 23 年度２回）等を通して、組織として授業内容、教材、教授技術等の継続的改善に

取組んでいる。教育センター高等教育開発部会では、授業改善に資するアンケート結果を担当教員にフィードバ

ックし、その結果に基づき提出された授業改善メモでは、学生の関心を引き出すような資料を工夫、自主的学習

の啓発などがあげられている。（授業改善メモのまとめについては、ウェブサイトに掲載している）共通教育科
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目および専門教育科目の一部を「鹿児島大学公開授業」として一般市民に開放して、授業内容等に関して意見聴

取するなど、教員は、質の向上を図るとともに授業内容、教材、教授法等の継続的改善を行っている。 

 

 

○評価基準 教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修等、教育の質の改善・向上を図るための取組が適切

に行われ、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

各学部等では、FD 委員が中心となって、学生による授業評価、教員相互の授業参観、シンポジウム、ワークシ

ョップ、セミナーなどを開催するとともに、学生との意見交換会を開催し、教育の在り方等、実情に関する問題

点や、学生のニーズの把握に努めている。教育学部では、学生主催の教育改善シンポジウムで学生と教員が直接

対話し、学生のニーズを理解した上で教育の向上を進めている。研究科でも、毎年、教員と学生が同席する院生

座談会を開催し、事前に教育改善のためのアンケート結果を基に改善点を共有した上で報告書をまとめ、授業内

容の改善に努めている。 

また、平成22年度入学生から教職実践演習が必修化され、その施行に伴って個々の学生の履修の履歴、実習に

関する記録と評価等を履修カルテとしてデータベース化できる自己管理システム、自己評価システムの構築に着

手した。出力した個人のデータを資料として履修指導がさらにきめ細かにできるものと思われる（資料１－（６）

－２－Ａ）。 

教員相互の授業参観では、授業参観後に、授業担当者と参観者の意見交換や、参観者によるレポートの作成を

行うことにより、授業改善を行っている。水産学部では、シラバス作成後に「シラバスチェック項目表」により

教員間で相互に確認する体制を取っている。 

各部局ではFDをもとに授業改善に結びつけている。また、FD報告書によると、それぞれの学部でFD研修授業、

授業参観、セミナー、シンポジウム等の取り組みが成果を挙げている。学部によっては、FDに関する講演会を企

画し、他大学から講師を招聘して本学の現状と比較検討し、改善に結びつけている学部、「授業参観報告書」の

提出を義務付けている学部もある。改善例として、TAと教員間の連携および情報機器活用の工夫等がなされ、少

人数授業、対話・討論型授業、フィールド型授業などの適切な学習指導法の工夫がなされていること等が上げら

れる（資料１－（６）－２－Ｂ）。理学部では講義内容の理解を促すために、各講義を結んだ授業連続性マップ

を作成しシラバスを補強している。また、アンケート等に基づきグループ学習や発表を増やしたり、高校の授業

との繋がりを考えた内容にするなどの工夫を行っている。さらに、欠席者の減少に向けた取組、成績不振者への

対策等も検討している。事務職員には、全学的に資質向上のための研修を実施している。技術職員は、鹿児島大

学技術部技術職員研修（２年に１回）、九州地区国立大学法人等技術専門職員研修を受講している。工学部や農・

水産学部の技術職員は、農水系技術部技術職員研修などの独自の研修を行っている。医学部では、教育支援者と

してボランティアの模擬患者（SP)を医学教育セミナーに派遣し、質の向上を図っている。水産学部のISO9001教

育システムでは、技術職員の力量評価や、事務職員の研修計画などもモニタリングされ、事務職員、技術職員等

の教育支援者を対象に、必要な知識・技術・資格の習得及びパソコン管理関連等の研修を、FD委員会が中心にな

って行っている。 

TAには、マニュアルを作成し事前指導等に供するとともに、実践の場で能力向上のための指導を行っている。

留学生チューターにもマニュアルを整備し、オリエンテーションを行い資質の向上を図っている。 

留学生センターでは、非常勤講師、ボランティアなどと共同指導体制をとっており、教育支援者に対する事前
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研修、学期中の研修、事後報告制度などにより、プログラムの質を保証している。 

この他、学生系職員を対象とした学外研修にも積極的に派遣し、資質向上を図っている。 

 

資料１－（６）－２－Ａ 

○鹿児島大学のFD活動（http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/fd.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

資料１－（６）－２－Ｂ 

○FD報告書（平成22年度）（http://www.nijidoku.com/db/120330002/#page=1） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各学部では、FD委員会が中心となり、学生による授業評価、教員相互の授業参観、シンポジウム、ワークショ

ップ、学生のセミナーなどを開催し、改善に向けた方策等を議論している。また、学生との意見交換会により、

ニーズの把握に努めている。その他、教員相互の授業参観も全学的に義務化し、教員相互の意見交換を行い、教
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員のニーズをFDに反映させている。 

学生による授業評価等の結果を受けて、授業内容の恒常的な見直しを行っており、FDが教育の具体的な改善に

結びついている。また、教員相互の質の向上に向けた各種取り組み（FD研修授業、授業参観、セミナー、シンポ

ジウム等）により、教員相互の連携が生まれ、教育の組織的な改善が行われるようになった。改善例として FD

委員会主催の新任教員研修会、FDガイドの作成配付がある。 

TAなどの教育補助者に対しては、マニュアルを作成するとともに事前・事後指導も適切に行っている。また、

技術系、事務系職員等の教育支援者に対しては研修等を企画し、資質の向上に努めている。 

水産学部のISO9001教育システムでは、教育支援部署を対象として、組織的な資質の向上を目指している。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

本学は、学内全体の PDCA サイクルの機能強化を図っているが、特に水産学部の ISO9001 に基づく教育システ

ムは、学生（顧客）満足度を重要視しており、教育プロセスの明確化と相互関係の把握、運営管理を実践してい

る。これは教育の質を保証するための優れたシステムであり、全国的にも例を見ない特色ある取組である。 

 

【改善を要する点】 

先進的な取組を取り入れている部局もあるが、もう少し全学的なものとする必要がある。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

各教員及び所属する部局等毎に自己点検・評価のシステムが確立されているとともに、授業評価アンケート等

により、学生の意見聴取を行っている。また、FD活動に関しては、教員相互の授業参観による評価活動等を通じ

た教育の質の向上を目指す取組等が行われている。 

そのほか、教育補助者の育成及び資質向上等、事前指導や各種研修等を適宜行い、それぞれの向上に役立てて

いる。 

以上のように教育の質の改善を図るため、全学で体制が整備され、様々な取組が実施されている。 

よって、評価項目６についての評価については、判定「３（水準に達している）」とする。 
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評価項目７ その他学生の教育に関する事項 

 

特になし 

 

 

 

 

「領域１ 教育」に関する総合評価 

 

鹿児島大学では、明確に定められた教育目標の下で、教育実施体制・教育内容・施設・設

備等が適切に整備されている。また、教育過程に対応した授業形態、学習指導方法が取られ

ており、授業評価アンケート、学術活動実態調査等を基に、定期的な点検・評価を行い、教

育の質の改善・向上に努めているために評価は「３（水準に達している）」とする。 
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領域２ 研究 

 

評価項目１ 研究目標に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 大学の基本理念に沿った研究目標が定められ、公表、周知されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

大学全体の基本理念は「鹿児島大学憲章」（前述資料１－（１）－１－Ａ）に、研究目標は「鹿児島大学の基

本的目標」（前述資料１－（１）－１－Ｃに定められており、より具体的には「中期目標・中期計画」（資料２

－（１）－１－Ａ）に基づく「年度計画」（資料２－（１）－１－Ｂ）の中に明記されている。これらはすべて

ウェブサイトでも公開されている。また、各部局においては、四半期ごとに年度計画の進捗状況を評価している。 

なお、学部で独自に研究目標を定めているところはほとんどないが、各研究科では、規則の中の目的の条項に

研究目的も書かてれており、それが研究科紹介のパンフレットやウェブサイトにおいて公開されている。特殊な

例として、附属学校園では、毎年研究テーマが決められ、それに沿った研究公開が行われている。 

 

資料２－（１）－１－Ａ 

○第２期中期目標（一部抜粋）（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/chukikeikaku.html） 

 
（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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資料２－（１）－１－Ｂ 

○年度計画（一部抜粋）（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/nendokeikaku.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

【分析結果とその根拠理由】 

上記のように大学の基本理念に沿った研究目標が明文化されており、それが公開されている。また、年度計画

の進捗状況を四半期ごとに評価する作業を行っているため、その内容も十分周知されていると考えられる。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

大学全体の研究目標が定められ、公表、周知されている。 

 

【改善を要する点】 

各部局においても、研究目標を含む目的・目標を明文化し、公開し、周知させることが望ましい。 
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（３）評価水準による判定 

大学全体の研究目標に関しては十分な措置が取られているが、研究目標が明文化されていない部局があるた

め、評価項目１の評価については、判定「３（水準に達している）」とする。 
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評価項目２ 研究実施体制等の整備に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 研究及び研究支援の組織を整備し、研究者等が適切に配置されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

各部局とも人員不足の悩みを抱えてはいるが、研究者の採用に当たっては、自動的な欠員補充ではなく、委員

会・教授会等の議を経て、時代のニーズに合わせた研究組織となるよう研究者を配置している。部局レベルでは、

例えば、医歯学総合研究科に国際島嶼医療学講座や難治ウイルス病態制御研究センターを設置して研究者を配置

し、地域に根ざした教育研究を行っている。また、共同獣医学部や連合獣医学研究科、連合農学研究科のように

他大学と連携した組織を整備し、人員不足を補いつつ教育研究の充実に努めている。さらに、国際島嶼教育研究

センターや地域防災教育研究センター、フロンティアサイエンス研究推進センター、稲盛アカデミーなど大学の

重点課題に対応した教育研究組織を整備している（前述資料１－（２）－３－Ａ）。 

研究支援に関して、全学では研究協力課（資料２－（２）－１－Ａ）、国際事業課（資料２－（２）－１－Ｂ）

が研究支援業務や外部資金獲得の援助を行い、社会連携課（資料２－（２）－１－Ｃ）と産学官連携推進センタ

ー（資料２－（２）－１－Ｄ）が知的財産や共同研究・受託研究に関する支援を行っている。部局においても、

技術職員が教育・研究の支援を行っているところが多い。特に理工学研究科では実験・研究用機器の試作・加工

などを行う25名の技術職員からなる技術部が組織されている（資料２－（２）－１－Ｅ）。 

 

○関係資料 

「平成十一年文部省告示第百七十五号（大学院設置基準第九条の規定に基づく大学院に専攻ごとに置くものと

する教員の数）」（http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19990914001/k19990914001.html） 

 

資料２－（２）－１－Ａ 

○研究協力課の事務所掌について（国立大学法人鹿児島大学事務組織規則抜粋） 

第16条 研究協力課においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 研究国際部の庶務・予算管理事務に関し総括し、及び連絡調整すること。 

(2) 科学研究費等各種研究助成金に関すること。 

(3) 各種研究員等に関すること。 

(4) 所管委員会及び研究推進室に関すること。 

(5) 国際島嶼教育研究センター、総合研究博物館、自然科学教育研究支援センター及び医用ミニブタ・先

端医療開発研究センターに関すること。 

(6) その他研究協力に関すること。 

（出典：国立大学法人鹿児島大学事務組織規則） 
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資料２－（２）－１－Ｂ 

○国際事業課の事務所掌について（国立大学法人鹿児島大学事務組織規則抜粋） 

第17条 国際事業課においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 国際事業事務及び留学生事務に関し総括し、及び連絡調整すること。 

(2) 国内外の学術機関等との国際連携に関すること。 

(3) 国際開発協力に関すること。 

(4) 国際事業の企画・実施に関すること。 

(5) 研究者の受入及び派遣等に関すること。 

(6) 留学生の受入れに関すること。 

(7) 留学生の修学上及び生活上の指導助言に関すること。 

(8) 学生の海外留学に関すること。 

(9) 所管委員会及び国際連携推進センターに関すること。 

(10) 留学生センターに関すること。 

(11) 国際交流会館の管理運営に関すること。 

(12) 所掌事務に関する調査統計に関すること。 

(13) その他国際事業及び留学生に関する事務で、他の所掌に属しない事務を処理すること。 

（出典：国立大学法人鹿児島大学事務組織規則） 

 

資料２－（２）－１－Ｃ 

○社会連携課の事務所掌について（国立大学法人鹿児島大学事務組織規則抜粋） 

第16条の２ 社会連携課においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 地域連携及び社会貢献に係る事務に関し総括し、及び連絡調整すること。 

(2) 地域貢献推進室に関すること。 

(3) 共同研究及び受託研究の契約事務に関すること。 

(4) 地域連携及び社会貢献に関すること。 

(5) 知的財産に関すること。 

(6) 生涯学習教育研究センター、産学官連携推進センター及び地域防災教育研究センターに関すること。 

（出典：国立大学法人鹿児島大学事務組織規則） 
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資料２－（２）－１－Ｄ 

○鹿児島大学産学官連携推進センター（一部抜粋）（http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

資料２－（２）－１－Ｅ 

○理工学研究科技術部組織図（http://www-tech.eng.kagoshima-u.ac.jp/gaiyou/sosiki.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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【分析結果とその根拠理由】 

人件費の削減により大学内のすべての組織において教職員の不足を感じているが、その中でも、全学の研究支

援組織はかなり充実しており、各部局においても教育・研究が推進できるよう工夫した組織を作り、人員を配置

している。 

 

 

○評価基準 研究が効率的に行えるよう研究施設・設備が整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

最も基盤的な施設として、学術情報基盤センター（資料２－（２）－２－Ａ）と附属図書館（資料２－（２）

－２－Ｂ）がある。学術情報基盤センターは、主にネットワークと情報教育施設の管理を行っており、中でも情

報セキュリティの確保に尽力している。附属図書館は、専門誌の価格高騰に悩まされつつ、全学の協力を得て、

専門図書と電子ジャーナルの維持・拡充に努める一方、Webを通したサービスを向上させてきている。 

学内共同教育研究施設である、フロンティアサイエンス研究推進センター(FSRC)の教育研究支援部門（動物実 

験、遺伝子実験、機器分析、アイソトープ実験の４分野）では、先端研究機器・設備を一元的管理し、教育研究

を支援している。さらに平成24年４月１日には、同センターの各部門を「自然科学教育研究支援センター」、「医

用ミニブタ・先端医療開発研究センター」に再編し、教育研究の支援・重点的研究課題を推進することとしてい

る。 

また、共用の研究スペースとして、全学利用の総合教育研究棟や理工系総合研究棟などが設置されている。部

局内でも、理学部のように共同実験室等を設け、高度化・学際化する研究環境への対応を図っているところもあ

る。これらの研究スペースの使用状況については、「スペース管理システム」（資料２－（２）－２－Ｃ）にお

いて、把握されている。 

 

資料２－（２）－２－Ａ 

○学術情報基盤センター（http://www.cc.kagoshima-u.ac.jp/） 

 
（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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資料２－（２）－２－Ｂ 

○附属図書館（http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

資料２－（２）－２－Ｃ 

○スペース管理システム 

 
（出典：鹿児島大学ウェブサイト（学内のみ）） 
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【分析結果とその根拠理由】 

学術情報基盤センターと附属図書館は十分に機能を果たしていると考えられる。学内共同教育研究施設は、合

理的な再編の決定が行われたが、機器分析施設では利用者が特定の研究者に限られる傾向にあることや、キャン

パスが離れた医学部・歯学部・水産学部からは利用が不便であるなどの問題点もある。 

 

 

○評価基準 研究資金が有効に活用されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

研究資金には、国から交付される運営費交付金を学内配分する教育研究基盤経費と科学研究費、受託研究、各

種奨学研究費などの外部資金がある。運営費交付金が毎年減少する中、各部局とも外部資金の獲得に努力し、教

育・研究の水準を落とさないよう努力している。また、外部資金等に係る間接経費は、電子ジャーナル・バック

アップファイルの整備や研究開発環境の整備などに有効に活用されている。 

全ての資金は「物品・旅費・報酬申請システム」（資料２－（２）－３－Ａ）に登録され、予算執行は各部局

の会計係を通して行われている。また、定期的に部局内と大学内の会計監査が行われている。 

 

資料２－（２）－３－Ａ 

○鹿児島大学物品・旅費・報酬申請システム 

 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト（学内のみ）） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

全ての予算は「物品・旅費・報酬申請システム」に登録され、透明性が確保されている。また外部資金には通

常報告書を付けることが義務付けられているので、研究資金は有効に活用されていると考えられる。 
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○評価基準 外部資金を除く研究資金の配分及びその成果の検証システムが整備され、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

全学の予算の配分は各部局の代表を含む財務委員会で審議され、各部局ではそれぞれの予算委員会が原案を作

成し教授会などで承認を受けている。部局内の配分は、共通経費を除いたのち、各教員に割り当てられるが、一

定比率の配分の他に、重点的に配分する予算枠を設けている部局が多い。重点配分に係る予算も委員会で審議さ

れ教授会の承認を受けている。 

各部局では、各教員の構成員評価（自己点検）を実施している。評価項目は各部局で多少異なるが、いずれも

研究成果に関わるもので、部局全体の研究活動が把握できるようになっている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

外部資金以外の予算配分は、各部局の予算委員会等で審議され、教授会等で決定されている。また、研究成果

の検証については、構成員評価によっている。したがって、資金の配分と成果の検証のシステムは機能している

と言える。ただし、成果が予算配分に見合うものか否かについては、判断がむずかしいと思われる。 

 

 

○評価基準 研究成果の公表支援や評価のためのシステムが整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

各部局では研究発表の場として紀要などを発行している。医歯学総合研究科のように研究会を開き若手研究者

の表彰を行っているところもある。また、工学部や連合農学研究科では、若手教員に対して国内外の学会発表の

経費や論文投稿料の補助など、経済的支援制度を設けている。 

全学的な研究公表システムとしては、「研究者総覧」（資料２－（２）－５－Ａ）と「リポジトリ」（資料２

－（２）－５－Ｂ）がある。教員情報システムに教員自らが研究成果等のデータを入力すると、それが研究者総

覧に反映する。また、リポジトリは、各部局の紀要の論文を中心に集められており、本文まで参照できる。また、

研究者総覧から特定の研究者の論文などがすぐに参照できるようリンクが付けられている。 

また、特に学外向けに、教員の研究テーマ、開発中の技術、教育・社会貢献活動などをまとめた「研究シーズ

集」（資料２－（２）－５－Ｃ）も公開されている。 
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資料２－（２）－５－Ａ 

○鹿児島大学研究者総覧（http://kuris.cc.kagoshima-u.ac.jp/） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

資料２－（２）－５－Ｂ 

○鹿児島大学リポジトリ(http://ir.kagoshima-u.ac.jp/) 

 

（出典：鹿児島大学リポジトリウェブサイト） 
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資料２－（２）－５－Ｃ 

○「研究シーズ集」（http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/rdc/seeds.html） 

 

（出典：鹿児島大学産学官連携推進センターウェブサイト） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

研究成果の公表に関してはシステムが整備されてきているが、データ入力が各教員に任されているために、完

全なデータにはなりにくい一面もある。より機械的なデータ作成の方式も模索する必要があると考えられる。 

一方、評価についてはシステム化することが困難で、現在行われている構成員評価や研究成果の公表などを踏

まえて、評価の目的や方法について、どのような可能性があるのかを引き続き検討する必要がある。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

研究のための基本的な施設・設備は整っており、研究の支援体制も充実してきている。 

予算の執行はすべて「物品・旅費・報酬申請システム」を経由して行うので、透明性が確保されている。 
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【改善を要する点】 

研究成果の公表についてはシステムが整備されてきているが、データの入力・収集のためのシステムを改善す

る必要があると考えられる。また、研究に関する評価の視点や方法についても検討を進める必要がある。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

研究のための施設・設備と支援体制は整っており、研究資金の執行も適切に行われているが、上記のように改

善を要する点もある。したがって、評価項目２の評価については、判定「３（水準に達している）」とする。 
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評価項目３ 研究水準及び研究の成果等に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 研究成果等が相応の学術雑誌、学会等に公表され、研究水準が学内外において評価されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

教員の研究成果は、相応の学会、研究会等で発表されるとともに、国際的あるいは全国的な学術雑誌や学会誌

等に公表されている。理科系においては、学会発表、査読付き論文、総説論文として公表されることが多いが、

文科系、教育系においては、それらに加えて、講演会、発表会、単行本発行などの公表形式も少なくない。これ

らの研究成果等は、全て本学の教員情報システムに入力することとなっており、その中で「公開可」とされたも

のは本学のウェブサイトの「研究者総覧」で公開されることになっている。また、研究成果等は、各部局から発

行される紀要、年報、News Letter および部局ウェブサイト等でも公表され、大学リポジトリや大学広報誌「鹿

大ジャーナル」（資料２－（３）－１－Ａ）で紹介されている。 

本学教員が発表する査読付き論文は毎年1,700件以上、学会発表は毎年2,600件以上で、他の形式の成果発表

も数多くなされている。学術関係の顕彰や助成金を受ける研究も多く、また、研究成果が新聞や雑誌に取り上げ

られることも多い。 

 

資料２－（３）－１－Ａ 

○鹿大ジャーナル（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/kadaijournal.html） 

 Ｎｏ．186～No.188（平成23年度発行分）参考 

         

 

（出典：鹿大ジャーナル） 

○関連資料 

関連資料２－（３）－１－１「論文数、学会発表」…第127回教育研究評議会 資料９ 

（部局別 教員情報システム入力状況） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の研究が活発に行われ、査読付き論文が毎年1,700件以上、学会発表が毎年2,600件以上あることなどか
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ら、研究成果等が、相応の学術雑誌、学会等に適切に公表されていると認められる。学術関係の顕彰や助成金を

受ける研究があり、また、研究成果が新聞や雑誌に取り上げられる事例などから、研究水準が学内外において高

く評価されていると判断される。 

しかし、発表論文数が最近減少傾向にあり、その原因として教育や研究関係事務作業に費やす時間が増え、研

究に向ける時間が減少していることが指摘されている。今後とも高い研究水準を保つことが課題である。 

 

 

○評価基準 科学研究費等の外部資金獲得による研究が行われていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

文部科学省の科学研究費補助金は、大学全体で見ると毎年 350～450 件、総額７億円程度を獲得している。そ

の他に、科学技術振興調整費、戦略的創造研究事業、研究成果最適展開支援事業、厚生労働科学研究費補助金、

農林水産省関連の補助金などから競争的研究資金を獲得して、研究を行っている。このうち、厚生労働科学研究

費補助金は、ここ数年、毎年２億円前後を獲得している。また、受託研究、共同研究、奨学寄附金による外部資

金の受け入れもある。奨学寄附金の受け入れは、毎年15億円前後である（資料２－（３）－２－Ａ）。 

 

資料２－（３）－２－Ａ 

○鹿児島大学概要平成24年度版 P61（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/gaiyou.html） 

 

（出典：鹿児島大学概要（平成24年度版） 
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【分析結果とその根拠理由】 

科学研究費補助金を始めとする競争的研究資金と奨学寄附金等の外部資金の受け入れ、ここ数年 30 億円前後

で推移し、これらの資金による研究が活発に実施されていると判断される。しかし、外部資金の受け入れは十分

ではなく、今後、更なる獲得が求められる。 

 

 

○評価基準 共同研究、研究プロジェクト、受託研究等が行われていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

受託研究は、理科系部局を中心に毎年900件前後、総額６～９億円、共同研究は、理工学研究科（理学部、工

学部）、農学部、医歯学総合研究科（医学部、歯学部）を中心に毎年 150 件前後、総額 1.5～1.8 億円を得て、

実施されている（前述資料２－（３）－２－Ａ）。研究プロジェクトとしては、本学が重点領域研究（研究コア

プロジェクト）として全学を挙げて取り組んでいる「島嶼」、「環境」、「食と健康」をテーマにした研究が行

われている。また、概算要求で認められたプロジェクト研究として、法文学部の「学生一人一人の「人文系共通

技能」を伸ばす学士過程の構築」、農学部の「「動く遺伝子」のゲノム侵入機構の解析と「運び屋」による汎用

型遺伝子導入システムの開発」、医歯学総合研究科の「治療法の確立をめざした動脈硬化モデル大動物開発」、

地域防災教育研究センターの「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」など

が実施されている。さらに、臨床心理学研究科では、特別教育経費による「地域支援の臨床実践と実務教育を架

橋した新たな『実務型教育プログラム』の開発」の研究や、九州大学との共同研究で「臨床心理実習における客

観的評価方法の構築」が実施されている（前述関連資料２－（３）－１－１）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

上記より、共同研究、研究プロジェクト、受託研究等が活発に行われていると判断される。 

 

 

○評価基準 研究活動が適正に評価され、評価結果が質の向上に結びつけられていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

各部局では、毎年（あるいは定期的に）「活動状況などの自己点検」や「昇給等のための評価」を実施し、研

究面に関しては、①研究成果、②研究に関わる諸活動、③研究資金の獲得を評価基準として、全教員に自己評価

報告書を提出させ、評価を行っている。さらに、連合農学研究科では、外部評価も実施している。これらの結果

は、研究費の配分や昇給等に反映され、また、課題を洗い出して改善策を検討することにより PDCA サイクルの

実行に努めている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

上記より、研究活動が適正に評価され、評価結果が質の向上に結びつけられていると判断される。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

