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「進取の気風にあふれる総合大学」を目指して

　鹿児島大学は長い歴史と豊かな伝統を持ち、その起源は、1773年に設立された藩学造士館にさかのぼりま

す。明治以降に設立された第七高等学校造士館をはじめ各種の高等専門学校を統合し、昭和24年に新制国立

鹿児島大学として発足しました。

　現在、鹿児島市内の三つのキャンパスに９学部と10大学院研究科を擁し、約9,000名の学部学生と約

1,500名の大学院生（うち留学生約300名）が在籍する南九州最大の総合大学です。

　これまでに10万人を超える卒業生を輩出し、国内はもとより世界の各地で、それぞれの専門的知識と技術を

生かし、人類の平和と繁栄ならびに福祉の向上のために大きな足跡を残してきています。

　本学は、平成19年に鹿児島大学憲章を制定し、“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”を目指しています。

　また、学生自らが起草した鹿児島大学学生憲章（平成22年制定）では、“進取の精神の継承、地球的視野の

学び、友情や思いやりの醸成、積極的社会参加の実践”が謳われ、自らを磨き、未来を拓くことを宣言していま

す。本学は、この大学憲章ならびに学生憲章の精神が学生のキャンパス生活の中でしっかりと培われ、本学で

の学びが学生の人生設計の礎となるように支援を惜しみません。

　学生に対する支援としては、学生自らが困難な課題に果敢に挑戦する取組を支援する「進取の精神チャレン

ジプログラム」の実施やグローバル人材の養成などがあります。これまで、海外124の大学と学術交流協定を締

結し、協定校との間で単位互換制度を設けるなど、学生が留学しやすい環境を整えています。

　また、国際社会で活躍できる人材の育成を図るため、学生の海外研修を支援しています。その他に留学生を

含む学生の向上心を育むため、学習環境の整備、社会貢献・研究活動の支援、奨学制度等の充実等を進め、

「日本で一番学生を大切にする大学」を目指しています。

　平成28年度から６年間、第３期中期目標・中期計画期間に入ります。

　本学は、この期間において、南九州及び南西諸島域の「地域活性化の中核的拠点」としての機能を強化し、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するとともに、18歳人口減少問題やグロー

バル化を視野に入れ、「進取の気風にあふれる総合大学」に相応しい大学改革を実施します。

　とりわけ、今日の地方における喫緊の課題は、人口減少に適切に対処し地方創生を推進することにあります。

そのため、鹿児島の特性や発展可能性を踏まえ、地域志向型人材の育成に資する地域活性化の中核的拠点と

して、「オール鹿大」で地域創生に取り組みます。

前田　芳實　学長

は
じ
め
に

学長からのメッセージ
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大学の基本的な目標

は
じ
め
に

第３期中期目標・中期計画

●グローバルな視点を有する●グローバルな視点を有する
　地域人材育成の強化

●大学の強みと特色を活かした●大学の強みと特色を活かした
　学術研究の推進

●地域ニーズに応じた●地域ニーズに応じた
　社会人教育や地域連携の推進

●機能強化に向けた教育研究●機能強化に向けた教育研究
　組織体制の整備

南九州及び南西諸島域の
「地域活性化の中核的拠点」
（地域の知の拠点）

国立大学法人鹿児島大学の基本的な目標
第３期中期目標（平成28～33年度）

　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、アジア・太平洋の中の鹿

児島という地理的特性を踏まえ、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」を目指しています。

　第３期中期目標・中期計画期間においては、南九州及び南西諸島域の「地域活性化の中核的拠点」としての機

能を強化し、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するとともに、18歳人口減少

問題やグローバル化を視野に入れ、「進取の気風にあふれる総合大学」に相応しい大学改革を実施するため、以

下の基本目標に取り組みます。

１．グローバルな視点を有する地域人材育成の強化
　地域特性を活かした教育及び国際化に対応した教育を推進するとともに、高大接続の見直し、アクティ

ブ・ラーニングの強化、教育の内部質保証システムの整備、学生支援の拡充等の教育改革に取り組みます。

２．大学の強みと特色を活かした学術研究の推進
　地域特有の課題研究「島嶼、環境、食と健康、水、エネルギー」及び防災研究を推進するとともに、先進的

な感染制御や実験動物モデル等の卓越した研究を促進します。

３．地域ニーズに応じた社会人教育や地域連携の推進
　知的・文化的な生涯学習の拠点として、地域・産業界との連携を強化し、リカレント教育の拡充や地域イ

ノベーションの創出等、「社会連携機構（仮称）」を中心に社会貢献の取組を推進します。

４．機能強化に向けた教育研究組織体制の整備
　学長のリーダーシップの下、大学のガバナンス改革を推進するとともに、学術研究院制度を効果的に活

用し、地域の総合大学としての特色を活かした学部等の再編や奄美群島拠点の拡充等、組織の見直しや学

内資源の再配分に全学的な観点から取り組みます。
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  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。

