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「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」 調書 

ユニット１  大学教育改革 

概要  

学長のリーダーシップに基づく戦略的な資源の再配分により、共通教育については、教育センターの組織改革と高い教育能力を持った教

員の集約を同時に進め、共通教育の安定的運営と質保証を可能にするとともに、着実に学習成果を挙げるために科目の精選と担当教員の

資質向上に取り組み、学士課程教育全体の質的向上を図る。この共通教育改革とも連動して、法文学部については、地域の中核的人材養

成やグローバル化に対応する、人文社会系学部へ再編する。教育学部については、学校教育教員養成課程の改組を行うとともに、教育学

研究科の中に教職大学院を設置し、鹿児島県の教育に資する若手・中堅のスクールリーダーの養成を行う。 

中期目標【 A4】  学術研究院制度や国際認証制度等を活用し、教育の質の向上を図る教育研究体制を整備する。 

 中期計画【 B9】  

全教員を学長の下に一元管理するために創設した学術研究院制度に基づき、平成 30 年度までに教育センターを主担当とする教員を 39人

増員して教育センターを拡充し、平成 27 年３月に策定した「共通教育改革計画書」に基づく共通教育の実施体制を強化・充実する。さ

らに、教育センターの組織を見直し、「共通教育院（仮称）」を設置する。 

 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｃ）現在は 7 人の教育センター主担当教員を 3 年間で約 7 倍の 46 人にする、という資源の重点的再配分といえる取り組みである。共

通教育の中心的な担い手となる高い教育能力を有する教員を教育センター主担当教員として集約し、大学全体としての教育成果向上を図

るものである。同時に科目の精選及びコア・カリキュラムの構築を進める。これにより、厳選された質の高い共通教育科目を全ての学士

課程カリキュラムの基盤に位置付けた体系的カリキュラムを全学士課程で整備する、戦略的かつ意欲的な計画である。 

中期目標【 A26】  
地域活性化の中核的拠点として機能強化を図るため、教育研究組織を再編する。 

 中期計画【 B59】  

法文学部については、地域ニーズや地域課題の把握に努め文系総合学部としての強みと特色を活かすために学科横断的科目の充実を図る

とともに、理系の要素も取り入れた地域連携とグローバル化に対応した専門教育カリキュラムへと見直し、人文社会系学部へ再編する。

また、人文社会科学研究科については、海外現地入試の拡大充実、英語による授業の整備、外国人留学生及び社会人を対象としたプログ

ラムの整備、５年一貫コースの導入を図り、現在の博士前期課程の４専攻を再編成する。 
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戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｃ）法文学部においては、ミッションの再定義に従い、その強みを強化し、また、社会の変化に対応して、教育組織、カリキュラムを

全面的に見直し、改組を行う（平成 29 年度）。法文学部の改組においては、ロースクールの募集停止を受けて、その人員を再配置する

法学教育の強化、生涯教育総合課程教員の異動による地域・国際社会教育の充実、心理系教育の強化等により、これまでの 3 学科を新た

に 2学科、5コースに再編する。また、島嶼や観光等の地域特性に配慮し理系学部と連携した教育も組み入れたカリキュラムの整備を行

い、アクティブ・ラーニングを強化拡充し、学科横断的教育（法文総合基礎科目、法文総合チャレンジ科目）を設置し、地域の中核的な

人材養成に資する組織を新たに構築する。 

人文社会科学研究科においては、海外現地入試の拡大、地域特性を活かした東アジア圏域交流プログラムや５年一貫の地域開発関連

プログラム等の特色あるメニューの整備、英語による学位取得等を進め、外国人留学生教育と社会人再教育を強化する。 

中期計画【 B60】  

教育学部については、教員に求められる資質・能力、並びに鹿児島県の教育の特殊事情に対する実践力を兼ね備えた教員養成の実現を目

指すため、生涯教育総合課程の募集停止、及び学校現場で指導経験のある教員の割合を 20％確保して学校教育教員養成課程の改組を行

う。また、鹿児島県教育委員会との連携のもと新たに教育学研究科の中に教職大学院を設置し、鹿児島県の教育に資する若手・中堅のス

クールリーダーの養成を行う。更に修士課程における教員養成機能については、第３期中期目標期間中に検証・検討した上で、教職大学

院に重点化を図る。 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｃ）教育学部の改組は、生涯教育総合課程の募集停止を伴う学校教育教員養成課程の学生定員の大幅な見直し、初等コース・中等コー