全ての研究成果等がネットワークを通して教員情報システムに入力され、その中で「公開可」とされたものが 

自動的に大学ウェブサイトの「研究者総覧」で公開されるシステムを実施している点は優れている。 

地域に根ざしたテーマである「島嶼」、「環境」、「食と健康」を重点領域研究（研究コアプロジェクト）と 

して全学を挙げて取り組んでいる点は優れている。 

概算プロジェクト「治療法の確立を目指した動脈硬化モデル大動物開発」は、本学で開発されたミニブタを活 

用した研究で優れている。 

 毎年（あるいは定期的に）「活動状況などの自己点検」を行って、研究活動を適正に評価し、評価結果を質の 

向上に結びつけようと活動している点は優れている。 

 

【改善を要する点】 

発表論文数が最近減少傾向にあり、また、科学研究費補助金等の外部資金の獲得が伸び悩み傾向にある点は、

改善を要する。その原因として教育や研究関係事務作業に費やす時間が増え、研究に向ける時間が減少している

こと等が指摘されているが、研究時間を確保して、高い研究水準を保つことが課題である。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

論文公表や学会発表などから、本学において研究が活発に行われ、その研究成果等が適切に公表されていると

認められる。共同研究、研究プロジェクト、受託研究等も活発に行われていると判断される。学術関係の顕彰や

助成金受賞状況から、研究水準が学内外において高く評価されていると判断される。さらに、科学研究費補助金

を始めとする競争的研究資金と奨学寄附金等の外部資金を毎年30億円前後の相当額を受け入れている。これらの

研究活動は、自己点検システムなどにより適正に評価され、評価結果を質の向上に結びつける仕組みが実施され

ている。 

しかし、発表論文数が最近減少傾向にあり、その原因として教育や研究関係事務作業に費やす時間が増え、研

究に向ける時間が減少していること等が指摘されている。今後とも高い研究水準を保つことが課題である。 

よって、評価項目３の評価については、判定「３（水準に達している）」とする。 
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評価項目４ その他研究・学術に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 その他研究・学術に関する事項が行われ、相応の成果を得ていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

各部局において、多数の学会、研究会、講演会、シンポジウム等が主催され、相応の成果を挙げた。 

農学部に寄附講座として「焼酎学講座」を設置し（その後常設講座へ移行）、焼酎学を創始、発展させた。 

水産学部では、海洋資源環境教育研究センター、同東町ステーション、練習船かごしま丸、練習船南星丸、食 

品・資源利用学実習工場、鴨池海洋生産実験室などを有し、特色ある研究を実施している。平成21年には、「か

ごしま丸2009皆既日食航海」を企画・実施した。また、同年、「親エビ育成飼料および性成熟促進飼料の開発と

その評価」の研究（（独）農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター支援事業）が

採択、実施された。 

理工学研究科・工学部において、溶射技術、建築学、環境科学の分野で優れた研究が発表され、論文賞または 

学会賞が授与された。 

医歯学総合研究科・医学部において、血液凝固制御蛋白トロンボモジュリンから血栓症治療薬を開発する研究 

が進展し、成果を挙げた。また、脳卒中後のリハビリにおける「促通反復療法（川平法）」が開発され、NHK テ

レビなどで広く紹介されるとともに、多くの理学療法士や作業療法士を受け入れて研修を行った。 

医学部保健学研究科では、「離島での看護教育支援システム構築」等地域に根ざした看護・保健研究を実施し、 

成果を挙げた。 

フロンティアサイエンス研究推進センターにおいて、鹿児島大学で開発されたクラウン系医用ミニブタを用い 

た同種・異種移植前臨床実験ならびに高付加価値医用ミニブタ開発の研究が推進され、クラウンミニブタのクロ

ーンブタ作成に成功した。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

上記より、その他の研究・学術に関する事項が行われ、相応の成果を得ていると判断される。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

各部局で、学会やシンポジウムの主催等、活発な研究活動がなされている。また、特色ある研究がなされてお

り、特に地域に根ざした鹿児島大学独特の研究が多くなされている点が優れている。 

 

【改善を要する点】 

部局内での研究活動は活発であるが、部局間の学際的共同研究の更なる展開・発展が望まれる。 
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（３）評価水準による判定  

各部局において、多数の学会、研究会、講演会、シンポジウム等が主催され、活発な研究活動がなされている

と判断される。また、特色ある研究がなされており、特に地域に根ざした鹿児島大学独特の研究が多くなされて

いる点が優れている。これらより、その他の研究・学術に関する事項が行われ、相応の成果を得ていると判断さ

れる。なお、今後、部局間の学際的共同研究等の取組みを活発に行うことにより更なる展開・発展が望まれる。 

 よって、評価項目４の評価については、判定「４（優れている）」とする。 

 

 

 

 

「領域２ 研究」に関する総合評価 

 

本学の研究に関する基本理念は「鹿児島大学憲章」に、また、研究目標は「鹿児島大学の基本的目標」に明文

化され、公開されている。さらに、研究を含めた各年度計画の進捗状況を四半期ごとに評価する作業を行ってい

るため、その内容も十分周知されていると考えられる。このように、大学全体の研究目標については充分な措置

が取られている。 

 教員定員の削減等により、多くの部局において研究者の不足を来しているが、その状況においても、全学的な

研究支援組織を充実させると共に、各部局においては研究推進のための組織作り、人員配置に工夫している。全

学的な研究支援組織として、学術情報基盤センターと附属図書館が充分に機能を果たしており、また、学内共同

利用施設は利便性の更なる向上を目指して、改組を検討している。 

学内の予算は適正に配分され、全ての研究関連経費は「物品・旅費・報酬申請システム」により透明性が確保

されるとともに、研究活動は各教員の自己点検システムなどにより評価されるので、研究資金の配分と成果の検

証のシステムは機能していると言える。研究成果の公表に関しては「研究者総覧」などシステムが整備されてき

ているが、各教員のデータ入力に依存しているので、より系統的なデータ収集を検討する必要がある。 

本学では、研究が活発に行われ、査読付き論文が毎年1,700件以上、学会発表が毎年2,600件以上あることな

どから、研究成果等が、相応の学術雑誌、学会等に適切に公表されていると認められる。学術関係の顕彰や助成

金を受ける研究があり、また、研究成果が新聞や雑誌に取り上げられる事例などから、研究水準も一定のレベル

にあると判断される。 

科学研究費補助金を始めとする競争的研究資金や奨学寄附金等の外部資金の受け入れは、ここ数年相応の額で

推移し、これらの資金による研究が活発に実施されているが、受け入れ総額が充分とは言い難く、増額を図る必

要がある。なお、受託研究は毎年900件前後、共同研究は毎年150件前後実施されており、評価できる。研究プ

ロジェクトとしては、本学が重点領域研究（研究コアプロジェクト）として全学を挙げて取り組んでいる「島嶼」、

「環境」、「食と健康」をテーマにした研究があり、また、地域防災教育研究センターの地域における総合的防

災研究や農学部、フロンティアサイエンス研究推進センターのミニブタを活用した研究、医歯学総合研究科の脳

卒中後の新しいリハビリ法の開発、水産学部の練習船を活用した研究など、特色のある研究が実施されている。 

各部局では、毎年（あるいは定期的に）「活動状況などの自己点検」や「昇給等のための評価」を実施し、研

究面に関しては、研究成果、研究に関わる諸活動、研究資金の獲得の評価を行っている。加えて外部評価も実施

し、客観性を高めている。これらの結果は、研究費の配分や昇給等に反映され、研究の質の向上に結びつくよう

工夫されている。また、課題の改善策を検討して PDCA サイクルの実行に努めている。さらに、研究成果等は、
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上述のように大学ウェブサイトの教員情報システムで公開されている。 

課題としては、発表論文数が最近減少傾向にあり、また、科学研究費補助金等の外部資金の獲得が伸び悩み傾

向にある点が挙げられる。それらの対策を講じて高い研究水準を保つことが求められる。 

以上より、大学の研究目標に基づく研究が立案され、学内予算の適正な配分や外部資金を得て、学内の研究支

援施設等を活用した研究が実施されていると認められる。研究の中には、地域性を生かした特色のあるものもあ

る。それらの研究成果等は適切に公表され、高い評価を得ていると認められる。共同研究、研究プロジェクト、

受託研究等も活発に行われていると判断される。これらの研究活動は、自己点検システムなどにより適正に評価

され、評価結果を質の向上に結びつける仕組みが実施されていると判断される。  

これらのことから、判定「３（水準に達している）」とする。 
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領域３ 社会貢献 

 

評価項目１ 社会貢献の実施体制に関すること 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 大学の知的財産を創出・保護・管理・活用する実効的な組織、システムが整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

国立大学法人鹿児島大学知的財産ポリシー（平成16年４月１日役員会決定）の基本方針に従い、「大学の第三

の使命としての社会貢献」のため、学内で生まれる知的財産を組織として積極的に創出・保護・管理・活用する

べく、実効的な組織とシステムを整備した。学内の知的財産関係の各種規則・細則等に則り、組織的には産学官

連携推進機構1 （以下「機構」と略）知的財産部門が中心となり、研究国際部研究協力課知的財産係が事務的支

援を行っている。各部局の教職員の教育研究活動の中で生まれた知的財産を一元的に取扱うとともに、知的財産

の創出・保護・管理・活用の戦略的な推進を強化した。また、システム面では、発明相談会、知的財産審査会、

営業秘密の適正管理の通知、知的財産活用連絡会を定例的に実施、知財データ管理システムを整備し改善した。

このように基盤を構築し運用していることに加え、「利益相反マネジメント」、「安全保障輸出管理」の支援も行っ

ている。 

（具体的取組） 

 知的財産を創出・保護・管理・活用する実効的な組織やシステムは部局ごとには無いが、全学的な組織として

「国立大学法人鹿児島大学 産学官連携推進機構知的財産部門」がある。機構は各部局の教職員と連携して、平

成21～23年度において以下の取り組みを行った。また、知的財産関係の規則・ポリシー等の周知徹底のため、

各学部教授会での知的財産の説明会を毎年実施している。 

(1)創出面：医歯学総合研究科の研究室を訪問し、情報を交換している。発明相談を随時実施している、なお、

桜ヶ丘キャンパスでは月１回、定例発明相談会を実施している。発明相談実績は、各年度、71、

74、92件である。戦略的な特許網構築のため、独立行政法人科学技術振興機構（以下「JST」と略）

と連携し、特許マップ分析、活用を検討している。技術移転機関（TLO；(株)鹿児島 TLO）を活用

し先行技術調査を行っている。  

(2)保護面：知的財産審査会（定例、月２回）実施。JSTの外国特許出願支援制度を活用し、申請、ヒアリング、

契約、問合せ対応を行っている。品質の高い出願書類を準備するため、分野別に専門の特許事務

所を選定している。営業秘密の適正管理を通知（定例、年２回）し、有効な特許権を確保するた

め、卒論等発表会での情報管理の徹底について、毎年注意喚起している。      

(3)管理面：国内特許出願実績は、各年度48、35、42件、外国特許出願実績は、PCT出願が８、12、10件、各

国移行が、19、16、16件である。国内特許登録実績は、８、16、59件、外国特許登録実績は、１、

14、10 件である。企業との共同研究により、知財データ管理システムのさらなる改善を試みてい

る。 

(4)活用面：知的財産活用連絡会を月１回、定例的に実施している。JSTとの共催による「南九州発新技術説明

                                                  
1 平成24年４月１日より「産学官連携推進センター」に名称変更。 
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会」においてシーズを発表している。JSTの知財ハイウェイ制度を活用し、特許活用のための外部

資金調達の支援を行っている。また、知財の活用支援について(株)鹿児島TLOと連携（平成16年

相互協力基本協定締結）している。各年度、特許等実施契約の新規締結件数は、７、３、17 件、

特許等実施料収入は、14,267千円、5,957千円、14,009千円であった。  

(5)契約 ：秘密保持契約、研究マテリアル等移転契約、共同研究契約、受託研究契約等の知的財産関係の契約

について相談をうけ、内容の点検と交渉等の支援を実施し、また共同出願契約やライセンス契約

について、交渉及び締結を行っている。 

(6)啓発活動：知財セミナーは、各年度、５、４、４回、また、各部局教授会及び新任教職員研修会において知

的財産について毎年説明している。  

(7)その他：毎年、随時、利益相反マネジメント及び安全保障輸出管理業務を支援している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果） 

全学的組織として産学官連携推進機構知的財産部門が中心となり、各部局と連携して部局教職員の教育研究活

動の中で生まれた知的財産を戦略的に一元管理している。研究国際部研究協力課知的財産係は事務に関して全面

的に支援している。知的財産の保護、活用、運用のために、規則面としては、知的財産マネジメント関係のポリ

シー、規則、細則等を、制定、運用、改正し、システム面では、知的財産部門による定例的な発明相談会、知的

財産審査会、営業秘密保持注意喚起通知、知的財産活用連絡会を実施している。以上から、知的財産を創出・保

護・管理・活用する実効的な組織、システムが整備されていると判断した。 

 

○関連資料  

「知的財産マネジメント関係学内規則」：http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku.html 

関連資料３－（１）－１－１ 知的財産ポリシー（平成 16年４月１日）

http://www.ipo.kagoshima-u.ac.jp/gaku/ki09-2.pdf 

関連資料３－（１）－１－２ 産学官連携ポリシー (平成17年７月26日）

http://www.ipo.kagoshima-u.ac.jp/ki08.pdf 

関連資料３－（１）－１－３ 産学官連携に係る利益相反マネジメントポリシー（平成17年９月20日）

http://www.ipo.kagoshima-u.ac.jp/ki08-2.pdf 

関連資料３－（１）－１－４ 共同研究取扱規則（平成19年６月29日全部改正） 

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/kyoudou1.pdf 

関連資料３－（１）－１－５ 受託研究取扱規則（平成19年６月29日全部改正） 

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/jyutaku1.pdf 

関連資料３－（１）－１－６ 知的財産規則（平成16年４月１日）

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/ki10-2-18.4.pdf 

関連資料３－（１）－１－７ 産学官連携に係る利益相反マネジメント規則  （平成18年２月21日）

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/ki-mane1.pdf 

関連資料３－（１）－１－８ 産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会規則 （平成18年２月21日）

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/ki-mane2-18.4.pdf 
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関連資料３－（１）－１－９ 職務発明等に対する補償金及び報奨金細則  （平成17年３月２日）  

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/ki22-20.7.pdf 

関連資料３－（１）－１－10 特許等管理細則 （平成17年３月２日）

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/ki23-18.4.pdf 

関連資料３－（１）－１－11 商標管理細則（平成18年１月25日）

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/shohyo1-18.4.pdf 

関連資料３－（１）－１－12 ノウハウ、プログラム等及び研究マテリアル等管理細則（平成17年８月22

日）http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/ki08-3-18.4.pdf 

関連資料３－（１）－１－13 品種登録管理細則（平成20年７月25日）

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/hinsyu-saisoku.pdf 

関連資料３－（１）－１－14 産学官連携に係る利益相反マネジメントガイドライン(平成18年９月25日) 

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/ki-mane3-18.9.pdf 

関連資料３－（１）－１－15 産学官連携に係る営業秘密管理ガイドライン（平成19年11月15日） 

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/eigyo1.pdf 

関連資料３－（１）－１－16 安全保障輸出管理ガイドライン（平成22年２月９日）

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ipo/kisoku/anzen100308.pdf 

 

 

○評価基準 大学の学術・技術・知識等々が、社会に有効に活用されるシステムが整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

 鹿児島大学憲章「社会貢献」に基づき、地域社会との連携を深めるための制度を整備している。例えば、共同

研究、受託研究、奨学寄付金の受入はもちろんのこと、地方自治体との包括連携協定を推進している（前述資料

２－（３）－２－Ａ、資料３－（１）－２－Ａ）。これらの制度を活用する教員の積極的な学外での活動により、

大学の学術・技術・知識などは地域社会に広く利活用されている。特に、学内共同教育研究施設等各部局におけ

る社会との連携活動は盛んであり、社会人講座、シンポジウム、出前講座、討論会等々、各部局の特性を踏まえ

た多岐に渡る活動が展開されている。 

（部局毎の取組） 

・理系学部においては産官学の共同研究や受託研究がきわめて多い。 

・法文学部、人文社会科学研究科では、公開講座を毎年開講し、高校等の要請に基づいた出前授業に講師を派

遣している。 

・臨床心理学研究科では、『実務型教育プログラム』の開発を推進し、各地域への臨床心理学的支援を積極的に

展開している。専門職大学院支援室を立ち上げ、地域貢献のあり方自体を研究しており、一定の成果は報告

書としてまとめられ、システムの整備に努めている。 

・教育学部・教育学研究科では、鹿児島県総合教育センターとの連携協力事業を行い、本学部の教員が鹿児島

県総合教育センターの短期研修講座や 10 年経験者研修等において講師として最新の学術的知見を伝えてい

る。その運営は毎年定期的に開催される連携協議会によって意見交換および調整がなされている。また、鹿

児島市・日置市・いちき串木野市とは、連携・協力協定を締結し「教員研修講師・アドバイザー事業」に取
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り組んでいる。 

・埋蔵文化財調査室2 では、学術的知識や技術等に対する支援および指導の活動としては、教員スタッフが、

地方自治体等が行う発掘調査や出土品についての指導を行っている。また、地方自治体等の審議会委員とし

て活動している。 

・附属幼稚園、小・中・特別支援学校では、年に１～２回程度、県内各地より来校された方々に対して研修を

行っている。平成 21 年度より地域の未就園児とその保護者を対象に、園庭・園舎の開放や子育て相談、子

育て情報の提供等を行っている（平成21年度は年２回、それ以降は年４回の開催）。毎回、親子合わせて80

名以上の参加者があり、家族ぐるみで楽しんでもらっており、保護者同士の情報交換等も盛んである。全国

国公立幼稚園長会や全国幼児教育研究協会における県の事務局として、県下の幼稚園と日本中の幼稚園の研

究実践とつなぐ重要な役割を担っている。平成22年からは第64回全国国公立幼稚園長会総会・研究大会鹿

児島大会（平成25年６月14～15日開催）の準備を中心となって進めている。また、九州内の附属学校園と

教育研究についての協議・情報交換会として、各教科・領域等の研究会を実施した。例えば、数学科では、

鹿児島県数学教育会の事務局として、本学の教授である会長を支えながら、本県の小学校部会・中学校部会・ 

高等学校部会・大学部会をまとめ、県内の数学における教育活動を推進している。 

・附属病院では、鹿児島県との協定により設置された「地域医療支援システム学講座」と本院が設置した「地

域医療連携センター」が一体となり、地域医療に従事する医師の支援や医師派遣の総合相談窓口としての役

割を担っている。院内に地域医療連携センターを設置し、県内の医療機関と協力してそれぞれの機能や役割

に応じた地域医療体制の強化を積極的に進めている。平成 23 年度に、鹿児島県がん診療連携協議会で決定

したがん地域連携パスを県内の地域拠点病院・県指定病院に配布し、各二次医療圏内でがん診療の均てん化

を推進するがん診療連携を開始した。 

 

資料３－（１）－２－Ａ 

○産学官連携活動（協定） 

（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/gaiyou2012-kyouiku.pdf#page=3） 

 

（出典：平成24年度鹿児島大学概要） 

 

                                                  
2 平成24年４月１日より「埋蔵文化財調査センター」に名称変更。 
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【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果） 

 大学の学術・技術・知識は、教員の学外での積極的な活動によって、地域社会に広く公開されている。特に、

学内共同教育研究施設等の学外活動は盛んである。学部・研究科では、シンポジウムや出前講座などを活用して、

地域社会におけるそれら知識等の利活用を推進している。 

 

○関連資料  

関連資料３－（１）－２－１ 公開講座一覧表（平成23年度開講） 

http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/gaiyou2011.pdf（平成23年度鹿児島大学概要P47） 

 

 

○評価基準 社会との情報交換及び連携が図られ、共同研究を進める体制が整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

 鹿児島大学憲章「社会貢献」に則り、共同研究等の規則整備とそれらを管理・運用する組織として産学官連携

推進機構が整備されている。また、共同研究を推進するために、各部局では制度情報を提供するウェブサイトを

立ち上げている。機構では、南九州地区のコーディネーター会議を定期的に実施、地域ニーズの収集を行う体制

を整えている。また、機構の建物には、(株)鹿児島TLOや(財)かごしま産業支援センターが入居しており、産学

官連携・社会貢献に関わる情報を常に共有、それぞれの機関が情報を活用し、事業を実施している。 

（部局毎の取組） 

・法政策学科において、県庁職員を自治体行政の専門家としての実務家教員として招くなど、社会との情報交

換及び連携が図られ、共同研究を進める体制が整備されている。 

・教育学部・教育学研究科では、共同研究については、附属教育実践総合センターの「研究員および研究協力

員」制度が用意されており、それを足場にして学校等との共同研究が進められている。 

・フロンティアサイエンス研究推進センター3 機器分析室の学外への開示や最新の計測機器を有する鹿児島イ

ノベーションセンターの立ち上げを行った。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果） 

 産学官連携推進機構は、相談窓口を開設して各部局の様々な社会貢献活動を支援している。Web にても相談を

常時受け付けている。産学官連携推進機構の産学官連携部門が、本学で生まれた研究シーズと社会ニーズとのマ

ッチングを図り、民間企業等との共同研究等を通じた研究成果の社会還元、技術移転を推進している。なお、機

構のウェブサイトでは、大学との共同研究、研究成果の公開、利活用方法及び技術課題解決への協力依頼につい

ても、制度や手続きについて詳しく記載している。 

 

○関連資料  

 関連資料３－（１）－３－１ 産学官連携推進機構 

                                                  
3 平成24年４月１日より「自然科学教育研究支援センター」に改組。 
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http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/index.html 

関連資料３－（１）－３－２ 産学官連携推進機構に関する規則 

http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000513.html 

関連資料３－（１）－１－４ 共同研究取扱規則（再掲） 

関連資料３－（１）－１－５ 受託研究取扱規則（再掲） 

 

 

○評価基準 研究成果等が速やかに社会に公開されるシステムが整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

 研究成果の発信の基盤として、研究者自らが研究概要、学会発表状況や論文情報を記載する「鹿児島大学研究

者総覧」が整備されている。このデータベースは公開されており、学外から閲覧することが可能である。さらに、

論文や研究資料が閲覧できる「鹿児島大学リポジトリ」が平成23年末から稼働している。そして、地域における

情報発信の拠点としての鹿児島大学では、連携した県内の大学等の学術情報を発信する「鹿児島県学術共同リポ

ジトリ（通称：KARN）」が運用されている。さらに、研究成果の活用を行うため一般向けにわかりやすく研究情報

を紹介する「研究シーズ集」が産学官連携推進機構にて整備され、公開されている。 

以上はインターネット上での情報発信であるが、これらに加え学内から学外への情報発信を広報室にて一元管

理して定期的にメディアリリースを行う体制が整っており、また学長自らも定期的に記者懇談会を開催し最新情

報を提供している（前述資料２－（２）－５－Ａ～Ｃ、資料３－（１）－４－Ａ）。 

 

資料３－（１）－４－Ａ  

○鹿児島県学術共同リポジトリ(URL:http://karn.lib.kagoshima-u.ac.jp/) 

 

（出典：鹿児島県学術共同リポジトリ（KARAN）ウェブサイト） 
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（各部局での取組） 

・教育学部・教育学研究科では、『教育実践総合センター・ニュース』の記事として定期的に発信され、成果の

一部は『教育学部研究紀要』や『教育実践研究紀要』の論文として発表されている。「教育実践フォーラム」

や「教育実践セミナー」を開催して、本学部の取り組みの成果を社会に公表している。本学部ウェブサイト

に「共同研究を希望する教員」のリストを掲載している。 

・医学部では、保健学科紀要が年１回発行され、鹿児島大学附属図書館のリポジトリで公開されている。 

・医歯学総合研究科では、「鹿児島大学大学院医歯学総合研究科研究分野紹介」を作成し、学内外の関係機関へ

配布した。 

・臨床心理学研究科では、専門職大学院 GP「臨床心理実習における客観的評価方法の構築」のウェブサイト、

それに、「地域支援の臨床実践と実務教育を架橋した新たな『実務型教育プログラム』の開発」のウェブサ

イトを作成している。研究経過は定期的にウェブサイト上で更新され、一般に開示されている。前者の研究

は査読論文として心理臨床学研究に掲載されている。年次報告書の形で成果発表が行われ、臨床心理学研究

科心理臨床相談室紀要にも活動報告がされている。 

・附属図書館では、特に、博士論文の学位申請者に対する成果物の提出方法等を明文化し、すべての学位論文

を収集する体制を整備した。紀要、学内機関発行の報告書、科学研究費研究成果報告書については発行後も

しくは集約後に提出するものとして、事務的に収集し、登録・公開する体制へと改善した。この鹿児島県学

術共同リポジトリ(KARN)は、鹿児島県の地域社会発展の学術的データベースとしての側面も持っている。こ

れを利用することで今後県内の組織横断的共同プロジェクトなども組みやすくなり、また、各種学術・文化

活動の活性化にもつながる。 

・附属幼稚園、小・中・特別支援学校では、研究公開の案内など、ウェブサイトを利用して、より多くの方に

情報発信ができるようにしてきた。 

・連合農学研究科では、我が国の重要な食糧生産基地である九州・沖縄において、食糧生産を維持発展させる

ための研究は地域の大きな関心の一つであり、家畜の育種繁殖技術や食品中の機能性物質、有用水産資源量

の推定方法、ウナギの回遊の仕組み、マグロ養殖の経営問題、また海洋の汚染による具体的な問題などを新

聞紙上で市民にわかりやすく解説している。さらに地方紙では日常生活から生じたさまざまな疑問に対して

も専門家の立場から説明している。食糧生産や環境など地域の住民の関心の高い問題に対して、本研究科教

員は新聞記事を通じてわかりやすく解説しており、これは地域の文化の発展に寄与するものである。この他、

本研究科教員は、イノベーション事業、県内の農家や農業団体との意見交換、農業研究会の開催、地方公共

団体・各種団体での専門家としての助言・指導及び委員会委員としての参画、出前授業、公開講座など多種

多様な活動を行い、地域の活性化の一躍を担っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果） 

鹿児島大学研究者総覧、鹿児島大学リポジトリ、鹿児島県学術共同リポジトリ(KARN)、研究シーズ集に見られ

るように、研究成果等が速やかに社会に公開されるシステムが整備されている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