  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。

　

  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。

  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。

※「進取の精神」とは、自ら困難に立ち向かう態度である。

平成19年11月15日制定
（第58回鹿児島大学開学記念日）

大学憲章

は
じ
め
に鹿児島大学憲章

　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。
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学生憲章

は
じ
め
に 　鹿児島大学　学生憲章

　私たちは、鹿児島大学の学生であることを誇りとし、学ぶことのできる環境に感謝し、桜島

のように気高く、時には激しさを持ち、自らを磨き、未来を拓
ひら

いていきます。

1. 私たちは、我が国の変革と近代化を推進した先人達の「進取の精神」を継承し、困

難な課題にも果敢に挑戦し、強い意志と柔軟な心を持って自己実現を図ります。

2. 私たちは、幅広い教養を身につけ、高度で専門的な知識・技能を修得し、地球的視  

野を持って活躍する人間になることを目指します。

3. 私たちは、サークル活動などの課外活動に積極的に参加し、仲間との友情を育
はぐく

み、思いやり深く魅力　れる人間になります。

4. 私たちは、地域社会との関
かか

わりの中で、一人の人間として責任ある行動を心がけ、

社会に貢献できるよう全力を尽くします。

平成22年11月15日制定

 (第61回鹿児島大学開学記念日)

　鹿児島大学　学生憲章

　私たちは、鹿児島大学の学生であることを誇りとし、学ぶことのできる環境に感謝

し、桜島のように気高く、時には激しさを持ち、自らを磨き、未来を拓
ひら

いていきます。

1. 私たちは、我が国の変革と近代化を推進した先人達の「進取の精

神」を継承し、困難な課題にも果敢に挑戦し、強い意志と柔軟な心

を持って自己実現を図ります。

2. 私たちは、幅広い教養を身につけ、高度で専門的な知識・技能を修

得し、地球的視野を持って活躍する人間になることを目指します。

3. 私たちは、サークル活動などの課外活動に積極的に参加し、仲間

との友情を育
はぐく

み、思いやり深く魅力　れる人間になります。

4. 私たちは、地域社会との関
か か

わりの中で、一人の人間として責任ある

行動を心がけ、社会に貢献できるよう全力を尽くします。

平成22年11月15日制定 

(第61回鹿児島大学開学記念日)

〈学生憲章の解説〉

両親をはじめ、同
級生・仲間、高校・
大学の先生など、
自分の身の回りの
すべてに感謝する
気持ちを表現

常に鹿大生として
の誇りを持つこと、
“鹿児島大学ブラ
ンド”的なものもイ
メージ

鹿児島の象徴であ
る桜島と学生の情
熱を表現

将来を見据えて、
不断の努力を続け
ることを強調

（１. 進取の精神と自己実現）

（2. 勉学と将来の目標）

（3. 課外活動と人間力の涵養）

（4. 地域社会と貢献）

先人や先輩達の
「進取の精神」を
理解・継承し、これ
らを後輩にも伝え
たい

学生の本分である
勉学に真摯に取組
み、職業的専門人
を目指し、将来、地
球的な視野を持っ
て活躍したい

大学を離れた日常
の生活の中で、地
域社会との関わり
を大切にしたい

断定的な強い表現
ですが、学生の意思
の強さの表明です

学生生活、課外活
動などを通して、
生涯付き合える大
切な友人・親友を
つくる

あふ

あ ふ
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鹿児島大学教育目標／鹿児島大学生涯学習憲章

は
じ
め
に

鹿児島大学生涯学習憲章

　鹿児島大学は、大学憲章の理念に沿って、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しており、大学と地域をつなぐ営みとして生涯学習を推進します。