スの大括り入試、離島へき地など鹿児島県の教育課題を念頭においた講義・演習・実習科目の新設、クラス担任制度の導入と卒論指導教

員による手厚い修学支援など教員養成機能に特化した取り組みであり、学生の教員就職率を現状の 1.7 倍という高い数値を目指すもので

ある。 

また、教育学研究科内に設置を予定している教職大学院の「学校教育実践高度化専攻」は、鹿児島県教育委員会ならびに市町村教育委

員会との密接な連携のもと、新たな学校づくりの有力な一員となり得る新人教員、地域や学校で指導的役割を果たし得る中核的教員の養

成を行うものであり、また、全部局からの教員ポイント数の拠出を受けて新組織を設置しようとするものである。本大学院は院生の個人

課題解決に加えて鹿児島県の教育課題と実習協力校・現職教員勤務校の教育課題解決を目指して、実習科目を核とする教育課程の設置、

これらの課題解決を実現するためのストレートマスターと現職教員院生との相互職能形成を促す協働学習の実現など従来の修士課程に

はない高い教育目標を掲げた取り組みであり、教員就職率を現修士課程の 1.4倍という高い数値を目指すものである。 

中期計画【 B61】  

山口大学と鹿児島大学は、山口大学大学院連合獣医学研究科の理念と実績を継承しながら、欧米水準の獣医学教育認証に適合した共同学

部教育に立脚した山口大学・鹿児島大学大学院共同獣医学研究科を平成 30 年４月に設置し、先導的研究の推進と世界先端的な獣医学研

究者の養成を通じて国際水準の獣医学教育の発展と深化に取り組むとともに、高度獣医学専門家たる獣医療人を輩出して地域・国際社会

の新たな獣医学的課題解決に貢献する。 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ａ）二大学が目指す欧米水準の獣医学教育認証は、学士課程の教育において、我が国の獣医学教育モデル・コア・カリキュラムよりも

幅広い内容と実践的な獣医技術の付与を求めている。また共同獣医学部卒業者に対しても、学士課程を補い強化するための Advanced 
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Postgraduate Degree Programとして、研究者養成を目的とする PhD プログラムに止まらず、獣医専門職、認定医、専門医プログラム、

及びインターンシップ等、獣医師への多様な国際社会ニーズに対応した卒後教育を提供することを求めている。新たな共同獣医学研究科

は、高度な研究者養成に重点を置く研究者養成のための「獣医科学コース」に加え、実験動物医学・病理学等の専門医取得あるいは附属

動物病院における卒後臨床研修と大学院における研究及び学位取得とを両立できる「獣医専修コース」を、国内の獣医系大学に先んじて、

開設する。また、生命科学研究への学部学生の興味を喚起し、早期から研究に取り組み、優れた研究者として養成するため、学士課程と

博士課程を連接させて、最短９年間で学士（獣医学）及び博士（獣医学）を取得させる「学部・研究科連接コース」の開設も模索する。

このように新たな共同獣医学研究科では、欧米水準の幅広い獣医学的知識と技能を身につけた獣医学士課程修了者の求める多様な進路選

択に対応するとともに、欧米水準の獣医学士課程を修了していない獣医師・獣医学研究者へも総じて、専門的技術と能力を研鑽できる高

度な獣医学専門家養成プログラムを提供するという点で、戦略的かつ意欲的な取組である。 
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「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」 調書 