本学は、社会に貢献することを大学憲章に宣言している。実際面では、産学官連携推進機構が中心となって、

知的財産に関連する規則等の整備を行い、各部局との双方向作業で知財の発掘、利活用をめざしており、また学

内の様々な学術知識や技術を広く社会にかつ利用するためのハード、ソフト両面が整えられている。各部局もそ

れぞれ社会に広く情報発信するためのシステムを整備し、それらを十分に活用して社会貢献活動を展開している。 

 

【改善を要する点】 

・各部局は積極的に社会貢献活動の情報を発信しているが、大学全体としての一元的な情報発信には改善の余

地がある。規則等やシステムの見直し・高度化・一元化により情報の発信能力を向上させることが期待でき

る。 

・社会貢献に関する業務は、高い問題解決能力を備えた専門性を有するスタッフが必要とされる。知的財産係

のスタッフは、「知的財産管理技能士」の国家資格を有するなどしているが、今後専門職の職制等を検討、

導入することによりさらなる業務の効率化・高度化が期待できる。 

 

 

 

（３） 評価水準による判定 

  上記（１）及び（２）から、判定「４（優れている）」とする。 
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評価項目２ 社会貢献活動の内容に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 社会に貢献する教育・研究活動が行われていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

 大学憲章の社会貢献に関する理念を背景に、各部局の設置目的に沿った教育、研究活動が実施されている。 

 大学全体として、「島嶼」、「環境」、「食と健康」を重点領域として研究推進を図ると同時に、これら重点領域に

沿った大学院全学横断的教育プログラムの整備も進めている。「島嶼」と「環境」については、平成23年度まで

に教育プログラムが開講されている。教育や研究を通じて行う社会貢献を各部局にて積極的に推進していること

に加え、地域社会を強く意識した教育、研究活動も展開されている。 

（各部局での取組） 

・大学全体として、「島嶼」、「環境」、「食と健康」を重点領域として教育および研究を推進している。「島嶼」

については、平成 22 年４月に多島圏研究センターを改組、大学憲章に基づく「鹿児島県島嶼域～アジア・

太平洋島嶼」における教育および研究のコアの役割を担う国際島嶼教育研究センターを設置し、環境変動に

適応する「国際島嶼教育研究拠点形成プロジェクト」他２プロジェクトを推進している。 

・「環境」については、これまでの本学における環境研究のバックボーンを整理するとともに、鹿児島の多様で

独特なフィールドにおける研究成果の分析や検証等を通じて、環境型社会や自然共生型社会に向けた具体的

モデルの提示や教育カリキュラムへの反映を目指している。これらの取り組みの中から出版された「鹿児島

環境学Ⅲ」（平成23年９月）は、第38回南日本出版文化賞を受賞した。 

・「食と健康」では、南九州に特徴のある農水産食品の健康機能性について科学的に研究を推進し、食生活と生

活習慣病予防や老年症候群等との関連を明確にしようとしている。同時に、農畜水産業の現在の課題とこれ

ら事業を取り巻く社会環境の変化に対応する資源循環型持続的農漁村の再構築や安全な食生活を可能とす

る食育教育、生産流通システムの構築を計画している。これら地域と連携して行う学術研究の成果を応用し、

アジア圏および地域の食を通した健康的な生活基盤の構築をめざし、また農畜水産業に関わる地域食産業の

振興に貢献すること、そして国際的な研究拠点となることを目標として行動している。農学・水産学・理工

学・教育・医歯学など各研究科を連携した全学的研究・教育プロジェクトである。平成 23 年度には全学の

行事である「免疫に関わる食材シンポジウム」の計画と運営を担当した。 

・南九州から南西諸島にかけては、豪雨、台風、火山、地震、津波による自然災害が頻繁に発生する地域であ

る。の地域の自然災害特性を踏まえ、学内の災害教育・研究の拠点として平成 23 年に鹿児島大学地域防災

教育研究センターを設置した。このセンターを核に、平成 22 年度に発生した奄美豪雨災害についての調査

研究の成果を「2010 年奄美豪雨災害の総合的調査研究」に取りまとめている。この調査研究には、28 名の

教員が参画している。 

・平成18年度から文部科学省の「地域再生人材創出拠点形成」プログラムにて社会人向け講座「かごしまルネ

ッサンスアカデミー」を、鹿児島県や県内の食品関連業界と連携して実施し、延べ250名の修了生を輩出し

た。さらに、この修了生らが「NPO法人かごしまルネッサンス」を設立し、地域にて活躍している。 

・医学部では、平成18年度から医学科入学定員に地域枠を設け、県の修学資金を受け、卒業後一定期間へき地
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での勤務を課すこととする募集枠を設け、離島へき地の医師不足解消に寄与している。既に２名の卒業生が

この地域枠から輩出されている。 

・農学部では、平成23年４月から附属越境性動物疾病制御研究センターと附属焼酎・発酵学教育研究センター

を設立し、南九州地域を対象とした地域課題への対応を図っている。 

  

【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果）  

 本学における社会に貢献する教育・研究活動は、一般的な社会貢献の観点に加え、鹿児島という地域性を強く

意識した教育、研究活動が数多く展開されている。 

 

○関連資料  

 関連資料３－（２）－１－１ 鹿児島大学国際島嶼教育研究センター  

http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/index-j.html 

関連資料３－（２）－１－２ 鹿児島環境学プロジェクト  

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/env/ 

関連資料３－（２）－１－３ 「2010年奄美豪雨災害の総合的調査研究」報告書 

http://bousai.kagoshima-u.ac.jp/wp-content/uploads/2012/05/f0db0da04c84080efde73aeb8d5ffa85.pdf 

関連資料３－（２）－１－４ 鹿児島大学農学部附属焼酎・発酵学教育研究センター  

http://chem.agri.kagoshima-u.ac.jp/Shochu_new/ 

 

 

○評価基準 地域社会の要望に応えた公開講座、公開授業、講演会、イベント等が定期的に開催されていること 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

大学全体として、鹿児島の地域特性を意識した「島嶼」、「環境」、「食と健康」を重点領域研究として定義し、

教育および研究を推進していることからも、この３領域について積極的に公開講座等のさまざまなイベントを行

っている。さらに、本学における公開講座等の情報は、生涯学習教育研究センターが情報を一元的に取りまとめ

ている。例えば、平成 22 年度は、33 の公開講座が実施されている。これらに加え、部局単位による多様な講演

会、イベントが実施されている。 

（各部局での取組） 

・「島嶼」について、国際島嶼教育研究センターにて定期的に「国際島嶼教育研究センター研究会（旧名：島嶼

研研究会）」が開催されており、平成 23 年度末時点でその開催回数は 125 回を数えている。さらに平成 23

年12月には、「島エネルギーの自給可能性を考える」というテーマでシンポジウムを開催している。同じく

平成23年６月には鹿児島大学国際島嶼教育研究センター、京都大学東南アジア研究所、LIPI (The Indonesian 

Institute of Sciences) と共催しての国際シンポジウム「Small Islands - Ecology, Taxonomy and 

Ethnobiology -」を開催するなど国際的なイベントも実施している。 

・「環境」では、平成21年に「鹿児島環境学シンポジウム」と「奄美公開セミナー －世界遺産と奄美新時代」

を、平成23年１月に「徳之島フォーラム」を開催するほか、「鹿児島環境学Ⅰ～Ⅲ」を出版し、中でも平成
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23年９月に出版された「鹿児島環境学Ⅲ」は、第38回南日本出版文化賞を受賞した。 

・「食と健康」では、地域の要望に対応した「免疫に関わる食材シンポジウム」を平成23年度に開催するなど

の取り組みを進めている。 

・農学研究科・農学部では、平成23年度に公開講座を17件、シンポジウムを９件実施しており、夏休み期間

や週末といった市民の参加がしやすい環境作りに配慮している。工学部では平成 21 年度から 23 年度の間、

41回の事業（公開講座、公開授業、講演会、イベント）を実施している。 

・一方、その視点を市民や一般から、プレ大学教育、つまり高校生対象のイベントに移してみると、各部局と

も高校大学連携（高大連携）に注力していることがわかる。学生部取りまとめのデータによると、平成 21

年度から23年度の間、38件の出前講義が開講され、延べ119名の教員が出前講義に参画している。 

・このほか、定期的に開催されている特筆すべき事業として、臨床心理学研究科が実施している「鹿児島大学

心理臨床相談室」と法科大学院附設司法政策研究センターにて実施している「無料法律相談会」がある。 

・さらに、地域産業のニーズを踏まえた事業として、鹿児島県工業倶楽部と連携したシンポジウムを年１回開

催している。平成23年度は、「免疫に関わる食材シンポジウム」をテーマとしたシンポジウムを開催した。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果） 

「島嶼」、「環境」、「食と健康」を重点領域研究として定義していることから、この領域の交流事業が活発に行

われている。さらに、各部局の教育・研究の特性を活かした多様な事業が展開されている。そして公開講座等に

ついては一元的に情報が集約されている。 

 

○関連資料  

関連資料３－（２）－２－１ 高大連携による出前講義 

            http://www.kagoshima-u.ac.jp/exam/demae.html 

関連資料３－（２）－２－２ 鹿児島大学大学院心理臨床相談室  

                http://www.leh.kagoshima-u.ac.jp/cphs/mc/index.html 

関連資料３－（２）－２－３ 鹿児島大学無料法律相談会 

http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/old-info/data/past-news/24/11/20121101-release.html 

 

 

○評価基準 社会貢献活動の内容が社会に公表されていること 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

 社会貢献としての研究成果の発信については、研究者自らが研究概要、学会発表状況や論文情報を記載する「鹿

児島大学研究者総覧」が基盤として整備されている。このデータベースは公開されており、世界中から閲覧する

ことが可能である。さらに、論文や研究資料が閲覧できる「鹿児島大学リポジトリ」が平成23年末から稼働して

おり、平成23年度末時点で約7,000のコンテンツが収録されている。これと連携して、鹿児島県下の大学等の情

報発信を担う「鹿児島県学術共同リポジトリ（通称：KARN）」も運用されている。さらに、研究成果の活用を行う

ため一般向けにわかりやすく研究情報を紹介する「研究シーズ集」が産学官連携推進機構にて整備され、公開さ
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れている。これらのインターネットを活用した情報の発信に際しては、アクセス集中による障害等が発生しない

よう学術情報基盤センターにて、日々維持管理が行われている。 

以上がインターネット上での情報発信であるが、これらに加え、学内から学外への情報発信を広報室にて一元

管理し定期的にメディアリリースを行う体制を構築し、学長自らも定期的に記者懇談会を開催している。さらに、

市電の吊り広告へも展開を図るなど新しい試みにも挑戦している。そして、本学広報誌である「鹿大ジャーナル」

も定期的に出版され、またインターネット上で公開されている（前述資料２－（２）－５－Ａ～Ｃ、前述資料２

－（３）－１－Ａ）。 

（各部局での取組） 

・附属図書館では、大学外の市民に対して利用開放を行うほか、一般向けには普段は非公開である貴重書（図

書館に所蔵している島津家関連の書籍コレクション『玉里文庫』など）についても接する機会を設けるよう

努めている。 

・教育学部や附属教育実践総合センターでは、社会貢献活動内容をウェブサイトで公開するとともに、各事業

の報告書や「教育実践総合センター・ニュース」を県内の教育委員会や全国の教員養成系大学に送付してい

る。また、「教育実践総合センター・ニュース」は、附属教育実践総合センターのウェブサイトでも公開し

ている。 

・農学部・農学研究科では、産学官連携推進機構と連携し、農林水産省主催のアグリビジネス創出フェア（研

究機関が有する技術や研究成果を展示し、来場者との交流により、これらを利用した新たな研究開発や成果

の実用化を進めることとした技術交流展示会）を利用して成果を公表している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果） 

社会貢献活動は、主にウェブサイトと研究者総覧により情報発信が行われ、常に更新された情報に市民が触れ

られる体制が構築されている。さらに、広報室を介したメディアリリースや、広報誌・紙媒体での関係機関への

配布、イベントへの参加といった形態でも情報発信が行われている。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

・教育・研究戦略と連動した社会貢献活動 

 本学では、鹿児島県の地域特性に基づく「島嶼」、「環境」、「食と健康」を重点領域研究として定義し、教

育および研究を推進している。その教育および研究の中から、成果の発信、知の交流が行われる場が地域に

提供されていることは、教育・研究戦略と社会貢献活動が密接に連携した優れた取り組みである。 

・地域ニーズに対応した組織の設置 

 平成21年度から23年度に渡る本学における社会貢献活動の特徴として、地域の強い要望に対応した体制

を構築したことが挙げられる。すなわち、防災という観点では、地域防災教育研究センターを新たに設置し

た。社会人教育の観点では、平成18年度から文部科学省の「地域再生人材創出拠点形成」プログラムにて社

会人向け講座「かごしまルネッサンスアカデミー」を、鹿児島県や県内の食品関連業界と連携して実施し、
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支援の終わる平成24年度以降も独自に事業を展開することが決まっている。また、平成18年に地域の支援

によって設立された寄附講座「焼酎学講座」は、設置期間終了後、「農学部附属焼酎・発酵学教育研究センタ

ー」へと発展改組され、内部化されることとなった。このように地域の要望に対応して組織を設置したこと、

そして外部資金によって創出したプロジェクトを内部化したことは極めて優れた取り組みである。 

・社会の動向に即したイベント事業の実施 

 前項に記載した「焼酎学講座」の活動状況と成果の報告を、平成23年に「焼酎学講座5年の歩み」と題し

たシンポジウムにて行った。さらに、本学と包括連携協定を締結している鹿児島県工業倶楽部との連携シン

ポジウムも定期的に開催するなど、地域社会のニーズに対応した多くのイベント事業を行っていることは優

れた取り組みである。このような取り組みは部局毎でも行われており、社会貢献への意識が高まってきたこ

とが伺える。 

・情報発信基盤の確立 

 組織整備やイベント事業だけでなく、社会貢献の情報発信基盤が整備されたことは、評価期間の中で大き

な進歩である。教員の研究者総覧（教員情報システム）へのログイン率も98％を越え、研究シーズ集への登

録は約200件、そして鹿児島大学リポジトリへの登録コンテンツ数は約7,000件となっている。基盤が整備

されたことから今後の登録コンテンツが質・量とも増加することが期待される。 

 

【改善を要する点】 

 各部局において、社会貢献の重要性が認知され、活発な社会貢献活動が展開されはじめている。組織的な社会

貢献活動については、メディアリリース、広報誌などで取り上げられ、広く知られることとなるが、個々の研究

者レベルでの社会貢献活動においては、研究者データベースでの発信に留まる傾向にある。そのため、これらの

情報を自動的、あるいは連動的に収集、管理するシステムを導入することにより、情報発信力がさらに向上する

ことが期待できる。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

上記（１）及び（２）から、判定「４（優れている）」とする。 
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評価項目３ 社会貢献活動の達成状況 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 社会貢献活動に関する計画、実行、検証が定期的に行われていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

全学的に大学運営評価の方法を規定し、それに記載されたPDCAサイクルに則り、部局ごとに計画、実行、検証

されている。学外と連携している事業では協議会等が組織され、公開講座やシンポジウムでは参加者アンケート

を実施、その結果を分析して改善を図り、満足度の向上につながる実績を挙げている。 

（各部局での取組） 

・平成23年度には、全学的な大学運営評価のPDCAサイクルを構築し、社会貢献活動にも部局ごとに計画を立

て、実行・検証している。 

・鹿児島県総合教育センターと教育学部との連携協力事業においては連携協議会が毎年開催され、受講者アン

ケートをもとに内容や運営の改善が協議される。附属教育実践総合センターが年間計画にもとづきフォーラ

ムやセミナーを開催し、参加者アンケートを次年度企画の参考にしている。 

・医療従事者や福祉関係者等専門職業人を対象とする実践的な公開講座を企画し、概ね目標とした参加者、高

い満足度を得ている（医学部・歯学部）。 

・地域医療の拠点病院として地域医療連携センターを整備、地域連携パスの作成、肝炎・がん診療、肝疾患な

どについて、WG、協議会等を立ち上げ、県や各医療機関と連携しながら整備を行っている（附属病院）。 

・大学院臨床心理学研究科附属心理臨床相談室は、地域に開かれた「こころの相談室」である。運営の適正化

を図るために、毎年「心理臨床相談室運営委員会」を開催し、外部評価による検証を行っている。 

・鹿児島環境学プロジェクトはマスコミ、鹿児島県等もメンバーに加わり、研究成果を毎年市販の刊行物とし

てとりまとめ「鹿児島環境学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」「鹿児島環境キーワード事典」を出版している。 

・「地域と大学のローカルシンフォニー」は地域課題の解決のため大学と地域が共同で推進するプロジェクトで

ある。与論町、指宿市、鹿屋市、大崎町で実施され、平成23年11月活動報告を行った。 

・総合研究博物館の業務は半分近くが社会貢献活動である。スタッフ会議、全学から委員が参加する「プロジ

ェクト推進部会」「企画交流部会」「博物館運営委員会」などで企画が練られ、参加者のアンケート等に基づ

き改善がなされている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果） 

 社会貢献活動に関する計画、実行、検証は、全学的に定めた大学運営評価のPDCAサイクルによって、部局ごと

に行われている。とくに教育学部や病院など、地域との連携事業においては、関係機関との協議会等が定期的に

開催されている。総合研究博物館、心理臨床相談室など市民が利用する施設は、運営委員会が組織され、PDCAサ

イクルが働いている。環境学プロジェクトでは、シンポジウムのほか、書籍を出版するなど活動内容に応じた計

画・実行・検証体制が機能している。 
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○関連資料  

関連資料３－（３）－１－１ HP：鹿児島大学総合研究博物館→「ボランティア」及び「鹿児島フィールドミ

ュージアム」の項を参照 

http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/ 

http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/fieldmuseum/ 

関連資料３－（３）－１－２ 「鹿児島環境学Ⅰ」 http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/env/?p=56 

関連資料３－（３）－１－３ 「鹿児島環境キーワード事典」http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/env/?p=56 

関連資料３－（３）－１－４ 「鹿児島環境学Ⅱ」 http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/env/?p=131 

関連資料３－（３）－１－５ 「鹿児島環境学Ⅲ」 http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/env/?p=793 

 

 

○評価基準 社会貢献活動に関する人材の発掘・育成、資金の確保、施設の整備が行われていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

 大学憲章に基づきボランティア教育に注力しており、そのためボランティア支援センターを設置した。また、

23年度より本学の教育目標に沿った人材の輩出を目的に「進取の精神学生表彰」制度を設けた。地域と共に人材

育成を行う仕組みが教育・医療分野で展開されているほか、社会人教育ではかごしまルネッサンスアカデミー、

奄美サテライト教室、林業生産専門技術者養成プログラム等地域ニーズに対応した独自のカリキュラムを提供し

ている。地域を守る施設としては地域防災教育研究センターと農学部附属越境性動物疾病制御研究センターが設

置されている。また、フロンティアサイエンス研究推進センター機器分析施設と鹿児島イノベーションセンター

の最新機器の利用促進により、地元企業の技術開発に資する体制も整えた。これらの活動に対する資金は恒常的

な予算措置のほか、戦略的な学長裁量経費による手当やそのための外部資金獲得により得られている（前述資料

１－（５）－３－①－Ａ）。 

（各部局での取組） 

・平成20年度をボランティア元年と位置付け、共通教育科目「ボランティア論」を開講し、さらに「ボランテ

ィア支援センター」を設置して、学生たちのボランティア活動を支援する体制が整っている。 

・平成23年度から大学憲章の趣旨に則した学生・学生団体を表彰する「進取の精神学生表彰」制度を設立。30

年以上の実績を持つウミガメ研究会の最優秀賞ほか５組が表彰された。 

・教育学部附属教育実践総合センターの「研究員および研究協力員」制度により、学部内教員と教育現場で活

躍する人材が一体となって研究を進め、内外の人材を有機的に結び付ける仕組みになっている。 

・日置市及びいちき串木野市の小規模小学校 TA、心のパートナーシップ派遣事業（不登校児童生徒支援）、鹿

児島ジュニア陸上クラブへの学生派遣を行い、指導・支援を行っている（教育学部）。 

・地域医療を担う医療人育成のため地域枠学生を受け入れている。離島へき地医療人育成センターが中心とな

り、年数回地域医療研究会を開催、夏休みに実施している特別離島医療実習は、鹿児島県の委託事業として

行い、費用は鹿児島県から支給されている。 

・平成19年度設置の離島へき地医療人センターは、全国の医学部・大学院生、卒後・臨床研修後の医師、中堅

医師に幅広く門戸を開き、離島へき地医療に貢献できる医療人の育成に取り組んでいる。平成 23 年度に一

般財源化され、地域との連携・協力体制も整い、地域社会の活性化につながる地域貢献活動が継続的に行わ
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れている。 

・かごしまルネッサンスアカデミーでは文科省【地域再生人材創出拠点の形成】による人材育成プログラムが

終了、23年度は66名が修了した。 

・大学院人文社会科学研究科では、奄美サテライト教室で、大学院教育と科目等履修生の受け入れを行ってい

る。独自の講義科目「奄美プロジェクト研究」では、離島の受講生のキャリアアップに役立つテーマを設定

している。 

・農学部では、社会人対象に持続的な木材生産を実行できる人材「林業生産専門技術者」養成プログラムを実

施している。木材事業者の生産管理者育成の独自のプログラムを提供している。 

・鹿児島県内13の高等教育機関が相互に連携・協力し、平成21年、「大学地域コンソーシアム鹿児島」が設立

された。「教育連携」「高大連携」など７事業部会をおいて、活動を行っている。 

・畜産業の発展と公衆衛生上の安全確保への寄与を目的に、鳥インフルエンザ、口蹄疫など越境性動物疾病の

研究を行う越境性動物疾病制御研究センターを平成23年度に設置した（共同獣医学部）。 

・臨床心理学研究科は専門職大学院として、臨床心理士の育成に当たっている。また心理臨床相談室での相談

活動をスムーズに行うために、相談記録のためのスペースや機器の配備を行っている。 

・大規模化、複合化する自然災害の防止と低減を図るため、地域防災教育研究センターを平成23年度に設置し

た。災害の実態解明、予測、防災教育、復旧復興等の課題に調査研究、教育、地域連携の３つの観点から取

り組む。 

・焼酎を中心とした発酵・醸造分野に特化した取組みとして、鹿児島県、(社)鹿児島県工業倶楽部、と本学と

の産学官連携により最新機器を整備し共同研究や分析を行う鹿児島イノベーションセンターを平成 23 年度

に設置した。 

・学内共同利用機器センターをフロンティアサイエンス研究推進センター機器分析施設として整備している。

大学・短大・高専・民間企業にも開放し、スタッフが分析する体制も整えている。 

・総合研究博物館は、約30名の市民ボランティア組織があるほか、特別展では学生ボランティアも募集してい

る。 

・大学の社会人向け講座を効果的に展開するため、生涯学習教育研究センターを設置している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果） 

学生へのボランティア教育に注力するとともに、社会人教育では鹿児島という地域に根差す産業の振興に資す

る独自のプログラムを展開している点に特徴がある。「離島へき地医療人育成センター」、「越境性動物疾病制御研

究センター」、「地域防災教育研究センター」においては、地域課題の解決に取り組むことで、全国のみならず世

界にも発信できる教育研究が行われている。大学憲章に謳った社会貢献に則した運営が浸透していると考えられ

る。 

 

○関連資料  

関連資料３－（３）－２－１ 鹿児島大学ボランティア支援センター 

 http://hpmt.kuas.kagoshima-u.ac.jp/volunt/ 

関連資料３－（３）－２－２ 離島へき地医療人育成センター  

http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/ecdr/ 
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関連資料３－（３）－２－３ かごしまルネッサンスアカデミー  

http://rdc.kagoshima-u.ac.jp/kra/ 

関連資料３－（３）－２－４ 農学部林業生産技術者養成プログラム 

 http://lms.agri.kagoshima-u.ac.jp/~takakuma/manabi/ 

関連資料３－（３）－２－５ 地域防災教育研究センター http://bousai.kagoshima-u.ac.jp/ 

関連資料３－（３）－２－６ 自然科学教育研究支援センター・機器分析施設 

 http://gene4.agri.kagoshima-u.ac.jp/ 

関連資料３－（３）－２－７ 鹿児島イノベーションセンター利用案内 

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/news/wp-content/uploads/2012/08/inobe_s_annai.pdf  

関連資料３－（３）－２－８ 生涯学習教育研究センター http://www.life.kagoshima-u.ac.jp/ 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 社会貢献活動は全学的に構築されたPDCAサイクルによって、部局ごとに計画・実行・検証が行われている。学