　鹿児島大学は、古来より海上交通の要衝として多彩な文化を集積し、世界で固有の多様な自然と共

生してきた地域に学び、成熟社会における新たな社会像、地域像、大学像を獲得できる生涯学習に全

学で取り組みます。

　地域のもつ知は大学及び大学人に新たな知的発見をもたらす宝庫であり、知的拠点としての鹿児島

大学がめざす生涯学習とは、地域に生きる人びとと大学人がともに学び教え合う関係から知の循環

を促し相互に成長していくことです。

　鹿児島大学は、全構成員が生涯学習の理念を共有し、地域と世界を結ぶ視野をもって、生涯学習を組

織的に実践するために、次の方針を掲げます。

１．青年期の教育とともに、成人を対象とした教育に取り組み、生涯にわたる学習の機会を提供します。

２．地域の発展の基礎となる多様な教育機会を用意し、激動の時代を生きる地域の人びとが、ともに支

え合い、暮らしていくことに貢献します。

３．大学の専門知と科学知が、地域の生活や経験と向きあうことを大切にします。そのことを通じて学

問を鍛え直し、新しい社会を展望できる知を創造し、広く地域に還元していきます。

４．鹿児島大学学生憲章の実現に向けて、学びの主体性を支え、進取の精神を養い、課題解決能力や実

践力を育むため、学生が大学で修める学問を基礎に、地域とともに成長できる機会を保障します。

５．柔軟で闊達な組織づくりに努め、大学と地域の相互理解を深める機会を創出し、生涯学習の推進を

地域とともに発展する大学づくりの柱と位置づけます。

平成２５年９月１９日制定

鹿児島大学教育目標

　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します。そのために次の教育目標を掲げます。

1.幅広い教養と高度な専門的知識・技能を身につけ、諸課題を発見・探究・解決する能力を育みます。

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います。

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います。

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みます。

平成２３年１２月１５日制定
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鹿児島大学男女共同参画基本理念

は
じ
め
に 鹿児島大学男女共同参画基本理念

　男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国の最重要課題であると

位置づけています。男女共同参画社会とは、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、

性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することのできる社会のことです。この実現には、教

育・研究の場であるとともに、就業の場である大学の果すべき役割・社会的責任が極めて大きいもの

と考えます。

　鹿児島大学は、男女共同参画社会基本法に基づき、男女共同参画社会実現の意義と責任を認識しつ

つ、21世紀の総合大学に期待される使命を自覚し、地域とともに社会の発展に貢献する総合大学を

めざし、以下の基本理念の下、男女共同参画を積極的に推進します。

＜基本理念＞

　鹿児島大学は、大学憲章の精神に則り、教育・研究機関として男女共同参画のもとに社会貢献を続

けることができる人材を育成・支援し、個々を尊重するとともに、一人ひとりがあらゆる場面において

個性と能力を発揮できる大学を実現します。

「一人ひとりが伸びやかに　自分らしく輝くために」

＜行動指針＞

平成22年1月21日制定
教育研究評議会決定

1.  男女共同参画の視点に立った教育、研究、就業の場の確立および大学運営にお

ける意思決定過程への女性の参画を拡大します。

2.  仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を重視した施策を推進するための

環境を整備します。

3.  女性の能力開発・能力発揮（エンパワーメント）を支援するために、積極的改善措

置（ポジティブ・アクション）の推進、女性キャリアガイダンスの充実、再チャレン

ジ支援などを行います。

4.  男女共同参画に資する教育・研究、広報・啓発活動を、地域（地方自治体、教育機

関、医師会、企業、NPO等）と連携して積極的に推進します。
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ポリシー

は
じ
め
に鹿児島大学入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

学士課程　

大学院課程

専門職大学院課程

　鹿児島大学大学院は、教育目標に定める人材を育成するため、次のような学生を求めています。

1.学士としての確かな基礎学力と専門分野における知識・技能を有する人

2.主体的に学ぶ態度を身につけ、専門分野に関連する諸問題に関心を持つ人

3.自ら課題を発見・探究・解決しようとする意欲に満ちた人

　このような学生を適正に選抜するために、研究科の募集単位ごとに、多様な選抜を実施します。

＜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

　鹿児島大学専門職大学院は、教育目標に鑑み、高度専門職業人を養成するため、次のような学生を求めています。

1.学士としての確かな基礎学力と専門分野における知識・技能を有する人、または、当該分野の基礎資

格や現場での経験を有する人

2.高度専門職業人をめざす明確な問題意識・関心を持ち、幅広い教養と柔軟な思考力を持つ人

3.専門職技能並びに実践力を身につけたい人

　このような学生を適正に選抜するために、研究科の募集単位ごとに、多様な選抜を実施します。
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　鹿児島大学大学院は、教育目標に掲げる人材を育成するために、以下に示す方針に基づいて、系統性のある教