ユニット２  グローバル教育の推進 

概要  

グローバルに活躍できる人材を着実に育成するため、国際バカロレア入試の拡充や、一般入試等への外部英語試験の全学的導入を推進す

るとともに、外国語活用能力や異文化理解度の向上に高い関心を持つ学生を支援する拠点として「外国語サロン（仮称）」を開設する。

また、全学生にグローバル人材の意味と必要性を説き、入学時から卒業までの段階的なグローバル人材教育機会を可視化し、意欲的な学

生の能力を継続的に最大限に伸ばす仕組みを構築するとともに、留学生の多様なニーズに応える教育カリキュラム等を拡充するなど、外

国人留学生の受入れ支援体制を充実し、グローバル教育の取り組みを推進する。 

中期目標【 A8】  グローバル人材育成と多様な人材の確保に対応した入学者選抜を実施する。 

 中期計画【 B21】  

平成 28 年度入学者選抜から導入する国際バカロレア入試を拡充するとともに平成 29 年度入学者選抜に外部英語試験を導入する。平成

33 年度までに国際バカロレア入学者をおおむね 10名とするとともに全学部の一般入試・推薦入試Ⅱ（全募集人員のおおむね 95％）に外

部英語試験を導入するなど、グローバル人材育成と多様な人材確保に対応した入学者選抜に取り組む。 

 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ａ）平成 28年度入試（春入学）から導入する国際バカロレア入試の全学的な導入は全国国立大学で３番目の先進的な取組であるとと 

もに、一般入試・推薦入試Ⅱへの外部英語試験の全学的導入（全募集人員のおおむね 95％）は全国国立大学初の取組である。 

（Ｂ）国際バカロレア入試の先行大学の入学実績（岡山大学 H24～H27 入学者［春入学］３人、筑波大学 H27 入学者２人）と比較し、平

成 33 年度までの６年間で入学者をおおむね 10名とする目標はかなり高い数値目標であるとともに、一般入試・推薦入試Ⅱへの外部英語

試験の全学的導入（全募集人員のおおむね 95％）という目標は全国国立大学初であることからかなり高い数値目標である。 

中期目標【 A15】  
グローバル化が進む社会の現状を理解し、国際的に活躍できる人材を育成するとともに、海外の学術機関等との教育・研究の交流を深

め、国際貢献を推進する。 

 中期計画【 B31】  

グローバル化が進む社会で異なる地域や文化に対して理解ある人材を育成するために、意欲的な学生に対して授業時間外に外国語活用能

力を高めるための学修の場として、ネイティブや異文化経験が豊かな教員等が運営に携わる「外国語サロン（仮称）」を平成 30 年度ま

でに開設する等、異文化理解に関する学修機会を拡充する。 

 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｃ）教育センターの機能強化に伴い配置される外国語教育担当教員を中心として運営されることで、英語教育カリキュラム及び全学必

修科目「異文化理解入門」の成果を定着させるだけでなく、海外でより実践的な学修を行うためのステップとしての役割をも果たす戦略

的取り組みが「外国語サロン（仮称）」である。これまでも学内各所で教員や留学生によって同様の取り組みが行われてきたが、目的が

曖昧であったりカリキュラムとの連携が充分でなかったりしたため利用者は限定的であった。そうした問題点を改善し、学生の体系的な

学習の場として位置付けることにより、年間利用者延べ 1,000 人を目指し、大学としての教育目標達成に資する人材育成の仕組みを構築

するという点で戦略的かつ意欲的な取り組みである。 
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中期計画【 B33】  

グローバル社会を牽引する人材を育成するため、平成 28 年度に「グローバルセンター（仮称）」を設置し、海外研修、海外インターン

シップ、派遣留学、ジョイント・プログラム、学内における留学生との協働教育等により、大学の国際開放度を高め、平成 33 年度まで

に海外へ派遣する日本人学生の数を平成 26年度実績の 1.2倍に増やす。 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｃ）既存の学内共同教育研究施設を統合し、学生の派遣・受入・キャンパスのグローバル化を担う「縦割り組織を見直した機能別３部

門の設置」及び「全学連携機能の強化」を柱とする新組織「グローバルセンター（仮称）」を設置し、学生のグローバル化を支援しよう

とするものである。 

 