外との連携事業は、協議会等合同の組織が作られ、連携のもとに活動している。また、学生だけでなく社会人向

けにも地域の発展に寄与する教育プログラムが充実しており、地域課題解決のための教育研究施設も立ち上げら

れるなど、鹿児島の特色を活かす施設整備が行われている。 

 

【改善を要する点】 

各部局は、部局の状況に合わせたPDCAサイクルが実行され、計画・実行・検証を独自に行っているものの、そ

の活動に合わせた運用方法をさらに検討、確立することで、その精度を上げることが可能である。また、各人材

育成プログラムや地域貢献施設は、独自に情報発信に努めているが、HP等の充実度に差がある。アクセス方法や

利用方法が理解しづらいものも見受けられるため、利用者の声を反映してアクセス方法や利用方法を検討・整備

することにより、利用者にさらに便利なシステムとなり、利用が促進されることが期待される。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

 上記（１）及び（２）から、判定「４（優れている）」とする。 
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評価事項４ その他の社会貢献に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 学外の教育研究機関、自治体、企業及び地域との連携・交流が促進されていることをチェックする

評価システムが整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

 全学的に年度計画の中で社会貢献に関する計画を策定、四半期ごとにチェックし、評価している。評価結果を

もとに改善に取り組んでいる。この企画、評価は、全学的に整備されたPDCAサイクルによる評価システムによる

ものである。 

（各部局での取組） 

・企画評価課では、全学の評価結果を一元的にネットワーク管理し、更なる評価システム整備に努めている。 

・県内13の高等教育機関が集まり「大学地域コンソーシアム鹿児島」事業を実施、拠点校として地域の教育と

学術研究の発展及び活力ある地域づくりに貢献するために、定期的に活動の評価点検を行っている。 

・教育学部・教育学研究科では、鹿児島県教育委員会との協議会を開催し、人事交流を含めた社会貢献活動の

実績について評価検証を行っている。 

・附属病院では病院内に地域医療連携センターを設置、県内の医療機関と協力して、地域医療体制の強化に努

めている。また、臨床心理学研究科では、地域の臨床機関と連携した学外実習教育連携協議会を設けている。 

・産学官連携推進機構は、地域と大学の連携拠点として、自治体や鹿児島県工業倶楽部、商工会議所と連携、

ローカルシンフォニーやルネッサンスアカデミー等を通じて、連携・交流を行っている。機構の建物に入居

している(財)かごしま産業支援センター、(株)鹿児島TLOとは協力して、地域活性化に向けて連携強化に努

めている。県内の産学官連携コーディネーター会議を主宰、地域の自治体や産業支援組織に属するコーディ

ネーターと連携・交流して地域活性に向けた産学官連携活動を行っている。これらの連絡会議のそれぞれに

おいて活動が評価、検証されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

（分析結果） 

 各部局では、年度ごとに「部局等年度計画ワークシート」を作成し、四半期ごとにチェックして評価点検を行

っている。評価点検を通じて活動を把握し、改善を行っている。全学的には、企画評価課が一元的に集約し、学

長に報告書を提出している。これらの評価報告は、大学のWebを通じて公表される大学評価と冊子「鹿児島大学

の約束」で社会貢献に関する項目で公表されている。 

 

○関連資料  

関連資料３－（４）－１－１ 鹿児島大学の約束（平成23年度）  

http://www.kagoshima-u.ac.jp/ku_yakusoku2nd.pdf 
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○評価基準 地域のニーズに応える体制が整備され、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

 大学への相談や共同研究・受託研究の申し込み等、地域のニーズに応えるために、ソフト面とハード面の体制

インフラが、産学官連携推進機構をはじめ各部局で整備され、機能している。 

（各部局での取組） 

・自治体や金融機関などの機関と連携協定を締結しており、それぞれの連携協定については、地域のニーズに

応える機能を発揮できる体制を構築している。地域からは連携協定締結への要望が多くなっている。 

・ボランティア支援センターでは、学生による地域貢献や地域の活性化を図る企画の下、地域ニーズに応える

活動となっている。 

・法文学部では、学部後援会を通じて保護者の意見を学部・大学院運営に反映、学外関係者のアンケートでニ

ーズを把握して管理運営に反映させている。 

・教育学部・教育学研究科では、附属教育実践総合センターや特別支援教育教員養成課程、心理学専修などの

教員は、児童生徒や保護者・教師に支援を行って地域住民のニーズに応えている。他方、県教育委員会や県

総合教育センターから毎年客員教授を迎え、人事交流を通して、県内の教育ニーズを把握している。 

・医歯学総合研究科等では、学外の教育研究機関、自治体、企業、地域等との連携、交流を推進し、地域の医

療関係者の能力向上に貢献している。 

・臨床心理学研究科は、地域の要望から心理臨床相談室の開設（相談数1,000件）、臨床心理学的ニーズに応え

る支援活動と実務教育で、専門職大学院支援室を設置した。 

・農学部では、食の安全や焼酎発酵食品の新たな価値創造等、地域ニーズに応える「附属越境性動物疾病制御

センター」「附属焼酎・発酵学教育研究センター」施設と体制が整備されている 

・地域企業等の分析機器を利用したいとのニーズに応えるために、鹿児島イノベーションセンターとフロンテ

ィアサイエンス研究推進センター機器分析施設を設置している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果） 

地域のニーズに応える体制は、全学的にも部局にも整備されており、充分に機能している。その状況について

は以下のとおりである。 

・産学官連携推進機構と(社)鹿児島県工業倶楽部とは包括連携協定に基づき、定期的な意見交換をして産学官

連携活動の進捗状況について評価点検している。ラボツアー、シンポジウム、地域への出前講座、留学生支

援活動、インターンシップ等について地域ニーズに基づいた活動を実施している。また、鹿児島県、鹿児島

市や(財)かごしま産業支援センターと連携して地域活性化に関連した事業を実施している。さらに、県内コ

ーディネーターによるネットワークを組織し、県内の様々なニーズを集積するとともにシーズ情報を発信し

ている。 

・ボランティア支援センターでは、学生による地域貢献や地域の活性化を図る企画の下、観光ボランティア、

災害ボランティア、限界集落ボランティアなど地域ニーズに応える活動を行っている。 

・医歯学総合研究科等では、地域ニーズによる医療スタッフの派遣及び受け入れ、公開講座や講演会等を通し

て、地域の医療関係者の能力向上に貢献している。 
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・鹿児島イノベーションセンターとフロンティアサイエンス研究推進センターに設置している分析装置の紹介

や利用方法等に、Webで広報している。 

 

○関連資料  

関連資料３－（４）－２－１ 平成23年度国立大学法人鹿児島大学概要 

http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/gaiyou2011.pdf 

 

 

○評価基準 地域社会における知的交流ネットワークの核として、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

（総論） 

 本学は地域の知の拠点として、学外の教育研究機関、自治体、企業、市民等に対して、Web によるネットワー

クの構築と、学内共同教育研究施設等の利用によって、知的交流ネットワークの核となる機能を果たしている。 

（各部局での取組） 

・各部局は、Webによる地域との知的ネットワークを構築している。 

・附属教育実践総合センターは、フォーラムやセミナーの開催、研究協力員制度等を通じて地域との知的交流

ネットワークの拠点となっている。 

・附属病院の地域医療連携センターでは、県内の医療機関と知的ネットワークを構築、地域医療体制の強化に

努めている。へき地医療、遠隔医療、総合病院情報システム、県がん診療連携協議会等を核として、地域医

療の知的ネットワークを構築している。また、医療スタッフの派遣及び受け入れを積極的に行い、公開講座

や講演会等も開催し、知的交流ネットワークの拠点となっている。 

・留学生センターは、留学生に対し「鹿児島日本語教育研究会」を運営、日本語教育に関する知的交流ネット

ワークの核として機能している。 

・生涯学習教育研究センターでは、大学が蓄積する知的資産を活用した公開講座、セミナー、シンポジウムを

企画提供して知的交流ネットワークの核として機能している。 

・総合研究博物館は、文化遺産や知的資産に関する貴重な学術資料を広く地域社会へ情報発信して、知的交流

ネットワーク機能を果たしていることに加え、鹿児島フィールドミュージアム活動も展開、HPによる情報の

発信も行っている。 

・附属図書館は、鹿児島県大学図書館協議会の拠点であり、市民への利用開放、展示会、記念講演会、合同企

画展の実施を通して、地域行政、市民との知的ネットワークの核となっている。 

・工学部では、専門に応じた地域ネットワークがある（建築学会鹿児島支所、南九州化学工学懇話会、コンク

リート構造物の診断等）。 

・農学部では、自治体や地域との公開講座、シンポジウム、講演会、かごしまルネッサンスアカデミー、市民

農業講座、市民・学生ボランティアによる花壇づくり、高隅演習林を活用した森林環境教育プログラムや大

野ESD自然学校など、地域社会における知的交流ネットワークがある。 

・産学官連携推進機構では、研究シーズや催し物の発信、相談や問い合わせに応える機能を有している。 

・東京リエゾンオフィスでは、大学情報の提供、首都圏における学生の就職支援および企業との相談対応、共

同研究等の連絡調整、各同窓会との連絡調整など、首都圏における知のネットワーク拠点となっている。 
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・地域内のコーディネーター会議を年４～５回開催、大学との知的ネットワーク機能による地域連携を促進し

ている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

（分析結果） 

 産学官連携推進機構は、Web による研究シーズやセミナーや講演会等催し物の発信、相談等への対応等、知的

ネットワーク拠点としての機能を有している。 

・総合研究博物館では、鹿児島フィールドミュージアム活動とウェブサイトの発信を行っている。 

・生涯学習教育研究センターでは、公開授業による大学開放、地域の生涯学習への支援、指導者養成の実施、

知的交流ネットワークを構築している。 

・学内プロジェクト「地域と大学とのローカルシンフォニー」により地域との知的交流ネットワークが促進さ

れている。 

・市民を対象とした、自治体や地域との公開講座、かごしまルネッサンスアカデミー、高隅演習林を活用した

森林環境教育プログラムや大野ESD自然学校など、地域社会における知的交流ネットワークがある。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

本学は「社会貢献」を教育、研究と並ぶ３本柱の１つとして大学憲章にも謳っている。社会貢献活動をつねに

意識し、協力する体制は、すべての部局・教職員に徹底されている。 

各部局では、自治体や関係団体等からの要請に応じて、審議会や審査等の委員を派遣する等、社会貢献活動を

行っている。 

産学官連携推進機構では、県内の産学官連携コーディネーター会議を主宰、地域の自治体や産業支援財団に属

するコーディネーターと連携・交流して地域活性に向けた産学官連携活動を行っており、機構の建物に入居して

いる(財)かごしま産業支援センター、(株)鹿児島TLOとは、トップ同士が連携協力して、地域活性化に向けて一

体となった活動を行っている。 

 

【改善を要する点】 

県内13の高等教育機関が集まり「大学地域コンソーシアム鹿児島」事業を実施、拠点校として地域の教育と学

術研究の発展及び活力ある地域づくりに貢献する活動を行っているが、連携する項目を精査し、支援するシステ

ムを検討、導入することによって、さらなる実行力の向上が期待できる。 

 

 

 

（３）評価基準による判定 

上記（１）及び（２）から、判定「４（優れている）」とする。 
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「領域３ 社会貢献」に関する総合評価 

 

 「鹿児島大学は、南九州を中心とする地域の産業の振興、医療と福祉の充実、環境の保全、教育・文化の向上

など、地域社会の発展と活性化に貢献する。鹿児島大学は、アジアや太平洋諸国との連携を深め、研究者や学生

の双方向交流および国際共同研究・教育を推進し、人類の福祉、世界平和の維持、地球環境の保全に貢献する。」

という本学の大学憲章の理念に基づき、大学全体、その構成部局において社会貢献を推進するシステムが構築さ

れ、そのシステム上で多様な社会貢献活動が行われている。 

「社会貢献の実施体制に関すること」、「社会貢献活動の内容」、「社会貢献活動の達成状況」、「その他の社会貢献

に関する事項」の４項目について「４（優れている）」と評価した。 

 これらのことから、判定「４（優れている）」とする。  
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領域４ 国際交流 

 

評価項目１ 学生の国際交流に関する事項（留学生を含む。） 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 学生の国際交流に関する目標が明確に定められ、公表、周知されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 鹿児島大学憲章で、「教育」の項目では「国際社会で活躍しうる人材を育成すること」が掲げられ、また「社

会貢献」の項目では、「アジアや太平洋諸国との連携を深め、研究者や学生の双方向交流および国際共同研究・

教育を推進する」ことが目標として明確に謳われ、ウェブサイトで公表、周知されている（前述資料１－（１）

－１－Ａ）。それらは鹿児島大学の中期目標の前文に反映され、「国際的に活躍できる人材の育成」が前文中の

一項目として掲げられ、「アジア・太平洋地域との学術交流・教育交流を通じて、国際交流拠点としての機能を

高め、国際的課題の解決に貢献し、グローバル化時代に活躍できる人材を育成する」などとして、目標が明確に

定められている（前述資料２－（１）－１－Ａ）。 

平成22年度には、国際戦略本部が海外向け英語版ニューズレター「KU Today」を発行し、海外に送付、鹿児島

大学の国際交流に関する目標等の周知を図った。また留学生向け英語版ハンドブックも同様の趣旨で改訂した。 

 平成23年度には、引き続き、英語版ニューズレター「KU Today」を年２回発行し、海外へ向けての情報発信、

交流推進を周知した。また留学生向け中国語版ハンドブックも同様の趣旨で作成された（資料４－（１）－１－

Ａ）。 

 各学部の取り組みとしては、教育学部が西ジョージア大学との交流推進を明記し、理学部も年度計画等に ITP

プログラム等による東南アジア諸国への大学院生派遣、特別プログラムの活用等による大学院生の海外研修を支

援するなど、交流推進を明記している。工学部では、工学部規則で「国際的視野を持った技術者の育成」を掲げ、

また各学科履修要項においても、「国際的な場で活躍できるコミュニケーション能力の育成」、「世界に開かれ

た学部」であることなどが強調され、目標の周知がなされている。その他、アドミッション・ポリシーや自己評

価報告書に記載する部局、短期派遣留学要項に国際交流の推進を掲げる留学生センターなどもあるが、学生交流

に関する目標設定と実践を今後の課題とする部局や検討中の部局などが混在している。 

資料４－（１）－１－Ａ 

○KU Today  No.3、No.4（http://kokusai.kuas.kagoshima-u.ac.jp/kucip/about/newsletter.html） 

         

（出典：KU Today） 
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【分析結果とその根拠理由】 

 以上の状況から、学生の国際交流に関する目標が明確に定められ、公表、周知されているかという課題に対し

ては、全学的には相応の水準に達しているものの、各部局の足並みが勢ぞろいするには至っていないというのが

分析結果である。各学部のウェブサイト等のわかりやすい場所に目標を明確に掲載する必要があるという指摘も

なされている。 

 その根拠理由としては、上述した項目のほか、各学部、学内共同教育研究施設のウェブサイトがあげられる。

その内容を概観すると、理念、教育目標、アドミッション・ポリシーなどに学生の国際交流に関する目標が一定

程度、明確に掲載されている部局と、全学の目標記述に必ずしも沿っていない部局、記載がない部局がある。英

文ウェブサイトでは、ゴールや学部長メッセージに目標が記載されている部局も多少見られたが、全体的には記

載がさらに乏しくなっているなどの現状がうかがわれたため、上記のような分析結果となった。 

 

 

○評価基準 学生の国際交流活動をサポートする全学的な支援体制が整備され、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 平成21年度には、日本学生支援機構の短期留学推進制度特別枠を利用し、インドネシアのアンダラス大学から

２名の交換留学生を受け入れ、理学部を中心とする ITP（若手研究者インターナショナル・トレーニング・プロ

グラム）との連携により学生の相互交流を実施した（資料４－（１）－２－Ａ）。また理学部は日本学生支援機

構の支援を受け、マレーシアのトレンガヌ大学の学生・教職員13名を対象に10日間の国際大学交流セミナーを

実施した。法文学部ではブカレスト大学、ベトナムのカントー大学との学部間協定の締結を行った。ボン大学、

西ジョージア大学、カルナタカ国立工科大学、マイアミ大学との派遣、受け入れなどの相互交流も推進した。ま

た、現場体験型カリキュラムとして、共通教育において、国際協力体験講座東南アジアファームステイ、ベトナ

ム農村体験学習、国際農学・農業体験講座北米コース、ヨーロッパ体験学習を開講し、学生の国際交流をサポー

トした。 

 平成 22 年度には、「鹿児島大学学生海外研修支援事業」を制度化し、共通教育科目及び専門教育科目で 122

名の学生の海外研修を支援し、国際交流活動をサポートした（資料４－（１）－２－Ｂ）。 

 平成23年度には、日本学生支援機構が募集する留学生交流支援制度（ショートステイ、ショートビジット）の

５件を実施した。また日本人学生の海外協定校への留学、国際交流を推進するための「鹿児島大学学生海外留学

支援事業」をスタートさせ、23年度中に出発した７名（韓国４、台湾１、中国１、ドイツ１）に旅費の一部を支

援した（資料４－（１）－２－Ｃ）。 

 全学的には、各学部教員が国際戦略本部WGのメンバーや、留学生センター運営委員会のメンバーとなり、大学

全体の留学生の教育、国際交流等に関する審議や学部への周知等を行う体制を整えている。また全学の国際交流

委員会に対応する各学部の国際交流委員会も機能している。 

 法文学部では、学部内の国際交流委員会による学生の国際交流活動をサポートする支援体制が整備されている。

ミュンヘン大学、釜山大学校、山東師範大学、長江師範学院、レンヌ第２オート・ブルターニュ大学との学部間

学術交流協定により、学生の受け入れ、派遣を行っている。短期海外研修プログラムを実施し、北米教育研究セ

ンターのインターンシッププログラムに参加させた。 

 工学部では、「工学部岩崎国際学術交流基金」及び「工学部研究交流基金」により、学生の国際交流活動をサ

ポートする体制が整備されている。インドのカルナタカ国立工科大学、ミネソタ大学等への研修参加助成が行わ
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れた。国際学会派遣助成事業も実施した。理工学研究科でも同様の取り組みがなされている。 

 農学部では、農学部国際交流委員会規則のもとに、国際交流の実施体制が整備された。ジョージア大学農学部

との部局間学術交流協定は、全学の先頭をきって締結され、発展したものである。中国の雲南農業大学、湖南農

業大学、タンザニアのソコイネ農科大学農学部、インドネシアのディポネゴロ大学農畜産学部、タイの国立モン

クット王トンプリ工科大学生物資源工学研究科、台湾の国立中興大学獣医学部とも学部間協定を締結している。

平成23年度にはエジプトのカフルアッシャイフ大学農学部、中国四川大学錦江学院醸造工学部とも締結した。ま

た、農学部が中心となって締結した大学間協定は、スペイン、タイ、ベトナム、韓国、インドネシア、中国など

の各国の大学に及ぶ。学生の交流実績は、平成21、22、23年度にそれぞれ受け入れが19、36、４名、派遣が９、

20、42名であった。年ごとの変動が大きいが、持続的な交流が行われている。 

 教育センターは、海外研修科目について、水産学部、国際戦略本部、北米教育研究センターと協力して実施し、

学生の国際交流を推進している。 

 北米教育研究センターは、「海外研修基礎コース」を実施し（資料４－（１）－２－Ｄ）、サンフランシスコ・

ベイエリア周辺にて地元企業の他、UCバークレー、スタンフォード大学、サンノゼ州立大学の研究室訪問や学生

交流を行った（平成21年度16名、平成22年度37名、平成23年度51名参加）。また、「海外インターンシッ

ププログラム」では、シリコンバレー周辺の教育機関や企業にてインターンシップを実施し、交流の成果をあげ

た（平成22年度19名、平成23年度19名参加）。 

 留学生センターは、日本人学生の派遣について、説明会、個別相談、派遣前セミナーを実施し、学生の国際交

流を支援する体制を整えている。「多国籍合宿」（平成21年度・22年度）では、約400名の留学生、日本人学

生、市民が相互交流を行った。「異文化交流セミナーin 屋久島」（平成23年度）では、島嶼域からの留学生を

中心に約30名の留学生と屋久島の地域住民との交流が行われた。「留学生によるポスターセッション」（毎年）

を実施する体制を整備し、参加者は100名前後となっている。また日本学生支援機構の助成を受けたスタディ・

カゴシマ・ショートステイ・プログラム（平成23年度）では実施委員会を設け、学生の相互交流を支援する体制

を整えている。 

 

資料４－（１）－２－Ａ 

○学生海外研修支援事業（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~itp/） 

 

（出典：学生海外研修支援事業（ITP）ウェブサイト） 
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資料４－（１）－２－Ｂ 

○学生海外研修支援事業（http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/kaigaikenshu.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

資料４－（１）－２－Ｃ 

○留学生交流支援制度（平成24年度版）（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/gaiyou.html） 

 

（出典：平成24年度鹿児島大学概要） 

 

- 113 -



 
 

資料４－（１）－２－Ｄ 

○北米教育研究センター 海外研修基礎コースin米国カリフォルニアサンノゼ 

（http://www.kagoshima-u.ac.jp/faculty/hokubei/kiso.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 学生の国際交流活動をサポートする全学的な支援体制が整備され機能しているかという点については、大学全

体としては、支援体制がかなり整備されているというのが分析結果である。各学部等において、各種の国際交流

活動が活発に実施されており、全学との連携体制、周知の徹底など、一定程度の成果をあげているといえる。今

後の課題としては、教育研究活動と国際交流活動がどこでどのように融合しているか、あるいは分離しているか

を明確にし、独自の国際交流活動を全学的に展開、支援する体制の整備が期待される。 

 上記の根拠理由としては、各学部教員が国際戦略本部WGのメンバーや、留学生センター運営委員会のメンバー

となり、大学全体の留学生の教育、国際交流等に関する審議や学部への周知等を行う体制を整えていることや、

全学の国際交流委員会に対応する各学部の国際交流委員会も機能している点があげられる。しかしながら、各学

部からの報告中、例えば協定の締結から教育研究活動の実施など、本項目には様々な情報があげられており、国

際交流活動とは何かについての明確な把握が全学的には必ずしも統一的になされていないことがうかがわれる。

そのことは必ずしも欠点とはいえないが、今後、学生の国際交流活動を展開していく際には、研究活動、教育活

動、国際交流活動についてそれぞれ明確な認識をもって実施することが重要ではないかと思われる。 

 中でも教育活動と国際交流活動との区別は困難な場合も想定できるが、教育活動は達成目標が明確であり、一

定の学習時間を課し、課題達成、単位取得等を前提とするなど、ある程度の規定が可能な活動と捉えるならば、

国際交流活動との区別が可能となる。ともすれば曖昧になりがちな国際交流活動も、多様な活動のあり方を包含

し、その可能性を最大限に追求していく体制を整えることが期待される領域であるため、このような分析結果と

なった。 
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○評価基準 外国人留学生と地域社会との交流を支援する体制が整備され、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 平成21年度は戦略的大学連携支援事業として、留学生センターが開講する日本語５週間プログラムにおいて、

県内12大学に在籍する留学生の受講を推進し、合計117名の受講があった。また、同じく戦略的大学連携支援事

業で、留学生を講師とする「多言語サマープログラム」を、中・高校生を含む一般市民を対象に、フランス語、

ウルドウ語、ポルトガル語、マレー語、スワヒリ語の５言語プログラムを１か月間開講し、68人の受講があった。

これらの事業は平成22年度も継続的に実施し、21年度と同様の実績をあげた（資料４－（１）－３－Ａ）。 

 一方、鹿児島大学留学生会は、カントリートークを年数回開催。市民等約50名が毎回参加している。インター

ナショナルナイト（年１回）は毎年開催し、市民等約600名が参加。留学生との交流を図っている。そのための

実施体制は留学生会が会長以下、担当者を決めて分担実施している。そのほかに、本学の留学生が市内の小中高

校との交流事業に多数参加しているが、その事業の周知、学生募集は国際事業課が統括している。また各留学生

への個別指導は留学生センターも随時行っている。 

 平成22年度には、鹿児島県内における鹿児島県地域留学生推進会議をベースにした「鹿児島地域留学生ネット

ワークシステム」の構築を図り、準備を整え、23年度に運用を開始した（資料４－（１）－３－Ｂ）。 

また各学部においても、学外からの留学生の派遣依頼などがあった場合には、学部教務係・学生係や学部国際

交流委員会などを通じて要請に応じ、また必要があれば国際事業課とも連携をとっている。 

 学部・研究科によっては、教員の自己点検評価（構成員評価）の評価項目に「外国人の受け入れ、指導、国際

交流に関すること」が含まれており、教員へのインセンティブを促している。 

 また留学生センターの「多国籍合宿」（平成 21 年度、22 年度）、「異文化交流セミナー in 屋久島」（平成

23年度）、「留学生によるポスターセッション」（毎年）は、いずれも地域との連携を積極的に図り、地域住民

への周知、協力を得る体制を整備している（資料４－（１）－３－Ｃ）。 

 

資料４－（１）－３－Ａ 

○多言語サマープログラム（募集終了）（http://www.isc.kagoshima-u.ac.jp/new/GP/tagengo.htm） 

 

（出典：多言語サマープログラムウェブサイト） 
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資料４－（１）－３－Ｂ 

○鹿児島地域留学生ネットワークシステム 

（https://www.kuaskmenkyo.necps.jp/jssfstudent_kagoshima/index.aspx?mnno=4） 

 

（出典：鹿児島地域留学生ネットワークシステムウェブサイト） 

 

資料４－（１）－３－Ｃ 

○鹿児島大学留学生センター（http://www.isc.kagoshima-u.ac.jp/） 

 