育課程（カリキュラム）を編成します。

1.大学院課程（修士（博士前期）課程、博士（博士後期）課程）においては、研究倫理に則り、地域の活性化

と国際社会の発展に資する幅広い学識と高度な専門性を修得できる科目の提供と、きめ細かな研究

指導を行います。

2.修士（博士前期）課程においては、専門分野における基礎的な研究能力と高度な専門性を発揮できる

実践的な能力を身につけた人材を育成する教育を展開します。

3.博士（博士後期）課程においては、鹿児島大学の多様な学術的研究を背景に、課題の発見・探究・解決

を目指す研究者や、専門分野を牽引していく役割を担うことのできる専門家を育成する教育を展開し

ます。

ポリシー

は
じ
め
に 鹿児島大学教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

専門職大学院課程

　鹿児島大学専門職大学院は、教育目標に鑑み、以下に示す方針に基づいて、学術の理論及び応用を教授し、高

度な専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培う系統性のある教育課程（カリキュ

ラム）を編成します。

1.高度専門職業人として、固有の専門業務に必要な深い学識と卓越した能力を養成する体系化した教

育を展開します。

2.学外との連携を通した実務教育を行い、地域に根ざした高度専門職業人としての責任感と倫理観を

養成する教育を展開します。

3.専門分野において、指導的な役割を担う実務家を養成する教育を展開します。

学士課程　

　鹿児島大学は、教育目標に掲げる人材を育成するために、以下に示す方針に基づいて、初年次から卒業まで系

統性のある教育課程（カリキュラム）を編成します。

1.幅広い教養と高度な専門的知識、及びこれらに基づいた論理的思考力を育む科目を配置します。

2.自ら課題を発見・探究・解決する能力を育成する実践的な科目を配置します。

3.大学、地域及び国際社会における多様な人々とのコミュニケーションを重視した教育を展開します。

4.アクティブ・ラーニングの推進を通して、学生が倫理観をもって自主的に問題に取り組むことを支援す

る教育を展開します。

5.人、自然、文化の多様性に見られる鹿児島特有の資源を活用した教育を展開します。

大学院課程
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ポリシー

は
じ
め
に鹿児島大学学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

学士課程　

大学院課程

　鹿児島大学は、大学憲章及び教育目標に鑑み、地域の活性化及び国際社会の発展に貢献していくため、以下の能

力を身につけ、所定の単位を修得した者に学士の学位を授与します。

1.社会に貢献するために必要な幅広い教養と高度な専門的知識、及びこれらに基づいた論理的思考力

2.豊かな人間性と倫理観を身につけ、多様なコミュニケーションができる能力

3.自ら進んで様々な社会活動に参加し、省察し、その上で、将来の課題を発見し、その探究・解決を志向し

続けられる実践力

専門職大学院課程

　鹿児島大学専門職大学院は、教育目標に鑑み、以下に挙げる能力を身につけた者に専門職の学位を授与します。

1.高度専門職業人として求められる責任感、職業倫理観、及び実務能力

2.専門分野で指導的な役割を担うことのできる能力

　鹿児島大学大学院は、教育目標に鑑み、以下に示す方針に基づいて、学位を授与します。

1.修士（博士前期）課程においては、以下に挙げる能力を身につけ、所定の単位を修得し、審査に合格し

た者に修士の学位を授与します。

 ● 研究倫理を基盤とした専門分野における基礎的な研究能力

 ● 高度な学識と専門性を活かして地域と国際社会の発展に貢献できる能力

2.博士（博士後期）課程においては、以下に挙げる能力を身につけ、所定の単位を修得し、博士論文の審

査及び最終試験に合格した者に博士の学位を授与します。

 ● 研究倫理を基盤とした専門分野における独創的な研究能力

 ● 専門分野で指導的な役割を担い、地域と国際社会の発展に貢献できる能力
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