（出典：鹿児島大学留学生センターウェブサイト） 
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【分析結果とその根拠理由】 

 外国人留学生と地域社会との交流を支援する体制が整備され、機能しているかという点については、かなりよ

く整備されていると判断される。その根拠は上述したように、国際事業課、国際戦略本部、留学生センター、各

学部等が連携を保ちながら、留学生、日本人学生、ボランティア団体、市民等の協力を得て、多様な形で交流支

援を行っているためである。参加人数等の点からも実施回数の上からも相応に整備されている。なお、「鹿児島

地域留学生ネットワークシステム」はまだ立ち上げたばかりであり、今後さらに包括的に交流を発展させる余地

を残しており、また各種事業の継続的な実施も必ずしも望めないケースもあり、今後一層の努力が期待されてい

る。 

 

 

○評価基準 帰国留学生等に対するフォローアップシステムが整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 平成21年度に、国際戦略本部が「鹿児島大学国際化推進総合支援プロジェクト」を立ち上げ、以下の事業に着

手した。 

(1) 帰国留学生の動向調査及び所在確認作業（約2,000名を対象）：この作業により、帰国留学生の名簿が電子

化されたが、完全なものではなく、またこの名簿の有効活用には至っていない。 

(2) 本学留学経験者等による「鹿児島大学海外ネットワーク」構築事業に着手し、中国湖南省、雲南省、及び紅

蘇省にある協定大学に在籍する本学卒業生13名に対して「鹿児島大学友好大使」（資料４－（１）－４－Ａ）

を委嘱し、ネットワーク事業への協力体制の一部を構築した。 

 

 「鹿児島大学友好大使」制度の正式な発足は平成22年４月となっており、中国東北大学及び雲南農業大学の帰

国留学生等12名に友好大使を委嘱。また南米ブラジルでも12名に委嘱した。 

平成23年度には、韓国ソウル市内において鹿児島大学友好大使の委嘱及び帰国留学生との交流会を実施した。 

 平成23年度末において、「鹿児島大学友好大使」を委嘱した人数の総計は57名、それぞれの所属大学等は、

韓国６大学、中国８大学、マレーシア３大学、インドネシア４大学、ブラジル１大学、パラグアイ１大学等とな

っている。友好大使の連絡先は一定程度把握しており、「KU Today」を随時送付しているが、英文概要の送付や

メールマガジンによる情報提供などは今後の課題である。各学部、留学生センターなどは必要に応じて、鹿児島

大学友好大使の委嘱にあたり、情報提供に協力している。 
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資料４－（１）－４－Ａ 

○鹿児島大学友好大使について（http://www.kagoshima-u.ac.jp/international/yukotaishi.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 帰国留学生等に対するフォローアップシステムが整備されているかという点に関しては、相応に整備されてい

るといえるが、帰国留学生の名簿の整備と活用も含め、今後のさらなる整備が期待される。その根拠理由は上に

記載したとおり、「鹿児島大学友好大使」の委嘱がある程度なされており、また委嘱に伴う交流会の実施なども

あったが、まだ部分的なものにとどまっていることなどがあげられる。また、帰国留学生の名簿に基づいた情報

提供が定期的に実施されておらず、友好大使についても委嘱後の継続的活動、同窓会の立ち上げなど、今後の課

題が残されているためである。また帰国留学生をネットワーク化することにより、だれがどのような利益を得る

かという点について、大学としての指針を明確にし、また受益者からのフィードバックも得て、有意義なネット

ワークを構築する必要がある。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 全学的には、国際戦略本部による「KU Today」の発行、「鹿児島大学学生海外研修支援事業」による122名の
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海外研修支援、「鹿児島大学学生海外留学支援事業」による7名の短期派遣留学支援、日本学生支援機構による

５件のショートステイ、ショートビジットプログラムの実施、戦略的大学連携支援事業による交流支援、「鹿児

島地域留学生ネットワークシステム」の構築、57名の「鹿児島大学友好大使」の委嘱などが特筆できよう。また

鹿児島大学留学生会によるインターナショナルナイト、カントリートークなども大規模で継続的国際交流の取り

組みである。 

 各部局の取り組みとしては、教育学部の韓国国立江陵原州大学校、西ジョージア大学との継続的な相互交流が

あげられる。医学部は、医学科５年生を毎年４名、マイアミ大学へ１年間、臨床実習研修に派遣。医学科６年生

を毎年６～10名程度、海外での１～３か月の臨床研修に派遣し、交流を実施している。保健学研究科では、外国

人招聘研究者と保健学研究科大学院生との間で「看護国際セミナー」を開催し、交流が行われた。平成23年度に

は、看護学専攻の学生４名が韓国で研修を行った。ブラジル人県費留学生は大学病院看護部と共同研究を行って

いる。 

 農学部は、国際協力農業体験講座をタイ、ミャンマー、ベトナムコースで開講。平成21、22、23年度の参加実

績は18、18、35名である。また外国語能力向上のための取り組みとして、英語講座、アジア言語講座、海外留学

準備・異文化理解入門などが開講された。グローバルセミナーとして、情報基盤センターの協力を得て、海外の

複数の大学とビデオ会議システムによるセミナーを実施、アメリカ、イタリア、オーストリアの大学に在籍する

学生との英語でのプレゼンテーション、チャットなどを含む意見交換を行った。その他に、鹿児島大学自習シス

テムの導入、獣医学夏期研修プログラムによるジョージア大学派遣。武元忠男教育研究助成基金による国際交流

助成も行った。 

 北米教育研究センターでは、「海外研修基礎コース」「海外インターンシッププログラム」などの充実したプ

ログラムを積極的に推進している。 

 留学生センターでは、留学生と日本人学生、地域社会の相互国際交流を推進する「多国籍合宿」「異文化交流

セミナー in 屋久島」「留学生によるポスターセッション」を実施する体制を整備している。平成21年度には、

日韓共同理工系学部留学生事業全国協議会を開催し、国内外から大学関係者を招聘し、学生の教育、交流につい

て審議を行った。 

 

【改善を要する点】 

 全体的に、学生の交流についても、学部・研究科ごとの目標を明確に定め、実践することが必要であると自己

評価している部局がある。学部間協定等の締結を進め、学生の国際交流が可能となるように取り組みたいとする

部局もある。学部、研究科独自の国際交流をさらに支援する組織整備を行いたいとする部局もみられた。全学的

に、教員の国際交流に比し、学生の国際交流をさらに活発に進めたいとする傾向が認められた。また全学の国際

交流支援の体制はある程度整備されているが、部局ごとの整備が今後の課題である。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

 部分的には判定「３（水準に達している）」と判断される領域もあるが、全体的には判定「４（優れている）」

と判断できる。 
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評価項目２ 教員の国際交流に関する事項（外国人研究者を含む。） 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 教員の国際交流に関する目標が明確に定められ、公表、周知されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 「中期目標」に「国際的に活躍できる人材の育成」として明確に定められ、公表、周知されている（前述資料 

２－（１）－１－Ａ）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 「中期目標」の「国際的に活躍できる人材の育成」は、「鹿児島大学の基本的目標」の一つでもあり、さらに

「鹿児島大学憲章」の中の「社会貢献」とも連動するものとして、一貫した形で示されている。 

 

 

○評価基準 教員の国際交流活動をサポートする全学的な支援体制が整備され、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 平成24年度よりこれまでの支援体制のさらなる機能強化のために、新たな体制が整備された。国際連携推進セ

ンター、留学生センター、北米教育研究センターを統括する「国際企画推進室」、各部局の国際関連担当委員会

と国際化施策の実施について協議する「国際交流委員会」そして事務支援を行う「国際事業課」の協働体制によ

って、全学的な支援体制がさらに整備され、機能している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 「第２期中期目標・中期計画」に基づいた支援制度（学長裁量経費）として、平成21年度に開始された「若手

教員海外研修支援事業」では、21年度６件、22年度５件、23年度８件、24年度は11件が実施された。なお、24

年度より北米教育研究センター枠も新設された。また、教員の申請を支援している事業としては以下のものがあ

る。 

(1) 日本学術振興会（JSPS）事業 

 ・ 最先端研究開発戦略的強化補助金（頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム、頭脳循環を加速

する若手研究者戦略的海外派遣プログラム） 

 ・ 若手研究者インターナショナルトレーニングプログラム 

(2) 国際協力機構(JICA)事業 

 ・ 集団研修［教員養成課程における教育改善方法の検討（英語圏アフリカ）］ 

 ・ 地域別研修「アジア・大洋州島嶼地域問題解決型の保健専門職人材育成」 
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○評価基準 海外の大学等との教育研究交流や共同研究を推進する組織が整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 全学的な国際教育研究交流や共同研究を推進する組織として、国際戦略本部、留学生センター、海外拠点とし

て北米教育研究センターが設置されている。 

 国際戦略本部は平成17年度に「教育研究の国際交流及び研究成果を基盤とした国際社会への貢献を戦略的に推

進することにより、教育研究の国際的通用性の向上を図ること」を目的として本学に設置された中枢機能組織で

あり、本部長を務める国際担当副学長の他、プログラム・ディレクター（教授）、プログラム・オフィサー、そ

してプログラムアドバイザーから構成されている（21～23年度）。国際戦略本部の業務として、１）本学の国際

化の企画・推進、２）教育研究の国際活動の企画・推進、３）国際協力事業の企画・推進及び外部資金の確保に

対する支援、４）国際機関、海外大学等との連携の強化、５）教職員の国際業務のスキルアップなどがあげられ

る。具体的には、中国や南米における学生の海外教育プログラムの実施（22、23年度）や、海外に向けた本学の

情報発信として、英語版ウェブサイトの作成や英語版情報誌「KU Today」の編集を行っている（21～23 年度）。

また、各部局に対する国際教育研究活動の支援として、理工学研究科の「インターナショナル・トレーニング・

プログラム」（21～23 年度）をはじめ、国際協力機構（JICA）との連携による各部局への研修員受入に対して、

重要な役割を果たしている（22、23年度）。 

 留学生センターは、本学の外国人留学生および海外留学を希望する本学の学生に、必要な教育および助言指導

を行うことで、本学における国際交流を推進することを目的に、平成12年度に設置された学内共同教育研究施設

の１つである。センター長（教授）の他、教授１名、准教授２名の専任教員、数名の非常勤講師から構成されて

いる（21～23年度）。留学生センターの業務として、１）外国人留学生に対する日本語教育や学習カウンセリン

グ、２）外国人留学生の地域社会との交流の推進、２）海外留学を希望する日本人学生への情報提供などを、主

な業務としている。具体的には、センターが独自に実施した国際教育事業として、「多国籍合宿」（21、22年度）、

「異文化交流セミナー in 屋久島」（23年度）が、また国際共同研究として「日韓理工系学部留学生全国協議会」

の開催（21年度）がある。また、各部局に対する国際教育研究活動の支援として、戦略的大学連携支援事業によ

る「日本語５週間プログラム」と「多言語サマープログラム」（いずれも21、22年度）を実施している（前述資

料４－（１）－３－Ａ）。 

 北米教育研究センターは米国カリフォルニア州サンタクララ市にあるピクセラ社内に、平成16年度に設置され

た、ベンチャービジネスラボラトリー・シリコンバレーオフィスを前身としており、平成20年度に本学の海外拠

点として、全学組織である現在のセンターへと発展的に改組した。設立当初はセンター長（特任教授）１名のみ

の構成であったが、その後、さらに２名の特任教授と国際事業課から１名の職員が派遣されている。北米教育研

究センターの業務として、１）学生および教職員の教育および研修、２）海外の大学および企業等との共同研究・

共同事業の推進、３）セミナーやフォーラムの開催、４）海外の大学との連携による本学の国際推進活動などが

あげられる。具体的には、学生の海外教育プログラムとして「海外研修基礎コース」や「海外インターンシップ

プログラム」を毎年実施している（21～23年度）。また、国際共同研究推進の一環として、現地において「鹿児

島国際科学技術フォーラム」（21～23年度）や「鹿児島国際コロキアム」（22年度）、国際学術セミナーとして

「日米未来フォーラム」（21～23年度）を開催している。 

 一方、各部局において国際教育研究交流や共同研究を推進する組織は特に設置されていないが、唯一、水産学

部にフィリピン大学ビサヤス校日本オフィスが、ビサヤス校のミヤガオ・キャンパスに本学のフィリピンオフィ

スが開設され、本学のアジア教育研究の拠点となっている。その他、大部分の部局において、国際交流委員会が
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設置されており（資料４－（２）－３－Ａ）、海外の大学等の教育研究交流や共同研究に関する業務の一部を担

っている。 

 

資料４－（２）－３－Ａ 

○各部局における国際交流委員会の設置状況 

設置されている部局 設置されていない部局 

法文学部 歯学部 

教育学部 水産学部 

理学部 司法政策研究科 

医学部 臨床心理学研究科 

工学部 連合農学研究科 

農学部  

共同獣医学部  

理工学研究科  

医歯学総合研究科  

（出典：国際企画推進室作成） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 当該年度（21～23年度）は、国際戦略本部、留学生センター、北米教育研究センターの３組織が、実際にそれ

ぞれが独自の特色と機能を生かしつつ、お互いに連携をしながら、精力的に活動を行う基盤がほぼ完成した時期

であったと分析できる。その根拠として、これまでお互いに情報を共有する機会がほとんどなかったが、平成22

年度には国際戦略本部の組織を一部変更し、同本部のプログラム・オフィサーとして、新たに留学生センター長

および北米教育研究センター長を加え、国際戦略本部の会議において、積極的にお互いの情報を交換できるよう

になったことである。これが、後年の国際連携企画室の設置内容に大きな影響を与えていると思われる。一方、

国際戦略本部のプログラム・ディレクターは、全学の国際交流委員会においてオブザーバーとしての立場でしか

なかったが、同委員会の規則を改正することにより、正式な委員として委員会の議決に参画できるようになった。 

 各部局においては、国際教育事業や国際共同研究の実施の大部分が、各講座（研究室）の個人的努力に委ねら

れており、それらを支援する特別な組織は設置されていない。大部分の部局において、国際交流委員会が設置さ

れているが、部局の意見を全学の国際交流委員会に伝える機能に終始していることが多く、国際教育事業や国際

共同研究の支援機能はほとんど有していない。今後、部局単位での国際化に向けた組織の整備を積極的に進める

必要があると思われる。 

 最後に、本学の国際化を支える事務組織として国際事業課の存在が重要な役割を果たしていることを記載して

おきたい。国際事業課は課長以下、非常勤職員を加えても10数名のそれほど大きくない組織であるが、上記３組

織の業務サポートに加え、各部局からの要請に応じて、国際事業に関する種々の業務を担うという、きわめて多

忙な組織である。そのような中、職員の国際化業務のスキルアップのために、北米教育研究センターにおいて、

若手職員を交代で研修させていることも特筆に値する。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 北米教育研究センターを代表とする海外拠点を設置し、またその積極的な事業活動により、本学の学生のみな

らず、職員の国際化に大きく貢献していることは、優れた点として高く評価できる。また、国際戦略本部、留学

生センター、北米教育研究センターの３組織は、それぞれが少ない人数の職員で運営されているにも関わらず、

国際事業課と密に連携を取りつつ、多岐にわたる項目について、本学の国際化に寄与していると思われる。 

 

【改善を要する点】 

 上記の全学的な組織の活動と比較し、各部局の国際交流に関する取り組みは、部局内の国際化に関する組織整

備を含め、まだまだ充実しているとは言い難い。現在の「国際交流委員会」を「国際企画推進委員会」として改

編するによって、各部局と全学的な協働体制をさらに充実させることや、各種事業の申請支援体制を見直し充実

させることが必要であると思われる。さらに、付け加えるならば、国際事業課を除き、他の事務組織およびそこ

の職員の国際化はかなり遅れていると言わざるを得ない。公文書の多言語化（日本語と英語）を進め、全ての事

務業務が英語で遂行出来るよう、職員の英語教育が必要であると思われる。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

  判定「４（優れている）」と判断できる部分もあるが、当該期間における実績から総合的に判断すると判定

「３（水準に達している）」と判定される。 
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評価項目３ その他国際交流に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 国際機関等との国際協力連携体制が整備され、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 多くの学部及び研究科において、国際機関等との国際協力連携体制が整備されており、機能している。部局に

よっては、長年に渡り連携体制が継続し、活発な交流が行われている。以下に代表的な国際機関等との連携事業

について記述する。 

(1) 国際協力機構（JICA） 

 ・ 水産学部・水産学研究科：JICAとの継続的な協力連携体制を構築しており、国際研修事業を長期にわたって

実施している。近年は、エリトリア国高等教育整備事業に協力して、大学院（水産学研究科）に学生を受け

入れている（これまでに４名の実績）。また、マレーシア国を対象とした沿岸漁業管理に関する草の根技術

協力事業も委託されている。さらに、日系研修事業に毎年採択され、例年１〜２名の研修員が６ヶ月の研修

を行っている。数名の教員が JICA 事業の支援委員を歴任し、現地への調査研究評価のために派遣されてい

る。 

 ・ 医学部・医歯学総合研究科・保健学研究科：JICA委託事業により、国際島嶼医療学講座は、「アジア・大洋

州島嶼地域問題解決型の保健専門職人材育成」を実施した。さらに、「大洋州地域保健医療における包括的

予防対策」における調査団を派遣し、研修員受入を実施している。 

 ・ 教育学部・教育学研究科：JICA委託事業により、アフリカ英語圏諸国の学校教育関係者に対する研修視察プ

ログラムを実施した。アフリカ諸国から16名を１ヶ月受入し、21〜23年度では計34名を受け入れた。研修

内容には附属学校訪問、授業見学等も含まれ、これらの受入実績は、教員養成系大学では全国でも鹿児島大

学を含め２大学のみである。 

(2) 日本学術振興会（JSPS） 

 ・ 水産学部・水産学研究科：「拠点大学交流事業」および「アジア研究教育拠点形成事業」の採択を受け、平

成10年度からフィリピン大学との国際協力連携体制を構築整備してきた。その結果、毎年20名前後の派遣

研究者と 20 名前後の受け入れ研究者の交流を実施し、述べ８回の国際セミナー、共同研究の開催を実施し

た。平成 18 年には鹿児島大学水産学部およびフィリピン大学ビサヤス校にそれぞれのリエゾンオフィスが

開設され、研究者の交流促進に活用されている。「アジア研究教育拠点形成事業」は平成 24 年度現在継続

中である。 

 ・医学部・医歯学総合研究科・保健学研究科：アジア・アフリカ学術基盤形成事業、若手研究者海外派遣プロ

グラム、二国間交流事業の採択を受け、関連国との国際協力連携体制が構築されている。また、「第二回鹿

児島国際看護フォーラム」を日本学術振興会支援事業として開催し、230名の参加者があった。 

(3) その他の事業 

 ・水産学部・水産学研究科：公益財団海外漁業協力財団との連携を継続しており、途上国から毎年研修員を５

〜10名受入れ、６ヶ月間の研修を提供している。また、東南アジア水産開発センター（SEAFDEC）とは協力

協定を有しており、国内で組織された SEAFDEC 支援委員会に学部から継続的に委員を参加させており、

SEAFDEC のタイ事務所、フィリピン事務所とは現地でも協力活動がある。さらに、フォーラム漁業機構と協
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力関係にあり、留学生派遣先に指定されており、毎年大学院（水産学研究科）に留学生を受け入れている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 研修、研究者交流、セミナー開催など活発に国際交流が実施されており、鹿児島大学は、国際協力連携体制は

十分整備され機能していると判断できる。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 鹿児島大学は、多くの部局において、日本国内の国際貢献・交流機関等と長年にわたり継続的な強固な協力関

係が構築され、多くの事業に採択されている点は高く評価できる。 

 

【改善を要する点】 

 部局間で若干の格差があることから、より融合的な協力体制を構築する必要がある。また、活発な交流、協力

関係が進めば進むほど専念できる事務組織の更なる改善も必要となろう。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

  現組織体制においては可能な限りで整備されており、その実績もある程度あり、評価項目３の評価は判定「４

（優れている）」と評価した。 

 

 

 

 

「領域４ 国際交流」に関する総合評価 

 本学が学長のリーダーシップのもと、平成 19 年度に制定した「鹿児島大学憲章」の中で、教育では「国際社

会で活躍しうる人材の育成」、研究では「世界水準の研究拠点」、そして社会貢献では「アジアや太平洋諸国と

の連携と研究者や学生の双方向交流および国際共同研究・教育の推進」が、本学の国際化に関する目標として掲

げられている。本学の国際化を重要視する姿勢は、平成 21 年度から、現学長および理事の下で、本学の国際化

の業務を統括する者として、国際戦略本部長を兼務する国際戦略担当副学長を置いたことでも、明らかである。

このような状況の下、国際戦略本部は当初の「企画立案組織」から、実際に全学および各部局の学生および職員

の国際化に関するサポートだけでなく、独自で本学の国際化業務の一端を担う「実施組織」へと発展を遂げた。

海外拠点である北米教育研究センターは、センター長が平成 21 年度にサンフランシスコ・ベイエリア大学間連

携ネットワーク（JUNBA）の会長を努めるなど、現地において鹿児島大学を大きくアピールする存在となり、ま

た学生の教育や職員の研修の拠点としても、その重要性は益々高くなりつつある。留学生センターは学内共同教

育研究施設の１つとして、これまで留学生の受入と教育に大きな役割を演じてきたが、最近ではセンター長を中
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心に、本学の国際化における企画立案組織としての役割も果たすようになった。このように、この数年の間に、

現学長および理事の主導で、国際化に関する組織整備が進められ、また学長裁量経費の約30％（平成 23 年度実

績）を国際関係の予算として投入したことで、学生および職員の国際化および国際交流における実績が着実に上

がっていると評価出来る。 

 一方で、部局における国際化に関する組織整備や国際交流に関する実績は、各部局によって差が大きいと思わ

れる。また、各部局の構成員個人の間でも、専門分野が異なるので、やむを得ない部分があるとは言え、国際化

に関する意識に大きな違いがある。これらの一部は、上記の国際に関する３組織や国際事業課と連携し協働する

ことで、ある程度カバーすることが可能であると思われるが、各部局独自での国際化に取り組む体制を充実させ

ることが、今後の大きな課題である。現在、「グローバル人材育成推進事業」など、国の主導で大型予算措置を

伴う大学の国際化関係事業が展開されており、本学の国際化を今後さらに発展させるためには、これらの外部資

金を獲得するような体制作りが、全学だけでなく各部局においても、必須であると思われる。また、国際共同研

究に関しては、その性質上、各部局の各構成員が独自に外国の研究者と研究を実施せざるを得ないが、そのため

に各研究者は共同研究契約など、書類上の手続きを自らの努力で行ってきた。結果として、本学における国際共

同研究の内容や実績が、全学的および包括的に把握されておらず、研究の国際化に関しては正確な評価が出来な

いという状況にある。今後は手続きに関する書類を完全に英語化するとともに、それらを事務組織で処理できる

ようにするなど、教員だけでなく事務職員の国際化教育を積極的に推進する必要があろう。 

 結論として、本学の国際化および国際交流は、現学長を中心とする現体制の強いリーダーシップによって、「何

をすべきか」、「どのようにすべきか」ということが、ようやく各職員に理解されるようになったと言えよう。

しかしそれは飛行機に例えれば、ようやく滑走路から離陸した段階であって、本学が今後、全国の他の国立大学

法人と比較して、「独自の国際化・国際交流を展開している」との評価されるためには、現在の組織や事業のさ

らなる発展が必要あると思われる。  

 これらのことから、判定「４（優れている）」とする。 
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領域５ 診療 

 

評価項目１ 診療体制に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 診療活動を展開する上で必要な診療の運営体制が適切に整備され、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

医学部・歯学部附属病院では、平成24年現在、診療科として疾患機能別に17センターを設置し、診療施設と

して28施設を設置するとともに、薬剤部、看護部、臨床技術部、事務部を置く体制としている（資料５－（１）

－１－Ａ）。 

また、平成24年５月１日現在、教授・准教授等の教員143名、事務・技術者・看護師等その他の職員874人の

合計1,017名の現員からなる（前述資料１－（２）－３－Ａ）。 

病院の理念と基本方針のもと、病院長、副病院長等の役職者は言うに及ばず、病院の多くの職員が、各部門科

長、医長、師長、リスクマネージャー等のそれぞれの役割に応じた業務を十分に果たし機能している。また、院

内各種委員会が設置され病院の管理運営上有効に機能している（資料５－（１）－１－Ｂ）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 医学部・歯学部附属病院では、理念と基本方針が定められるとともに、体制図のとおり各現員が適切に配備さ

れることにより、各現員が役割に応じた業務を実施している。 
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資料５－（１）－１－Ａ 

○鹿児島大学医学部・歯学部附属病院組織図 

（http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/hospital-info/k7soshiki.html） 

 

（出典：鹿児島大学医学部・歯学部附属病院ウェブサイト） 
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資料５－（１）－１－Ｂ 

○理念と基本方針（http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/hospital-info/k6rinen.html） 

理念 

鹿児島大学病院は、２１世紀に輝くヒューマントータルケア病院の構築を目指し、医療人の育成及び医学・歯

学の研究の充実と発展に貢献する共に、常に患者さん本位の原点に立った、質の高い医療を提供します。 

基本方針 

１．患者さんの権利を尊重し、安心で安全な納得のいく治療を心がけます。 

２．質の高い医療、先進的医療の充実を図り、地域の中核的医療機関として貢献します。 

３．教育・研修病院として、地域の医療機関との連携を図り、人間性豊かな使命感あふれる医療人を育成しま

す。 

４．診療を通じてわが国の医学・歯学の研究を推進し、医学・歯学及び医療の国際貢献を目指します。 

５．安全で効率の高い病院運営体制を確立します。 

患者さんの権利と責務 

（患者さんの権利） 

１．良質な医療を公平に受ける権利 

２．人としての尊厳を尊重される権利 

３．プライバシーや個人情報が保護される権利 

４．自分の状態や診療内容について説明と情報提供を受ける権利 

５．自分の意思で医療を選択する権利 

（患者さんの責務） 

１．自分の健康状態についてできる限り正確な情報を提供する責務 

２．当院の規則を守り、迷惑行為を慎む責務 

３．診療費を速やかに支払う責務 

（出典：鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 理念と基本方針） 

 

 

○評価基準 病院経営の効率化が適切に計画・実施されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

医学部・歯学部附属病院の計画については、大学の中期計画を達成するためのロードマップを策定し、当該ロ

ードマップに沿った年度計画を策定し、着実に実施している。 

具体的な効率化の取組として、医師・看護師等の負担軽減並びに業務効率化のために、病棟や外来等にクラー

ク・補助者を配置し、必要に応じて部署間での流動的配置を行っている。 

また、入退院支援として、ベッドコントロールによる空床活用促進と患者サービスの充実に努め、退院支援で

は、退院支援ナースを各病棟に配置し、退院支援カンファレンスを実施している。病棟からのタイムリーな情報

をもとに、スムーズな入院・転院・退院につなげ、支援件数は増加した。 

要支援患者情報については、これまで電話連絡で行っていた関連病院との情報伝達をテンプレート方式に変更

したことで、地域医療連携センターと関連病院との情報伝達がスムーズに行うことができるようになった。 

また、患者の待ち時間の短縮を目的として、平成 22 年度から全ての診療科を対象として外来予約制を導入し
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た（資料５－（１）－２－Ａ）。 

その他、「人事戦略室」、「病院再開発推進室」を設置して病院経営の効率化に積極的に取り組むなど、病院

の管理運営体制の拡充を図った。 

それに並行して、軽度の再来患者は関連病院に紹介し、高度な治療（手術を含む。）を要する患者を関連病院

からの紹介により受け入れる体制が徐々に整い、新入院患者数も増加した。 

 

資料５－（１）－２－Ａ 

○入院予約画面（http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/appointment/medi2.html） 

 

（同ページ内の外来診療の流れ図） 

 

（出典：鹿児島大学医学部・歯学部附属病院ウェブサイト） 

- 130 -



 
 

【分析結果とその根拠理由】 

 運営の効率化に向けた取組として大学の中期計画を基にロードマップを作成し、当該ロードマップに沿った年

度計画を作成し、年度計画を着実に実施している。また、業務負担の軽減や効率化のための具体的な取組を実施

している。 

 これらのことによって、病院経営の効率化が適切に計画・実施されている。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

医師・看護師等の負担軽減並びに業務効率化のために、病棟や外来等にクラーク・補助者を配置するとともに、

これまで電話連絡で行っていた関連病院との情報伝達について、テンプレート方式を変更したことで、地域医療

連携センターと関連病院との情報伝達がスムーズに行うことができるようになった。 

 

【改善を要する点】 

特になし。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

医学部・歯学部附属病院では、理念と基本方針が定められるとともに、体制図のとおり各現員が適切に配備さ

れることで、各現員が役割に応じた業務を実施している。 

また、医師・看護師等の負担軽減並びに業務効率化のために、病棟や外来等にクラーク・補助者を配置する等

の戦略的な人員配置等を実施していること等から、判定「４（優れている）」とする。 
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評価項目２ 診療活動に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 病院理念に基づき、診療の質の向上が図られていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

附属病院の理念であるヒューマントータルケア病院の構築を目指し、薬剤師、看護師、各分野の臨床技術者等

で、業務関連の各種資格の取得に努めている（資料５－（１）－１－Ｂ 前掲）。 

また、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」及び厚生労働省の「新人看護職員研修ガイドライン」に沿

って、看護職について平成 23 年度入職者から新たな看護師の卒後臨床研修制度として、入職直後の２～３か月

をめどに、ローテーション研修を実施した（資料５－（２）－１－Ａ、資料５－（２）－１－Ｂ）。 

 なお、本院は、平成24年10月５日付けで公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定（Ver.6.0）

を取得している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

附属病院の理念であるヒューマントータルケア病院の構築を目指し、薬剤師、看護師、各分野の臨床技術者等

においては、業務関連の各種資格の取得に努めており、病院理念に基づき診療の質の向上を図っている。 

 

資料５－（２）－１－Ａ 

○看護師等の人材確保の促進に関する法律（抄）（平成四年六月二十六日法律第八十六号） 

（病院等の開設者等の責務） 

第五条 病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、

かつ、これを看護業務に十分発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事す

る看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにする

ために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 ２ 病院等の開設者等は、看護に親しむ活動への国民の参加を促進するために必要な協力を行うよう努めなけ

ればならない。 

                     （出典 看護師等の人材確保の促進に関する法律） 

 

資料５－（２）－１－Ｂ 

○新人看護職員研修ガイドライン（抜粋）http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/s1225-24.html） 

３）研修体制の工夫 

②研修の工夫 

・ローテーション研修代表される複数領域の研修：一つの部署では得ることのできない幅広い臨床実践能力

を獲得するために有効 

（出典 厚生労働省ウェブサイト 新人看護職員研修ガイドライン） 
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○評価基準 病院理念に基づき、安全管理体制が適切に整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

「鹿児島大学医学部・歯学部附属病院の医療に関する安全管理指針（医療に関する安全管理指針）」の改定や

「鹿児島大学医学部･歯学部附属病院院内感染対策指針（医療安全管理マニュアル）」の作成、安全管理部門と

感染制御部門を統合した「医療環境安全部」の設置等の様々な取組を実施し、予防的措置や安全管理への対応を

行うとともに、再発防止を図る体制を整備し、医療の安全管理に万全を期した（資料５－（２）－２－Ａ、資料

５－（２）－２－Ｂ、資料５－（２）－２－Ｃ）。 

従来別々に行ってきた安全管理と感染対策研修会を、平成22年度から同日開催とした。また、ICTのラウンド

については、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師による、入退室時や処置前の手指衛生等の感染対策や、耐性

菌検出患者の部屋配置等の隔離状況のチェックを行う院内ラウンドを毎週実施し、チェック結果を部署へ還元し

て改善を行っている。 

平成 23 年度には、医療環境安全部として、安全と感染の合同研修会を年間４回実施し、病棟ラウンドを週１

回実施した。また、外来・中央診療部門ラウンドも随時実施した（平成 23 年度の実施回数：７回）。ラウンド

において重大な指摘事項が見受けられた場合は、後日、該当部署を対象に改善状況の確認を行った。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 「医療に関する安全管理指針」等の制定や「医療安全管理マニュアル」の作成、安全管理部門と感染制御部門

を統合した「医療環境安全部」の設置等を行うとともに、安全と感染の合同研修会やICTラウンドの実施を行っ

ており、病院理念に基づき、安全管理体制が適切に整備されている。 

 

資料５－（２）－２－Ａ 

○医療に関する安全管理指針（抜粋）（http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/hospital-info/k6rinen.html） 

Ⅰ 趣 旨 

医療法第６条の10及び医療法施行規則第１条の11 第１項に基づき、鹿児島大学医学部・歯学部附属病院（以下

「本院」という。）は、特定機能病院として、患者が安心できる医療環境のもとで、安全かつ高度な医療を適切

に提供するという深い認識に立ち、次のとおり医療安全の取り組みを宣言し、信頼性の維持及び向 

上を目指すため、ここに医療に関する安全管理指針を策定する。 

１ 患者及びその家族並びに医療チームの相互の意思疎通を良好にし、患者本位の医療の質と安全を追求する。 

２ 医療の質と安全の確保は、すべての職員の責務であることを自覚し、失敗に学び改善につなぐ文化を育む。 

３ 医療の質と安全を保証するためのシステムの構築を組織を挙げて行う。 

（出典：医療に関する安全管理指針） 
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資料５－（２）－２－Ｂ 

○ICTの組織（http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/hospital-info/depts/depts29.php） 

 

（出典：鹿児島大学医学部・歯学部附属病院ウェブサイト） 

 

資料５－（２）－２－Ｃ 

○医療安全管理マニュアル（第７版）（表紙） 

 

（出典：医療安全管理マニュアル（第７版） 
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○評価基準 診療への研究成果が反映され、先端的医療が導入されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

インプラント義歯、内視鏡下小切開泌尿腫瘍手術、早期胃がんに対する腹腔鏡下センチネルリンパ節検索等の

先進医療の承認や難治性疾患であるHTLV-１関連脊髄症（HAM）の新しい治療法の開発など、高度医療・先進医療

の研究開発を積極的に推進した。さらに、医歯学総合研究科と三重大学の共同研究グループは血栓症の治療薬開

発に結びつけた実績が評価され、平成20年度に「第45回ベルツ賞の一等賞」を獲得した。 

消化器外科において、先進医療として承認されている「腹腔鏡下肝切除術」をさらに発展させた３D-CT画像シ

ミュレーションを応用した新規手術法「門脈３D-CTシミュレーションに基づく腹腔鏡補助下系統的肝切除術」の

開発を行った。 

また、最先端医療情報の医療関係者への啓発の一貫として、民間研究機関から講師を招き平成21年７月に「再

生医療セミナー」を開催した。 

平成23年度には、先進医療・既評価技術となる「肝切除手術における画像支援ナビゲーション」と「内視鏡

的大腸粘膜下層剥離術」、高度医療・既評価技術となる「パクリタキセル腹腔内投与並びにS-１内服併用療法 腹

膜播種又は進行性胃がん」の承認を得ることができた。また、高度医療の新規申請を行うための準備も進めてお

り、先進医療に積極的に取り組んでいる（資料５－（２）－３－Ａ）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 早期胃がんに対する腹腔鏡下センチネルリンパ節検索、歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法

等の先進医療の承認や難治性疾患であるHTLV-１関連脊髄症（HAM）の新しい治療法の開発など、高度医療・先進

医療の研究開発を積極的に推進するとともに、消化器外科では、新規手術法「門脈３D-CTシミュレーションに基

づく腹腔鏡補助下系統的肝切除術」の開発を行うなど、診療への研究成果が反映され、先端的医療が導入されて

いる。 
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資料５－（２）－３－Ａ 

○先進医療の実施状況（http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/hospital-info/senshin.html） 

 

（出典：鹿児島大学医学部・歯学部附属病院ウェブサイト） 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

職員の資格取得を推進するなど診療の質の向上に努めている。 

また、「医療に関する安全管理指針」の改定や「医療安全管理マニュアル」の作成、「医療環境安全部」の設

置等の予防的措置や安全管理への対応を行うなど再発防止を図る体制を整備し、医療の安全管理に万全を期して
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いる。 

先端医療として、３D-CT 画像シミュレーションを応用した新規手術法「門脈３D-CT シミュレーションに基づ

く腹腔鏡補助下系統的肝切除術」等の開発を行っている。 

 

【改善を要する点】 

 特になし 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

職員の資格取得を推進するなど診療の質の向上に努め、「医療に関する安全管理指針」の改定や「医療安全管

理マニュアル」の作成、「医療環境安全部」の設置等の予防的措置や安全管理への対応を行うなど再発防止を図

る体制を整備し、医療の安全管理に対応するとともに、先端医療として、３D-CT画像シミュレーションを応用し

た新規手術法「門脈３D-CTシミュレーションに基づく腹腔鏡補助下系統的肝切除術」の開発を行う等から、判定

「４（優れている）」とする。 
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評価項目３ その他診療に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 良質な医療人が養成されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

各診療科における、学会・研究会等での医療に関する最新の知見や手技等の習得及び日々の症例研究を行うカン

ファレンス等の実施は言うに及ばず、各診療科以外の分野においても、それぞれの分野に応じた各種資格取得の

職員への奨励や、各種研修会・講習会等の実施を通して、診療体制の強化向上を行っている（資料５－（３）－

１－Ａ）。 

研修医に対する卒後臨床研修については、鹿児島県や県内の主要医療機関と連携し、地域医療を担う医師の育

成に重点を置き、常に改善を行いながら質の高い研修内容を提供している。平成23年度には、細分化された卒後

臨床研修プログラムを１本化し、県内の協力病院と調整を行い、研修施設選択についてより自由度を増した平成

24年度プログラムの申請を厚生労働省に行い、承認された。これを受けて、県内の研修協力病院との調整のうえ、

新プログラムに対応したローテーションを作成し、一層充実した内容の研修を行うことが可能となった（資料資

料５－（３）－１－Ｂ、資料５－（３）－１－Ｃ）。 

 

資料５－（３）－１－Ａ 

○研修会開催実績「平成23年度 院内感染対策研修会」の事例（色つきは外部講師） 

(http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~ict/aisatusoshikimeibo/kenshukaischedule.htm) 

 

（出典：鹿児島大学病院ICT ウェブサイト） 
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資料５－（３）－１－Ｂ 

○平成25年度鹿児島卒後臨床研修プログラム「桜島」 

（http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~sotsugo/sakurajima/） 

 
（出典：鹿児島大学病院卒後臨床研修センターウェブサイト） 
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資料５－（３）－１－Ｃ 

○卒後臨床プログラムの改善及び協力病院等について 

（http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~sotsugo/sakurajima/） 

 
（出典：鹿児島大学病院卒後臨床研修センターウェブサイト） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

大学病院内のそれぞれの分野に応じた各種資格取得の職員への奨励や、各種研修会・講習会等の実施を通して、

診療体制の強化向上を行っており、また、研修医に対する卒後臨床研修については、鹿児島県や県内の主要医療

機関と連携し、地域医療を担う医師の育成に重点を置き、常に改善を行いながら質の高い研修内容を提供するな

ど、良質な医療人が養成されている。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

大学病院内のそれぞれの分野に応じた各種資格取得の職員への奨励や、各種研修会・講習会等の実施を通して、

診療体制の強化向上を行っている。また、研修医に対する卒後臨床研修については、鹿児島県や県内の主要医療

機関と連携し、細分化された卒後臨床研修プログラムを１本化することで研修の自由度を増やし、より質の高い

研修内容の提供をしている。 
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【改善を要する点】 

 特になし 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

大学病院内のそれぞれの分野に応じた各種資格取得の職員への奨励や、各種研修会・講習会等の実施を通して、

診療体制の強化向上を行っている。また、研修医に対する卒後臨床研修については、鹿児島県や県内の主要医療

機関と連携し、細分化された卒後臨床研修プログラムを１本化することで研修の自由度を増やし、より質の高い

研修内容の提供をしていることから、判定「４（優れている）」とする。 

 

 

 

 

「領域５ 診療」に関する総合評価 

病院は診療を主な業務としているが、慢性的な医師不足のなか、各診療科等の医師は日々多くの入院患者及び

外来患者の診療に従事しながら、各専門分野で最先端の診断法や治療方法の習得に努め、質の高い医療を提供出

来るよう常に最善を尽くしている。 

薬剤師、看護師、各分野の臨床技術者等も、業務関連の各種資格の取得に努め、診療の質向上に貢献している。 

また、女性専用外来の設置や全診療科の予約制の導入等患者サービスの向上にも力を入れてきた。患者からの

声に応えて施設設備の改修を行う等、日々改善に向け努力している。 

本院は、鹿児島県内で唯一の特定機能病院であり、地域の中核機関として他の病院と連携し、各病院がそれぞ

れの規模や機能に応じた医療を行うことによって、地域全体でより多くの方により質の高い医療を提供できる体

制の構築に努めている。 

病院職員にとっては新入局医員、コメディカル職員、卒後臨床研修医への教育も重要な仕事であり、次世代の

優秀な医療従事者の育成にも力を入れている。 

以上のことから、また、各項目の評価も水準４であることから、総合評価として判定「４（優れている）」と

する。 
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領域６ 管理運営 

 

評価項目１ 教育研究組織の管理運営に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 管理運営体制及び事務組織が整備され、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 国立大学法人法及び国立大学法人鹿児島大学組織規則に基づき、役員会、経営協議会、教育研究評議会を設 

置し、管理運営に関する重要事項を審議、決定している（前述資料１－（２）－１－Ａ）。 

 教育研究評議会は、学長、理事を含む33名の評議員で構成され、教学に関する重要事項を審議し、経営協議 

会は、学長、理事、事務局長及び附属病院長と７名の学外有識者で構成され、経営に関する重要事項を審議し、 

役員会により最終決定を行っている。また、迅速かつ効果的な意思決定と学内の合意形成を図るため、役員等会

議及び大学運営会議を設置している。各学部等においては、教授会を設置し、重要事項についての審議・決定を

行っている。 

 また、経営・管理運営体制として、企画立案を行う「室」と企画立案された事項の実施を行う「センター等」

を設置した（資料６－（１）－１－Ａ）。 

 事務組織については、学長直轄の監査室と６部 17 課１室で構成される事務局を置くとともに、各学部等に事

務部を設置している（資料６－（１）－１－Ｂ）。 
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資料６－（１）－１－Ａ 

○鹿児島大学経営管理運営体制図 

 

（出典：総務課作成） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学　経営・管理運営体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H24.4.1

「室」：学長に対して、主に企画

立案を行う。
「センター等」・「事務部門」：主に実施（室への企画立案も行う。）

総務部

財務部

施設部

研究

国際部

学生部

学術

情報部

※色分けは以下のとおり。

水色＝総務担当理事、赤色＝企画担当理事、緑色＝教育担当理事、紫色＝研究担当理事、灰色＝財務担当理事
※（新）＝新設、（改）＝改組

学生部教務課

学生部教務課

就職支援センター 学生部学生生活課

アドミッションセンター 学生部入試課

学生支援センター 学生部学生生活課

医用ミニブタ開発センター 研究国際部研究協力課

危機管理室

コンプライアンス推進室

共通教育等企画室

総務部総務課、労務調査室

学術情報基盤センター 総務部情報企画課

留学生センター 研究国際部国際事業課

北米教育研究センター 研究国際部国際事業課

総合研究博物館 研究国際部研究協力課

地域防災教育研究センター 研究国際部社会連携課

生涯学習教育研究センター 研究国際部社会連携課

教育センター 学生部教務課

保健管理センター 学生部学生生活課

埋蔵文化財調査センター 施設部企画課

自然科学教育研究支援センター 研究国際部研究協力課

国際島嶼教育研究センター 研究国際部研究協力課

産学官連携推進センター 研究国際部社会連携課

附属図書館 学術情報部情報管理課、情報サービス課

稲盛アカデミー 学生部教務課

男女共同参画推進センター 総務部人事課

広報センター 総務部企画評価課

総務部人事課

財務部財務課・経理課

キャンパス整備推進センター 施設部企画課

廃液処理センター 施設部設備課・企画課

施設部企画課・建築課・設備課

国際連携推進センター 研究国際部国際事業課

総務部情報企画課

研究国際部国際事業課

研究国際部研究協力課

研究国際部社会連携課

総務企画室

人事計画室

財務計画室

地域貢献推進室

研究推進室

情報企画室

企画・評価室

広報室

学生部教務課教員免許状講習推進室

男女共同参画推進室

キャンパス計画室

国際企画推進室

学生部学生生活課

学生部教務課

学術情報部図書館企画室

稲盛アカデミー企画室

保健管理センター企画室

総務部企画評価課

ボランティア支援センター 学生部学生生活課

総務部総務課

（コンプライアンス推進係）

教育改革室

入試等部門

教務等部門

学生支援等部門
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資料６－（１）－１－Ｂ 

○役職員等（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/gaiyou2012-soshiki.pdf#page=2） 

 

（出典：平成24年度鹿児島大学概要） 
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【分析結果とその根拠理由】 

 役員会、経営協議会、教育研究評議会において、管理運営に関する重要事項についての審議決定を行っており、 

また、役員等会議及び大学運営会議の設置により、迅速かつ効果的な意思決定システムを構築するとともに、各 

学部等に教授会を置いている。事務局と各学部等の事務部の事務組織が、管理運営組織を支援しており、そのた 

めの適切な人員の確保もなされている。 

 以上により、管理運営体制及び事務組織が大学の目的達成に向け、その任務を十分に果たすものとして、適切 

な規模と機能を有していると判断する。 

 

 

○評価基準 管理運営に関する方針が明確に定められ、それらに基づく規定が整備され、各構成員の責務と権限

が明確に示されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

鹿児島大学憲章において、「鹿児島大学は、学長のリーダーシップのもと、全構成員が運営に責任をもって参

画することにより、教育研究環境の充実を図る。鹿児島大学は、大学の自治を礎とし、常に自己点検・評価を行

うとともに、外部からの意見を積極的に反映させ、透明性の高い公正な大学運営を行うことにより、社会への責

任を果たす。」と定めるとともに、中期目標・中期計画及び各年度における年度計画において具体的な方針を定

めている。 

 また、これに沿って、鹿児島大学学則及び国立大学鹿児島大学組織規則において、各構成員の責務と権限が明

確に規定されている（前述資料１－（１）－１－Ａ、前述資料２－（１）－Ａ、Ｂ）。 

 

○関連資料 

関連資料６－（１）－２－１ 鹿児島大学学則 

http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000095.html 

関連資料６－（１）－２－２ 国立大学法人鹿児島大学組織規則 

http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000001.html 

 

【分析結果とその根拠理由】 

管理運営に関する方針は、鹿児島大学憲章及び中期目標・中期計画に示されており、これに基づいて各規則等 

に規定されている。 

 以上により、管理運営に関する方針が明確に定められ、それらに基づく規定が整備され、各構成員の責務と権 

限が明確に示されていると判断する。 

 

 

○評価基準 教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的な状況に関する自己点検・評価が行われ、

その結果が公表されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

学内のPDCAサイクル確立を目指し、既存の自己評価要項等や体制を見直し、「部局等評価」を平成23年度に新

- 145 -



 
 

設し、「全学一斉評価」、「構成員評価」と併せて３評価制度として整理した（資料６－（１）－３－Ａ、資料

６－（１）－３－Ｂ）。 

「全学一斉評価」は、「国立大学法人鹿児島大学における自己価の実施要項」に基づき各部局等が実施してい

た教育・研究等の諸活動に係る自己評価を、全学一斉に同時期に行うよう平成23年度に制度改定したものであり、

24年度に21～23年度分について実施した（資料６－（１）－３－Ｃ）。 

なお、本「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」が「全学一斉評価」における全学の報告書とな

る。 

「部局等評価」は、平成 23 年度に定めた「国立大学法人鹿児島大学における部局等の自己評価の実施要項」

に基づき部局等ごとに行う自己点検・評価であり、各部局において本学が掲げる中期目標、中期計画及び年度計

画に沿って作成された部局等の年度計画の進捗状況について、四半期ごとに点検・評価するとともに、事業年度

終了後に四半期毎の点検・評価を総括した「組織評価報告書」を作成し公表するものであり、本年度から実施し

ている（資料６－（１）－３－Ｄ、資料６－（１）－３－Ｅ）。 

「構成員評価」は、「国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項」に基づく

部局等の構成員（教員）の活動状況に関する既存の自己点検・評価である（資料６－（１）－３－Ｆ）。 

各部局等においても認証評価の受審や自己点検評価の実施をしている部局があり、臨床心理学研究科について

は、平成23年度に日本臨床心理士資格認定協会の専門職大学院認証評価を受信し、「適合」の評価を受けた。 

連合農学研究科については、鹿児島大学大学院連合農学研究科自己点検・評価委員会規則及び鹿児島大学大学

院連合農学研究科外部評価委員会実施要項に基づき、平成 22 年度に自己点検・評価報告書を発行した。本評価

は、平成５年度以降で６回行われている。 

 

資料６－（１）－３－Ａ  

○鹿児島大学におけるＰＤＣＡサイクルの概念図 

 

               （出典：平成23年度 企画・評価委員会 参考資料） 

 

 

 

 

- 146 -



 
 

資料６－（１）－３－Ｂ  

○鹿児島大学における自己評価の種類・役割 

 

（出典：鹿児島大学HP（学内のみアクセス可）） 

 

資料６－（１）－３－Ｃ 

○国立大学法人鹿児島大学における自己評価の実施要項（抜粋） 

 (趣旨) 

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学評価実施規則(平成16年規則第165号)第３条の規定に基づき、全学

一斉に行う自己評価の実施及び評価基準について必要な事項を定める。 

 

（出典：国立大学法人鹿児島大学における自己評価の実施要項） 

 

資料６－（１）－３－Ｄ 

○国立大学法人鹿児島大学における部局等の自己評価の実施要項（抜粋） 

 (趣旨) 

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学評価実施規則(平成16年規則第165号)第７条第２項の規定に基づき、

国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の部局等がそれぞれ行う自己点検・評価(以下「部局等評価」と

いう。)に関し、必要な事項を定める 

（出典：国立大学法人鹿児島大学における部局等の自己評価の実施要項） 
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資料６－（１）－３－Ｅ  

○平成２３年度鹿児島大学組織評価報告書（表紙）（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/sosikihyoka23.pdf） 

 

 

（出典：平成23年度鹿児島大学組織評価報告書（表紙）） 

 

資料６－（１）－３－Ｆ 

○国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項 

 (趣旨) 

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学評価実施規則(平成16年規則第165号。以下「規則」という。)第８

条第２項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の構成員(国立大学法人鹿児島大

学組織規則(平成16年規則第１号)第19条第１項に規定する職員(非常勤職員、契約職員及び特任職員を除く。)

をいう。以下同じ。)の活動状況等に係る点検・評価(以下「構成員評価」という)に関し、必要な事項を定め

る。 

（出典：国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的な状況に関する自己点検・評価については、「全学

一斉評価」と「部局等評価」の取組により実施されている。また、「部局等評価」については、「平成 23 年度

鹿児島大学組織評価報告書」として公表されており、「全学一斉評価」についても公表予定である。 

 よって、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的な状況に関する自己点検・評価が行われ、

その結果が公表されている。 

 なお、「全学一斉評価」については、本「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」により結果が公

表される。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 本学は、運営の基礎理念として鹿児島大学憲章を掲げ、学長のリーダーシップのもと、社会への責任を果たす

ことと定めている。 

管理運営体制については、役員会、経営協議会、教育研究評議会を設置し、管理運営に関する重要事項を審議、

決定している。また、企画立案を行う「室」と企画立案された事項の実施を行う「センター等」を設置している。 

事務組織については、学長直轄の監査室と６部 17 課１室で構成される事務局を置くとともに、各学部等に事

務部を設置している。 

自己点検・評価については、既存の自己評価体制を見直し、平成 23 年度から部局等評価を新設するなど、学

内のPDCAサイクルの確立を目指した取組をしている。 

 

【改善を要する点】 

管理運営や自己点検・評価に必要となる情報やデータをより効率的に収集分析し提供するための体制を検討す

る必要がある。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

 大学運営を円滑、効率的に運営するための管理運営体制や事務組織をもち、自己点検・評価についても適切に

実施していることから判定「３（水準に達している）」と判断する。 
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評価項目２ 財政に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できる財務基盤を有していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

平成23年度末の資産は、固定資産1,076億3,862万円及び流動資産136 億5,757 万円で、合計1,212億9,619

万円である。負債は、固定負債264億6,154 万円及び流動負債124億8,830 万円で、合計389億4,985万円で

ある。資本合計は823億4,634万円であり、負債資本合計は1,212億9,619万円である。 

資産については、国立大学法人化の際、本学の教育研究活動を遂行するために必要な土地及び建物等の資産を

全て国から承継している。また、法人化後も、運営費交付金や自己収入等を財源として、施設・設備の整備が進

み、資産は増加している。なお、流動資産を流動負債で除した流動比率は109.4%である。 

負債については、資産見返負債、寄付金、国立大学財務・経営センター債務負担金及び長期借入金が多くを占

めている。このうち、資産見返負債及び寄付金債務は、国立大学法人会計基準に特有の会計処理による返済を要

しない負債である。他方、返済を要する負債である国立大学財務・経営センター債務負担金及び長期借入金は、

附属病院における施設・設備の整備に伴うものであり、文部科学大臣の認可を受けた償還計画に基づき、附属病

院収入から計画的に返済を行っている。なお、短期借入は行っていない（資料６－（２）－１－Ａ）。 

 

○関連資料 

関連資料６－（２）－１－１ 平成23事業年度財務諸表（貸借対照表） 

http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/12zaimusyohyo.pdf 

 

資料６－（２）－１－Ａ 

○財務諸表等（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/zaimu.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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【分析結果とその根拠理由】 

本学の資産は、国立大学法人化の際、国から承継した資産が基盤となっている。また、法人化後も施設・設備

の整備が進み、資産はさらに増加している。なお、流動比率は 109.4％で流動資産が流動負債を上回っており、

短期的支払能力も備えている。よって、大学の目的に沿った教育研究活動を適切かつ安定して遂行できる資産を

有している。 

一方、本学の負債は、資産見返負債など国立大学法人会計基準に特有の会計処理による返済を要しない負債が

多く、返済を要する負債である国立大学財務・経営センター債務負担金及び長期借入金についても、文部科学大

臣の認可を受けた償還計画に基づき附属病院収入により確実に返済している。なお、短期借入も行っていない。

よって、債務は過大ではない。 

以上により、教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できる財務基盤を有していると判断する。 

 

 

○評価基準 教育研究活動の財務上の基礎として、適切な財務計画が策定され、履行されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

「国立大学法人鹿児島大学中期計画」及び「年度計画」のなかで収支に係る計画等として、予算、収支計画及

び資金計画が策定され、教育研究評議会、経営協議会、役員会の議を経て決定している。これらの中期計画予算

等及び年度計画予算等については、学部教授会等においても報告され、ウェブサイトに掲載し、学外にも公表し

ている。 

また、年度計画予算については、毎年度の「予算編成方針」に基づく「学内当初予算」を基に策定しており、

予算編成方針及び学内当初予算は、財務計画室、財務委員会、経営協議会及び役員会の審議を経て決定している。

その内容は、それぞれ教育研究評議会などで報告され、全教職員に周知されている。 

毎年度の予算は、年度計画及び「学内当初予算」に沿って執行しており、収支の状況は「決算報告書」のとお

り、支出超過になっていない。 

なお、平成22年度には「鹿児島大学の業務達成基準に関する取扱要領」を制定し、学内予算による複数年度に

わたるプロジェクト事業等について適用した。 

前述の学内当初予算のほか、学長裁量経費、学内変更予算及び競争的資金等に係る間接経費により、教育環境

の充実を図る等の戦略的学内予算配分を行っている。 

 

○関連資料 

関連資料６－（２）－２－１ 決算報告書（平成23年度 参考） 

http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/12kessanhoukoku.pdf 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の運営方針である教育・研究等の目標を達成するための中期計画及び年度計画については、教育研究評議

会において各部局等の意見を検討し、経営協議会において学外有識者の提言・意見を得て、役員会の審議を経て

決定している。 

また、年度計画予算についは、予算編成方針に基づく学内当初予算を基に作成されており、役員会等の審議を

経て決定しており、年度計画を達成するための活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計画等が策定され、
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関係者に明示されている。 

毎年度の予算の執行は、年度計画及び学内当初予算配分に沿っている。 

なお、業務達成基準に係る要領を制定し、学内予算による複数年度にわたる事業について適用している。 

学長裁量経費については、中期目標である「進取の精神」を有し、地域社会及び国際社会で活躍しうる人材を

育成等のため、年度計画に基づく事業に配分している。 

また、学内変更予算において、老朽化した教育関連施設・設備の更新、教育研究環境整備事業、学生教育環境

整備推進事業（国際交流会館及び学習交流プラザの整備）等の予算措置を行った。 

更に、競争的資金等の間接経費を活用し、学内大型共同利用設備の整備や電子ジャーナル経費及び産学官連携

活動支援経費等、研究開発環境の改善を図った。 

これらの取組により、教育研究活動の財務上の基礎として、適切な財務計画が策定され、履行されていると判

断される。 

 

 

○評価基準 外部研究資金やその他の自己収入等の安定確保が図られていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

本学の収入は、国からの運営費交付金のほか、学生納付金(授業料・入学料・検定料収入)、附属病院収入等の

自己収入及び競争的資金を含めた外部資金から構成されている。 

法人化当初の平成16年度及び過去３カ年における決算状況は、決算状況のとおりである。 

平成23年度決算において、運営費交付金は約166億円で収入の35％を占め、教育研究活動を遂行するための

主要な財源となっている。一方、一般運営費交付金には大学改革促進係数が設定され、本学は附属病院を有する

法人として△1.3％（約1.5億円）の削減が課せられており、本学の教育研究水準を維持・向上していくために、

外部研究資金やその他の自己収入等の確保が重要となっている。 

このような状況のなか、平成23年度より自己収入の増収を図るため、インセンティブの付与として、部局等に

おける学校財産貸付料収入、動物病院収入、農場収入、演習林収入、学位論文審査手数料収入、職員宿舎料収入

等の自己収入（雑収入）について、収入実績に対する支出予算（収入見合経費）の配分率を見直し、当該部局等

の支出予算に全額反映されるよう、原則として収入見合経費の配分率を 100％としたところである。科学研究費

補助金等に係る間接経費の獲得と併せて、雑収入の増収が図られている。 

授業料・入学料等の学生納付金については、授業料免除枠の拡大等により若干減収傾向にあるものの、適正な

入学者数等を確保し安定した収入を得ている。 

病院収入については、地域医療連携センターの体制強化等による新入院患者数の増、平均在院日数の短縮、病

院再開発事業に伴う中央診療施設の整備等による手術件数の増等により大幅な増収が図られている。 

外部資金については、受託研究、共同研究等の獲得増化に向け、展示即売会等で本学と企業が連携して開発し

た商品を展示・販売する等の積極的な情報発信を行っている。また、科学研究費補助金の獲得のため、科学研究

費補助金の成果報告書の鹿児島大学リポジトリへの登録や「主な変更点と留意点」と題した研究計画調書作成の

ポイントについての説明会を開催する等の取組を行っている。これらの取組により、積極的かつ安定的な外部資

金の獲得が推進されている。 
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○関連資料 

関連資料６－（２）－２－１ 決算報告書（Ｈ23参考）（再掲） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

インセンティブの付与や間接経費の獲得による雑収入の増収、適正な入学者数等の確保による学生納付金(授業

料・入学料・検定料収入)の安定確保、新入院患者数の増や平均在院日数の短縮及び手術件数の増等による附属病

院収入の増収等による自己収入の安定確保がなされた。また、受託研究、共同研究や科学研究費補助金の獲得の

ための様々な取組により科学研究費補助金は増収となり、安定的な外部資金の獲得がなされている。従って外部

研究資金やその他の自己収入等の安定確保が図られていると判断される（前述資料２－（３）－２－Ａ－２）。  

 

 

○評価基準 財務に係る監査等が適切に実施されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

財務に対する会計監査は、監事、会計監査人、監査室による監査及び会計検査院による会計実地検査が行われ、

さらに財務課において財務会計に関する書類の照査を行っている。 

 監事による監査は、監事監査規則に基づき監査計画を立て行われている。また、監事は役員会、教育研究評議

会、経営協議会その他の会議に出席され、必要に応じ意見が述べられている。 

会計監査人による監査は、文部科学大臣により選任された監査法人と監査契約を締結し、財務諸表等の監査を

受けている。 

監査室による監査は、内部監査規則に基づき年度監査計画を立て、監査実施計画により書面監査並びに実地監

査の形式で行われている。特に、科学研究費については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）」を踏まえ示されている基準（監査を実施する補助事業の概ね10％以上が望ましい）を上回

る20％を抽出し重点的な監査が行われた。 

内部監査の指摘事項については、改善指導を行い、必要な是正措置を講じると伴に、各部局に情報提供し、適

正な執行の周知徹底を図っている。 

また、学長、監事、会計監査人及び監査室の四者の協議により、監査内容等について意見交換を行うとともに、

常に緊密な関係にてお互いの連携が図られている。 

 

○関連資料 

関連資料６－（２）－４－１ 内部監査規則 

http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000524.html 

関連資料６－（２）－４－２ 監事監査規則 

http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000485.html 

関連資料６－（２）－４－３ 監事・会計監査人の監査報告書（平成21年度参考） 

http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/090625kanjikansa.pdf 

 

【分析結果とその根拠理由】 

法人規則に基づく内部監査、監事による監査、法令に基づく会計監査人による監査が実施されており、内部監
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査については、学長直属の独立した立場である監査室が企画することで、より充実した監査を実施している。監

事は、役員会等において、随時意見を述べている。また、監事、会計監査人及び監査室との間において、監査内

容等について意見交換を行うことにより連携が図られている。以上から財務に対して会計監査等は適正に行われ

ている。 

 

 

○評価基準 管理的経費の削減に努めていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

国立大学法人の平成17年度以降の運営費交付金については、算定ルールに基づき１％程度の効率化係数等が掛

けられ、本学においても限られた予算の中で一層の経費節減を図る必要に迫られている。このことを踏まえ、本

学の第１期中期計画に「事務管理の効率化、合理化によって管理的経費の削減を図る」ことを掲げ、平成21年度

においては「経費の節減・合理化に関する計画書」を作成し、経費の節減・合理化を推進した。 

 また、本学の第２期中期計画では「管理的経費を平成21年度に対して５％削減する」ことを掲げ、その計画達

成のため、財務諸表の損益計算書における一般管理費を削減対象とし、支出予算を統制することで毎年対平成21

年度比１％を削減する新たな計画「平成22年度以降の管理的経費の削減について」を策定したものである。さら

に、この削減計画を具現化するため、全部局代表で構成する管理的経費削減ワーキンググループにおいて、部局

毎のリスクを予見し対処するとともに、個別具体的な削減方策を実施してきた。 

平成21～23年度の対前年度削減額は以下のとおりであり、計画を上回る成果を上げている。 

  平成21年度 △1億8,300万円（対20年度比△13.1%) 

    平成22年度  △    3,876万円（対21年度比△ 4.2%) 

    平成23年度  △  1,961万円（対21年度比△ 6.4%) 

 これらは、ウォームビズ、クールビズの徹底による電気料の節減、教授会等におけるプロジェクター活用、 

両面コピーの徹底等によるペーパーレス化、建物改修に伴い省エネルギー機器の採用、高効率型照明器具への 

更新、自動感知節水器具の設置等によるエネルギー使用の効率化、合理化を図るなど、全学を上げて取り組ん 

だことによるものである。 

 この他に、経費削減及び契約事務の合理化・簡素化を図るため、九州地区の国立大学法人等と連携して、 

コピー用紙並びにトイレットペーパーを共同で調達することとした。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 管理的経費の削減については、「平成22年度以降の管理的経費の削減について」に基づき、年間の執行計 

画を立て適切な執行状況を管理しており、決算時において予算と決算の比較を通じ、費用対効果の観点も含め 

その要因等を分析し継続して経費削減に努めてきた。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

経常的収入の確保については、運営費交付金の大学改革促進係数による削減はあるもののインセンティブの付

与や間接経費の獲得による雑収入の増収、適正な入学者数の確保による学生納付金の安定確保、新入院患者数の

増や平均在院日数の短縮及び手術件数の増等による附属病院収入の安定確保が図られている。 

財務に関する監査については、監査室、監事及び会計監査人による定期及び随時の監査が実施されるとともに、

学長を加えた４者の協議により情報の共有、改善策の協議を図るなど、本学の財務運営の適正化に努めている。 

管理的経費の削減については、平成21年度決算を基準とし第２期中期計画期間中５％（毎年１％）削減する計

画を策定し、支出予算の統制や契約方法の見直し等、全学一丸となって種々の施策に取組み、着実に成果を上げ

ている。 

 

【改善を要する点】 

国からの運営費交付金について、大学改革促進係数に係る減額が毎年行われる中、震災復興や高齢化社会への

対応等、今後の財政状況はますます厳しくなることが見込まれることから、外部資金の獲得等により研究費等の

一層の財源確保に努める必要がある。 

 

 

（３）評価水準による判定 

  本学は、国立大学法人化に伴い国から承継した資産を平成23年度末においても維持していることから、教育研

究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できる資産を有している。 

 経常的収入の確保については、運営費交付金の大学改革促進係数による削減はあるものの、学生納付金収入、

附属病院収入及び外部資金の受入など安定的に確保している。 

 医学部・歯学部附属病院については、現在、再開発中であり借入金が増加傾向にあるが、当該借入金は償還計

画に基づき附属病院収入で確実に返済している。 

 本学の運営方針である中期計画及び年度計画における予算、収支計画、資金計画及び学内予算の編成方針につ

いては教育研究評議会、経営協議会及び役員会の議を経て決定し、これらの計画は学部教授会に報告するととも

にウェブサイトに掲載するなど関係者をはじめ広く国民に明示している。 

 また、その配分にあたっては基盤的な教育研究の安定維持に配慮しつつ、学長裁量経費等による戦略的重点配

分も実施していることから、本学の目的を達成するため適切な資源配分が行われている。 

 管理的経費の削減については、平成21年度決算を基準とし第２期中期計画期間中５％（毎年１％）削減する計

画を策定し、支出予算の統制や契約方法の見直し等、全学一丸となって種々の施策に取組み、着実に成果を上げ

ている。 

 財務諸表については、官報やウェブサイトに掲載するとともに、わかりやすく解説した「財務レポート」を作

成していることから、適切な形で公表されている。 

  財務に関する会計監査については、法人規則及び法令に基づき監査室、監事及び会計監査人による定期及び随

時の監査を実施するとともに、学長を加えた４者の協議により情報の共有、改善策の協議を図るなど、本学の財

務運営の適正化に努めている。 

よって、評価項目２に係る評価については、判定「４（優れている）」とする。 
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評価項目３ 施設、設備に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、有効に活用されていること。 

  

【評価基準に係る状況】 

平成20年度に策定した鹿児島大学キャンパスマスタープラン（資料６－（３）－１－Ａ）に基づき、計画的な

教育研究環境の施設整備を推進している。特に鹿児島大学が目標としている人材育成にための学修環境形成とし

て学生が自学自習や自由に交流できる学習交流プラザの整備を進めている。 

 施設マネジメントに関しては、長期修繕計画を立案、また、全施設の劣化診断を実施している。さらに全学の

要求を評価基準により共同利用性や危険性の高いものから改善するシステムにより、安全な施設の確保に努めて

いる。 

 施設の有効活用に関しては、改修事業の実施時にスペースの見直しを行い、共同利用スペースやプロジェクト

スペース等を創出することで共同利用を推進している。また、学内の全施設を対象としたユーザー入力によるス

ペース管理を実施しており、毎年度リアルタイムな利用状況の把握を行いそれらの分析により施設等の有効活用

を図ることとしている（資料６－（３）－１－Ｂ）。 

 建物の耐震性については、緊急性の高い教育研究施設より耐震補強改修を行っており、Is値0.4以下のものは

ほぼ完了し、Is値0.7未満の施設については、耐震補強と機能改善を含めた施設整備の概算要求を行っている。 

 

資料６－（３）－１－Ａ 

○鹿児島大学キャンパスマスタープラン（抜粋）P11 

（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/masterplan2008.pdf） 

 

（出典：鹿児島大学キャンパスマスタープラン） 
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資料６－（３）－１－Ｂ 

○鹿児島大学スペース管理システム 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト（学内専用）） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

整備中の学習交流プラザにおいては、対話・想像・学びの場として自学自習のスペースやグループ学習室を

計画するなど、人材育成のための新たなキャンパス環境の形成を図っている。 

 平成 23 年度からスペース管理システムによる施設の利用実態調査を実施し、学内施設の全ユーザーを対象

に利用状況の把握を行っている。 

 耐震改修については、附属中学校校舎・法文学部1号館・共通教育棟３号館の耐震補強と老朽化対策を行う

とともに学生交流ラウンジ等の確保やバリアフリー化を含めた教育研究環境の改善を実施している。 

 

 

○評価基準 教育研究組織及び教育課程に応じて、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料

が系統的に整備されていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

附属図書館（中央図書館、桜ヶ丘分館、水産学部分館）には、平成24年３月31日現在 1,269,128冊の書籍と、

43,486種の雑誌が収蔵されているが（資料６－（３）－２－Ａ）、これらは「鹿児島大学附属図書館資料の収集

及び選定に関する実務要項」に基づき教育研究上必要な資料として整備されたものである。それらは、「シラバ

ス参考図書」、「部局選定学生用図書」、「教員推薦学生用図書」、「高度専門教育・研究用図書」、「図書館

職員選定図書」の区分で順次整備されるが、中でも「シラバス参考図書」は優先的に収集されている。さらに「学

生希望図書」は、学生のための希望図書申込制度以外に学生モニターが実際に書店に赴いて希望する図書を選ぶ

「学生選書ツアー」でも収集している。また、約14,000タイトルの電子ジャーナルと各種文献データベースも提

供するなど電子的な学術情報基盤の整備に努めている。また、当館は、東京大学農学生命科学図書館とともに文

部科学省の「外国雑誌センター館（農学系）」に指定されており（資料６－（３）－２－Ｂ）、農学系409種（平
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成23年度実績）の外国雑誌が収集され、全国共同利用に供されている。 

学習支援環境としては、グループによる図書館資料を利用した学生の学習を支援するための「グループ学習室」

や、談話が可能な「アメニティルーム」を設置、「学びの場」としてのラーニングコモンズを整備した。また、

教育・研究を支援する多種多様な電子的情報サービスの提供、ユーザーへの確実な情報伝達・コミュニケーショ

ン機能の強化（情報リテラシー教育支援）等を統合した学術ポータル機能の強化のために、平成24年４月には図

書館のウェブサイトを全面的に改定した。 

 当館は、学内の教員、大学院学生が生み出した研究成果を収集保存・公開し、学術情報流通の発展に寄与する

ことを目的として、平成19年度から鹿児島大学リポジトリ事業（前述資料２－（２）－５－Ｂ）に取り組んでお

り、平成23年度末現在で登録数が6,829件に及んだ。併せて平成24年３月からは鹿児島県内の大学・高等専門

学校等７機関が共同して教育・研究等の成果物や所蔵している貴重書等を集積し、インターネットを使って社会

に公開・発信するシステム「鹿児島県学術共同リポジトリ:KARN」（前述資料３－（１）－４－Ａ）を創設し、そ

の運用を開始している。 

附属図書館の開館時間は、中央図書館（平日８時30分から21時 30 分、土・日曜日10時 00 分から18時 00

分）、桜ヶ丘分館（平日８時30分から21時00分、土・日曜日10時00分から18時00分）、水産学部分館（平

日８時30分から20時00分、土曜日10時00分から17時00分(試験期18時00分)）となっているが、桜ヶ丘分

館は利用者からの要望等に応えるため平成24年10月から平日を30分延長する予定である（資料６－（３）－２

－Ｃ）。 

 平成23年度利用状況は、入館者数が576,134人、館外貸出冊数が77,247冊、貸出人数が43,207人となってい

るが（資料６－（３）－２－Ｄ）、これは九州内の大学では上位に位置している。 

その他の特色として、教育センターの情報リテラシー授業を支援するために「図書館利用案内（開催数16回、

受講学生1,054人）」、「図書館情報活用ガイダンス（59回、2,012人）」、「図書館利用説明会（２回、50人）」

を実施し（平成23年度実績）、また島津久光（薩摩藩）及び玉里島津家の旧蔵書である玉里文庫の中から特に資

料的価値の高い絵図の電子化や貴重書公開展など、貴重書に関する情報サービス、電子化及び公開事業を進めて

いる。 
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資料６－（３）－２－Ａ 

○鹿児島大学附属図書館概要2012(http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/magazine/outline/2012.html) 

 

（出典：鹿児島大学附属図書館概要2012） 
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資料６－（３）－２－Ｂ  

○外国雑誌センター館(http://www.janul.jp/ncop/)  

 

 

（出典：外国雑誌センター館ウェブサイト） 
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資料６－（３）－２－Ｃ 

○第22回平成23年度学生生活実態調査報告書（抜粋）P77 

（http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/jittaityousa.html) 

 

（出典：第22回平成23年度学生生活実態調査報告書） 
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資料６－（３）－２－Ｄ 

○鹿児島大学附属図書館概要2012(http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/magazine/outline/2012.html) 

 

 

（出典：鹿児島大学附属図書館概要2012） 

 

 【分析結果とその根拠理由】 

 評価基準に係る状況のとおり、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料は、「鹿児島大

学附属図書館資料の収集及び選定に関する実務要項」に基づき、各専門分野を網羅するように系統的に収集され

ている。また、学術情報基盤としての電子ジャーナルの整備、機関リポジトリの構築、貴重書の電子化で利用

しやすい環境が整備されている。学生生活実態調査での附属図書館利用頻度・利用目的などから、有効に活用

されていると判断できる。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

スペース管理システムの構築により、各ユーザーの施設利用状況を把握することで教育研究に応じた施設の

有効活用に向けた取り組みを行っている。 

学生希望図書の購入にあたっては、利用者からの希望図書申込制度を設けているが、それ以外にも、学生が実

際に書店に赴いて希望する図書を選ぶ「学生選書ツアー」を企画して実施した。 
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鹿児島県内の大学・高等専門学校等７機関が共同して、教育・研究等の成果物や所蔵している貴重書等を集積

し、そのコンテンツをインターネットで社会に公開する「鹿児島県学術共同リポジトリ」を創設し、運用を開始

している。 

 

【改善を要する点】 

教育環境を今後、継続的に維持して行くためには劣化診断の実施により分かった残存不具合の解消に向けた取

り組みが必要である。 

また、施設の稼働率の向上に向けスペース管理システム等の活用により、教育研究に応じたスペースのさらな

る有効活用に向けた取り組みが必要である。 

学生希望図書・教員推薦学生用図書は、希望する学生や推薦する教員が固定化する傾向があるので、より多く

の学生や教員からの推薦が行われるよう、その方法や広報等について改善策を講じる必要がある。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

 

教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、有効に活用されていること、附属図書館は、書

籍1,269,128冊、雑誌43,486種を所蔵しており、教育研究上必要な資料を整備するため、「鹿児島大学附属図書

館資料の収集及び選定に関する実務要項」に基づき、各専門分野の資料を網羅するように系統的に収集されてい

る。また、「鹿児島大学リポジトリ」及び「鹿児島県学術共同リポジトリ」では、教育・研究等の成果物や所蔵

している貴重書等を集積し、インターネットを使って積極的に社会に公開・発信している。よって、評価項目３

の評価については、判定「４（優れている）」とする。                             
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評価項目４ 改善のためのシステムに関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 教育研究活動等の状況について点検・評価し、その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が

整備され、取組が行われており、機能していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

学内のPDCAサイクル確立を目指し、「部局等評価」、「全学一斉評価」、「構成員評価」と併せて３評価制度

として整理した（前述資料６－（１）－３－Ｂ）。 

全学の年度計画の実績については、平成23年度から各理事を長とする室体制に移行したことで、各室で責任を

持って年度計画について点検・評価・改善する体制が整った。また、ITを活用した効率的・効果的な評価業務の

体制構築のため、平成21年度から本学教職員が共通で利用しているグループウェアソフトである「サイボウズデ

ヂエ」を活用することで、24時間いつでも評価担当者が実績の記載及び記載内容の確認ができるようになり、平

成23年度には、四半期毎の進捗管理を行うことができるよう改良を行った（資料６－４－（１）－Ａ）。 

外部評価については、平成19年度に認証評価を受審するとともに、平成20年度には、外部評価委員会を５回に

渡り実施し、外部評価報告書を平成21年６月に取りまとめた上で公表した。本外部評価の結果については、第２

期中期目標及び中期計画の作成時の参考となった。また、毎年度の国立大学法人評価についても適切に実施して

いる。 

また、各部局等においても自己点検や評価を行っており、教育学部においては、平成22年度入学生から教職実

践演習が必修化され、その施行に伴って個々の学生の履修の履歴、実習に関する記録と評価等を履修カルテとし

てデータベース化できる自己管理システム、自己評価システムを構築した。 

また、法文学部や医学部、理工学研究羽化等では、FD委員会を開催し、学生に対する授業評価アンケートを実

施し、結果を教員にフィードバックするなどの取組を行っている。 
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資料６－（４）－１－Ａ 

○サイボウズデヂエ画面（一部抜粋） 

 

（出典 鹿児島大学ウェブサイト：学内のみアクセス可） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

自己評価制度の整理を行った結果、全学及び部局等の四半期毎の進捗管理を行うことができるようになり、中

期目標に対する取組実施状況の把握と状況に応じた改善が図りやすくなった。 

また、各理事を長とする「室」体制に移行し（前述資料６－（１）－１－Ａ）、「サイボウズデヂエ」を用い

て進捗管理を行うことにしたため、進捗状況や取組状況に対する責任の所在が明確となるとともに、進捗状況や

取組状況がシステム上で簡単に把握することができるようになった。 

よって、教育研究活動等の状況について点検・評価され、その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が

整備され、取組を実施し、機能している。 

 

○関連資料 

関連資料６－（４）－１－１ 国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項 

http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000494.html 

 

 

○評価基準 教員、教育支援者及び教育補助者、事務職員等に対する研修等、その資質の向上を図るための取組

が適切に行われていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

本学の教職員に対し、資質向上のための研修を実施している。 
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本学の研修は、大きく共通研修（階層別研修、基礎研修）、専門研修、自己啓発研修に分けられる。共通研修

（階層別研修）においては、新採用職員研修、フォローアップ研修、主任研修、県内４機関合同係長研修、幹部

研修等を実施している。特に「新規採用職員研修」では、他の文部科学省関係機関（鹿屋体育大学、鹿児島工業

高等専門学校、大隅青少年自然の家）の職員も含め、事務系・技術系職員としての使命と心構えの自覚、組織の

一員として仕事のマナーの大切さ、コミュニケーションの重要性の認識、大学職員等として必要な基礎知識、技

術、態度を身につけ、職務への適応力を養うことを目的とし、例年８月初旬に３日間程度学外の宿泊施設も利用

しながら行っている。参加者は平成21年度20名、平成22年度29名、平成23年度22名となっている。共通研修の中

には、学外で行われる国立大学法人若手職員勉強会、国立大学法人等テーマ別研修、国立大学一般職員会議等が

あり、これらの研修にも積極的に職員を派遣している。また、自己啓発研修としては、英語（e-ラーニング）自

主研修、TOEIC等の受験料を補助する語学学習支援事業、放送大学利用自己啓発研修、総務省情報システム統一研

修利用自己啓発研修（CD-ROM研修）を行っている。 

技術職員に対する研修としては、共通研修（階層別研修）として、平成21年度「九州地区国立大学法人等技術

専門職員・中堅技術職員研修」に６名、平成22年度「九州地区国立大学法人等技術専門員研修」に１名を派遣し、

職務遂行に必要な一般的知識及び新たな専門的知識、技術等を修得させている。また、教室系の技術職員に対す

る研修としては、平成22年度「九州地区国立大学法人等技術職員スキルアップ研修Ａ」に４名、平成23年度「九

州地区国立大学法人等技術職員スキルアップ研修Ｂ」に５名を派遣し、その職務遂行に必要な技術的資質の向上

を図っている。 

教員に対する研修としては、本学に採用された大学教員等を対象に「新任教員研修会」を実施している。本研

修は、本学の運営と当面する諸課題並びに国立大学法人の諸制度等について、理解を深めることを目的としてい

る。参加者は、平成21年度29名、平成22年度33名、平成23年度43名となっている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 本学が行う研修は毎年改善され、その取り組みは適切と判断される。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 教育研究活動の状況について点検・評価し、その結果に基づいて改善・向上を図るために PDCA サイクルの確

立を目指し、既存の評価要項の見直しを行うと共に、グループウェアソフトである「サイボウズデヂエ」を活用

することで、ITを活用した効率的・効果的な評価業務の体制構築を行っている。また、独自に自己点検や評価を

行っている部局もある。 

専門研修として平成20年度に引き続き、平成21、22年度についても「北米教育研究センター実務研修」を実施

している。本研修は、本学事務系職員を米国カリフォルニア州サンノゼ市にある本学北米教育研究センターに派

遣し、センターが行う事務を経験させるとともに、サンノゼ州立大学集中英語課程等の語学研修を受講させるこ

とにより、事務職員の国際的素養の涵養、英語実務能力の向上及び海外における事業の企画・運営等の能力開発

に資することを目的としており、期間は原則として３ヶ月である。平成21、22年度に７名の職員を派遣している。 

また、平成21～23年度に実施した「海外研修基礎コース職員派遣研修」（21年度は「シリコンバレーセミナー
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職員派遣研修」）は、本学北米教育研究センターが教育プログラムの一環として実施する海外研修基礎コースに

学生とともに参加し、ビジネス界第一線級で活躍中の講師によるセミナーへの参加や米国大学（スタンフォード

大学）の見学等を通し、本学事務職員の見聞を広げるとともに語学力の向上を図ることを目的としており、期間

は１～３週間である。平成21～23年度に８名の若手の事務・技術職員を派遣している。 

さらに、本学教職員のコミュニケーション能力の向上及び会議・打合せ等の円滑化を図り、ファシリテーショ

ンの基礎的な知識の習得を目指すことを目的として、外部講師を招いて「コミュニケーションスキル研修会」を

実施している。平成21年度は52名（２日間実施）、平成22年度は18名、平成23年度は16名と多くの教職員が参加

している。 

 

【改善を要する点】 

 なし。 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

 教育研究活動の状況について点検・評価し、教育研究活動の改善・向上を図るために既存の評価要項の見直し

を行うと共に、「サイボウズデヂエ」活用するなど IT を活用した効率的・効果的な評価業務の体制構築を行っ

ている。また、専門研修として平成20年度に引き続き、平成21、22年度についても「北米教育研究センター実

務研修」の実施や自己啓発研修の実施、技術職員に対する研修の実施、教員に対する新任教員研修会の実施等の

教員、教育支援者及び教育補助者、事務職員に対する資質の向上を図るための取組が適切に行われている。 

 これらのことから、「４（優れている）」と判断する。 
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評価項目５ その他管理運営に関する事項 

 

（１）評価基準ごとの分析 

 

○評価基準 学長、部局長等のリーダーシップのもとに円滑な意思決定の形成とダイナミックで機動的な管理運

営が行われていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

学長のリーダーシップの下に効果的かつ円滑な意思決定と実施のため、大学運営に係る企画立案を行う１８ 

の「室」を学長の下に設けるとともに、その企画立案された案件を迅速かつ確実に実施する組織として９の「セ

ンター等」を設置している。「室」で企画立案された案件は、役員会等の会議で審議・決定し、「センター等」

で実施する経営・管理運営体制を構築している。 

 「室」は理事を室長とし、副学長、学長補佐及び事務局部長等により構成され、室会議を経て、学長と理事に

よる理事懇談会において、各会議での審議すべき事項や問題点の確認を行っている。 

 「センター等」は、主に副学長または学長補佐を長として、事務局部長及び課長等で構成され、審議決定され

た事項の実施を行う組織として機能している（前述資料６－（１）－１－Ａ）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 学長のリーダーシップの下に、理事、副学長、学長補佐及び事務組織が連携し、企画立案－意思決定－実施を 

円滑かつ機動的に行う管理運営システムが機能している。 

 以上のことから、学長、部局長等のリーダーシップのもとに円滑な意思決定の形成とダイナミックで機動的な 

管理運営が行われていると判断する。 

 

 

○評価基準 学生、教員、事務職員等、その他学外関係者のニーズが把握され、適切な形で管理運営に反映され

ていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

学生については、２年ごとに学生生活実態調査を行うとともに、学長、理事と学部学生との懇談会や学部卒業 

予定者との懇談会を行うなどの学生の意見を大学運営に反映させる仕組みを構築している。 

 また、部局長は教授会や各種委員会等において、教員のニーズを把握し、全学的課題等については、毎月開催

される学長、理事、副学長と部局長で構成される「大学運営会議」や、学長と部局長による「部局長懇談会」を

通じて把握し、課題等を共有している。 

 事務職員等のニーズについては、全学の課長、事務長以上で構成する事務協議会を設置しており、情報の共有

及び意見交換の機会を設けている。 

 さらに、経営協議会委員には、幅広い分野から７名の学外有識者を含んでおり、会議の際、大学運営に関し意

見を聴く機会を設け、そこで出された意見要望への対応については、大学ウェブサイト上で公開している（資料

６－（５）－２－Ａ）。 
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資料６－（５）－２－Ａ 

○平成２３年度 経営協議会学外委員からの意見等に対する本学の対応状況 

（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/23taiou.pdf） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 学生、教員、事務職員等、その他学外関係者のニーズを把握するため、アンケート調査や懇談会、会議等に 

おける意見交換など様々な方法で実施するとともに、関係部署において検討し、大学運営に適切に反映されてい 

る。 

以上のことから、構成員、その他学外関係者のニーズが把握され、適切な形で管理運営に反映されていると判 

断する。 

 

 

○評価基準 事務処理の効率化・合理化が図られていること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 事務局に総務部、研究国際部、財務部、学生部、施設部、学術情報部の６部が置かれその下にそれぞれ所掌に 

応じた課及び室が配置され、各部局においても事務部に総務、会計、学務等の係が設けられ、効率的な事務処理 

が行われている。財務会計処理や人事・給与の事務処理、学務関係の事務処理はシステム化されており、合理的 

な事務処理体制を構築している。 

 事務局・各部局の事務組織においては、事務処理の効率化等に努めていることに加えて、監査室の監査による 

本学の業務運営及び会計処理の適法性等についての調査・検証及び、その結果に基づく助言等を受けて、業務の 

改善を図っている。 

また、業務改善として、会議の効率化を図るため、紙媒体の会議資料を廃止し、タブレット端末の使用するこ 

との検討を開始した。 
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【分析結果とその根拠理由】 

 系統的に配置された事務組織の下、システム化された事務処理を行うとともに、紙媒体による会議資料の削減 

を図るなどの取り組みを進めている。 

 以上のことから、事務処理の効率化・合理化が図られていると判断する。 

 

 

○評価基準 安全管理体制強化と事故防止対策を確立していること。 

 

【評価基準に係る状況】 

 学生、教職員の安全確保を図るとともに大学の社会的責任を果たすため、国立大学法人鹿児島大学における危 

機管理に関する規則を整備するとともに、危機管理マニュアルを作成している（資料６－（５）－４－Ａ）。 

さらに、学生対象に、自然災害をはじめとし実験・実習中の安全、交通安全、薬物乱用など幅広く網羅した防 

災安全ハンドブックを作成し、全学生に配付している（資料６－（５）－４－Ｂ）。 

 また、様々な危機管理に対応するため、理事を室長とする「危機管理室」を設けるとともに、事務局に危機管

理を担当する「コンプライアンス推進係」を設置している。 

 防災対策としては、防災基本規則を定め、その中で各部局において防災マニュアルを整備するよう定める（資

料６－（５）－４－Ｃ）とともに、毎年防災訓練を実施している。また、大規模災害を想定した、大学全体の防

災基本規則の見直し、全学を挙げての防災訓練の実施等を検討中である。 

 

資料６－（５）－４－Ａ 

○鹿児島大学危機管理マニュアル（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/kikikanri.html） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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資料６－（５）－４－Ｂ 

○防災安全ハンドブック（表紙） 

 

 

（出典：防災安全ハンドブック） 

 

資料６－（５）－４－Ｃ 

○防災マニュアル（鹿児島大学事務局）（http://www.kagoshima-u.ac.jp/about/08bousai.pdf） 

 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

 

 

○関連資料 

関連資料６－（５）－４－１ 国立大学法人鹿児島大学危機管理室要項 

http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000647.html 

関連資料６－（５）－４－２ 国立大学法人鹿児島大学事務局事務分掌規則 

http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000046.html 

関連資料６－（５）－４－３ 鹿児島大学防災基本規則 

http://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000131.html 
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【分析結果とその根拠理由】 

 学生、教職員の安全確保のための規則及びマニュアル等を整備するとともに、危機管理に対応する組織を整備 

し、また、毎年防災訓練を実施するなどの様々な取組を行っている。 

 以上のことから、安全管理体制強化と事故防止対策を確立していると判断する。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 学長のリーダーシップの下、企画立案－意志決定－実施に関し効果的に機能する経営管理運営体制（システム） 

が構築されている。 

 

【改善を要する点】 

 特になし 

 

 

 

（３）評価水準による判定 

学長のリーダーシップの下に効果的かつ円滑な意思決定と実施のため、大学運営に係る企画立案を行う 18 の

「室」と企画立案された案件を迅速かつ確実に実施する組織として９の「センター等」を整備している。 

学生のニーズについては、２年ごとに学生生活実態調査を行うとともに、学長、理事と学部学生との懇談会等

を行っている。また、教員のニーズについては、大学運営会議や部局長懇談会で、事務職員等のニーズについて

は、事務協議会で情報の共有や意見交換を行っている。 

事務処理の効率化・合理化については、監査室の監査による調査・検証及びそれに基づく助言等を受けて、改

善を図っている。 

安全管理体制等については、危機管理マニュアルの作成や危機管理室の設置、コンプライアンス推進係の設置

している。また、防災対策として、防災基本規則の制定や防災安全ハンドブックを作成し、毎年の防災訓練を実

施し、対策に努めている。 

これらのことから、判定「４（優れている）」とする、 

 

 

 

 

「領域６ 管理運営」に関する総合評価 

 管理運営については、適切な管理運営体制及び事務組織が整備され、管理運営に関する方針が規則等で明確に

定められ機能するとともに、教育研究や施設設備等に関する自己点検・評価の体制も整備されている。 

財務面については、大学が将来にわたって安定して経営するための十分な財務基盤を有し、適切な財務計画の

策定と計画の履行が図られている。また、外部研究資金や自己収入についても安定確保が図られるとともに、経
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費の削減にも努めている。財務に関する監査も適切に実施されている。 

施設整備については、鹿児島大学キャンパスマスタープランに基づき、教育研究活動に必要な施設や設備が整

備されている。 

また、安全管理体制も適切に整備され、事故防止対策も整えられていることから、判定「４（優れている）」

とする。 
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Ⅵ．参考資料 

 

 

○国立大学法人鹿児島大学における自己評価の実施要項 

 

平成17年３月22日 

役員会決定 

(趣旨) 

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学評価実施規則(平成16年規則第165号)第３条の規定に基づき、全学一

斉に行う自己評価の実施及び評価基準について必要な事項を定める。 

(実施) 

第２ 自己評価は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)が行う活動に対する基本的な方針及び活動を

通じて達成しようとする成果等を確認した上で、３～６年ごとに実施する。 

２ 自己評価は、領域及び評価項目ごとに、現状把握、現状分析及び評価を行い、評価結果に基づく改善策を策定

する。 

３ 自己評価は、その手法、評価結果の妥当性等についての検証も併せて行う。 

４ 自己評価の実施に際しては、次に掲げる部局等において自己評価を実施し、その結果及び全学のデータを基に

行う。 

(1) 各学部 

(2) 各研究科 

(3) 医学部・歯学部附属病院 

(4) 各学内共同教育研究施設等 

(5) 教育学部各附属学校 

５ 自己評価の結果は、前項に掲げる部局等の自己評価結果も含め、公表する。 

６ 自己評価の実施に際しては、構成員の活動状況等の点検・評価の結果を収集し、利用することができる。 

(評価基準等) 

第３ 自己評価は、教育、研究、社会貢献、国際交流、診療及び管理運営の６領域を対象とし、別表第１に掲げる

評価項目及び評価基準に基づき実施する。 

２ 各評価基準には、その内容に即して教育研究活動等の状況を分析するための基本的な観点を設けることができ

る。 

３ 各評価基準には、活動の重要性等を勘案し、重み付けを行うことができる。 

(評価方法) 

第４ 自己評価は、各評価項目に対する達成度に応じて、別表第２に掲げる５段階の水準による評価を行う。 

２ 前項の評価結果に基づき、領域ごとに総合評価を行う。 

３ 前２項に定めるもののほか、本学の活動における特色ある取り組み等について特記するものとする。 

(意見聴取) 

第５ 自己評価の実施に際しては、評価項目によって学生等の意見を聴取できる。 

(雑則) 

第６ この要項に定めるもののほか、評価の基準等に関し必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

この要項は、平成17年３月22日から実施する。 

 

附 則 

この要項は、平成23年６月28日から実施する。 

 

別表第１(第３関係) 評価項目及び評価基準 

領域 評価項目 評価基準 

１ 教

育 

(1) 教育目標に

関する事項 

○大学の教育目標(教育活動を展開する上での基本的な方針、達成しようとしている基本

的な成果等)が明確に定められ、公表、周知されていること。 

○学部等の教育目標(教育活動を展開する上での基本的な方針、達成しようとしている基

本的な成果等)が明確に定められ、公表、周知されていること。 

○学部等の教育目標が大学の教育目標に沿っていること。 

(2) 教育の実施

体制等に関す

る事項 

○教育に係る基本的な組織構成(学部及びその学科、研究科及びその専攻、その他の組織

並びに教養教育の実施体制)が、教育目標に照らして適切なものであること。 

○教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され、機能していること。 

○教育活動を展開するために必要な教員が適切に配置されていること。 

○教員の採用及び昇格等に当たって、明確な基準が定められ、適切に運用されていること。

○教員の教育活動に関する評価が継続的に実施され、教員の資質が適切に維持されている

こと。 

○教育活動を展開するために必要な教育支援者の配置や教育補助者の活用が適切に行わ

れていること。 

(3) 教育内容等

に関する事項 

【入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)に関すること】 

○入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)が明確に定められ、それに沿って、適切な

学生の受入が実施されていること。 

○実入学者数が入学定員と比較して適正な数となっていること。 

【教育内容・教育方法等に関すること】 

○教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)が明確に定められ、それに基づい

て教育課程が体系的に編成されており、その内容、水準が授与される学位名において適

切であること。 

○教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等が整備されていること。 

○学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)が明確に定められ、それに照らして、成績評価や

単位認定、卒業(修了)認定が適切に実施され、有効なものになっていること。 

(4) 学習成果に

関する事項 

○教育目標や養成しようとする人材像等に照らして、学生が身に付けるべき知識・技能・

態度等について、学習成果が上がっていること。 

○卒業(修了)後の進路状況等から判断して、学習成果が上がっていること。 

(5) 施設・設備

及び学生支援

に関する事項 

○教育課程に対応した施設・設備等が整備され、有効に活用されていること。 

○学生への履修指導が適切に行われていること。 

○学習、課外活動、生活や就職、経済面での援助等に関する相談・助言、支援が適切に行
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われていること。 

(6) 教育の内部

質保証システ

ム 

○教育の状況について点検・評価し、その結果に基づいて教育の質の改善・向上を図るた

めの体制が整備され、機能していること。 

○教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修等、教育の質の改善・向上を図るための

取組が適切に行われ、機能していること。 

(7) その他学生

の教育に関す

る事項 

  

２ 研

究 

(1) 研究目標に

関する事項 

○大学の基本理念に沿った研究目標が定められ、公表、周知されていること。 

(2) 研究実施体

制等の整備に

関する事項 

○研究及び研究支援の組織を整備し、研究者等が適切に配置されていること。 

○研究が効率的に行えるよう研究施設・設備が整備されていること。 

○研究資金が有効に活用されていること。 

○外部資金を除く研究資金の配分及びその成果の検証システムが整備され、機能している

こと。 

○研究成果の公表支援や評価のためのシステムが整備されていること。 

(3) 研究水準及

び研究の成果

等に関する事

項 

○研究成果等が相応の学術雑誌、学会等に公表され、研究水準が学内外において評価され

ていること。 

○科学研究費等の外部資金獲得による研究が行われていること。 

○共同研究、研究プロジェクト、受託研究等が行われていること。 

○研究活動が適正に評価され、評価結果が質の向上に結びつけられていること。 

(4) その他研

究・学術に関

する事項 

○その他研究・学術に関する事項が行われ、相応の成果を得ていること。 

３ 社

会貢

献 

(1) 社会貢献の

実施体制に関

すること 

○大学の知的財産を創出・保護・管理・活用する実効的な組織、システムが整備されてい

ること。 

○大学の学術・技術・知識等々が、社会に有効に活用されるシステムが整備されているこ

と。 

○社会との情報交換及び連携が図られ、共同研究を進める体制が整備されていること。

○研究成果等が速やかに社会に公開されるシステムが整備されていること。 

(2) 社会貢献活

動の内容に関

する事項 

○社会に貢献する教育・研究活動が行われていること。 

○地域社会の要望に応えた公開講座、公開授業、講演会、イベント等が定期的に開催され

ていること。 

○社会貢献活動の内容が社会に公表されていること。 

(3) 社会貢献活

動の達成状況 

○社会貢献活動に関する計画、実行、検証が定期的に行われていること。 

○社会貢献活動に関する人材の発掘・育成、資金の確保、施設の整備が行われていること。

(4) その他の社

会貢献に関す

る事項 

○学外の教育研究機関、自治体、企業及び地域との連携・交流が促進されていることをチ

ェックする評価システムが整備されていること。 

○地域のニーズに応える体制が整備され、機能していること。 
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○地域社会における知的交流ネットワークの核として、機能していること。 

４ 国

際交

流 

(1) 学生の国際

交流に関する

事項(留学生

を含む。) 

○学生の国際交流に関する目標が明確に定められ、公表、周知されていること。 

○学生の国際交流活動をサポートする全学的な支援体制が整備され、機能していること。

○外国人留学生と地域社会との交流を支援する体制が整備され、機能していること。 

○帰国留学生等に対するフォローアップシステムが整備されていること。 

(2) 教員の国際

交流に関する

事項(外国人

研究者を含

む。) 

○教員の国際交流に関する目標が明確に定められ、公表、周知されていること。 

○教員の国際交流活動をサポートする全学的な支援体制が整備され、機能していること。

○海外の大学等との教育研究交流や共同研究を推進する組織が整備されていること。 

(3) その他国際

交流に関する

事項 

○国際機関等との国際協力連携体制が整備され、機能していること。 

５ 診

療 

(1) 診療体制に

関する事項 

○診療活動を展開する上で必要な診療の運営体制が適切に整備され、機能していること。

○病院経営の効率化が適切に計画・実施されていること。 

(2) 診療活動に

関する事項 

○病院理念に基づき、診療の質の向上が図られていること。 

○病院理念に基づき、安全管理体制が適切に整備されていること。 

○診療への研究成果が反映され、先端的医療が導入されていること。 

(3) その他診療

に関する事項 

○良質な医療人が養成されていること。 

６ 管

理運

営 

(1) 教育研究組

織の管理運営

に関する事項 

○管理運営体制及び事務組織が整備され、機能していること。 

○管理運営に関する方針が明確に定められ、それらに基づく規定が整備され、各構成員の

責務と権限が明確に示されていること。 

○教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的な状況に関する自己点検・評

価が行われ、その結果が公表されていること。 

(2) 財政に関す

る事項 

○教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できる財務基盤を有しているこ

と。 

○教育研究活動の財務上の基礎として、適切な財務計画が策定され、履行されていること。

○外部研究資金やその他の自己収入等の安定確保が図られていること。 

○財務に係る監査等が適切に実施されていること。 

○管理的経費の削減に努めていること。 

(3) 施設、設備

に関する事項 

○教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、有効に活用されているこ

と。 

○教育研究組織及び教育課程に応じて、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上

必要な資料が系統的に整備されていること。 

(4) 改善のため

のシステムに

関する事項 

○教育研究活動等の状況について点検・評価し、その結果に基づいて改善・向上を図るた

めの体制が整備され、取組が行われており、機能していること。 

○教員、教育支援者及び教育補助者、事務職員等に対する研修等、その資質の向上を図る

ための取組が適切に行われていること。 
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(5) その他管理

運営に関する

事項 

○学長、部局長等のリーダーシップのもとに円滑な意思決定の形成とダイナミックで機動

的な管理運営が行われていること。 

○学生、教員、事務職員等、その他学外関係者のニーズが把握され、適切な形で管理運営

に反映されていること。 

○事務処理の効率化・合理化が図られていること。 

○安全管理体制強化と事故防止対策を確立していること。 

※上記以外の評価項目等について、必要に応じて、学長が追加することができる。 

 

別表第２(第４関係) 評価水準 

段階 評価水準 

５ 特に優れている 

４ 優れている 

３ 水準に達している 

２ 改善の余地がある 

１ 改善を要する 
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