中期計画【 B34】  

混住型学生寮の充実、協働学修担当教員の配置、入試情報等の大学広報の改善等、外国人留学生の受入れ支援体制を整備し、日本語・日

本文化教育をはじめ留学生の多様なニーズに応える教育カリキュラムを質的・量的に拡充することで、平成 33 年度までに外国人留学生

の数を平成 26年度実績の 1.2 倍に増やす。 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｃ）学生・留学生の柔軟な発想力と主体性を重視した学修を企画・実施するための協働学修担当教員の配置や、混住型学生寮の充実、

大学広報の改善等、留学生受入環境の充実により機能強化へ向けたグローバル教育を推進しようとするものである。 
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「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」 調書 

ユニット３  地域人材育成及び地域連携の推進 

概要  

地域活性化の中核的拠点として、地域課題解決に資する汎用的能力育成及びその成果の可視化を進め、地域人材育成に寄与することを目

指し、それらを起点として大学全体の内部質保証制度の整備を行う。また、学卒者の地元定着に向けた取組を行い、インターンシップ等

の充実により地元就職を支援するとともに、鹿児島県、地域産業界、金融機関等と協働した新規雇用の創出と雇用の拡大に取り組む。 

中期目標【 A2】  地（知）の拠点として、地域課題の解決に取り組むことのできる人材を育成する。 

 中期計画【 B4】  

鹿児島の特色（島嶼、火山等）を活用し、自治体等との連携に基づいて把握した地域課題やニーズを踏まえ、地域志向意識を醸成し、地

域課題解決の基盤となる汎用的能力の育成を図る「地域志向一貫教育カリキュラム」を平成 30 年度までに整備するとともに、その成果

を基礎として、地元就職率向上を目指す「地域キャリア教育プログラム」を平成 31 年度までに整備し、本プログラムの受講者を年間 150

人以上に増やす。これらの人材育成にあたっては、試験結果や共通ルーブリックに基づくレポートやプレゼンテーションの評価、ポート

フォリオ等のデータを収集・分析してその成果を評価・検証する。 

 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｃ）鹿児島地域の具体的な課題を教材として課題解決の基盤となる能力の育成プログラムを構築し、その成果の可視化を強く進め、同

時に、教員の資質向上及びその教育業績に対する評価制度の整備を進めることで大学としての特色強化と資源配分の重点化を行う戦略的

な取り組みである。地域志向一貫教育カリキュラムに含まれる科目の質的向上及び成果の可視化を積極的に進めることで、それ以外の科

目への波及効果も具体的に狙うという点で、高い戦略性を有するものである。 

中期目標【 A6】  学生の多様なキャリア選択のための支援を推進する。 

 中期計画【 B18】  

全学的な就職支援事業を担う就職支援センターを中心に、県外の大手企業やグローバル企業、官公庁への就職支援に加え、県内企業限定

の学内合同企業セミナーやインターンシップのマッチングフェア、県内企業の経営者や若手社員と学生の交流会を実施し、平成 33 年度

までに年間延べ 100社以上の県内企業・団体を学内に招くなど、県内への就職を促進するための取組を拡充する。 

 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｂ）県内企業・団体や地元就職支援に携わる民間企業と連携、さらに地元就職を促進する学生支援コーディネーターとも協働し、県内

企業限定の学内合同企業セミナーやインターンシップのマッチングフェア、県内企業の経営者や若手社員と学生の交流会、中小企業の魅

力を発見するためのセミナー等を開催することにより、学生の県内企業への理解を深め、就職を促進しようとする本取組は、本学では過

去に前例がないものである。また、本学において過去 3 年間に学生向けの就職・キャリアに関する説明会やセミナーに参加した県内企業・

団体数は年間延べ平均 75社（団体）であるが、本取組では、この数値の 3 割増を超える 100社（団体）以上を目標としている。 

中期目標【 A13】  地域を志向した教育・研究を推進することにより、地域社会の発展に貢献する。 
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 中期計画【 B27】  
「社会連携機構（仮称）」を中心に、全学として地域の防災、医療、観光、エネルギー、農林畜産業、水産業等の課題解決を図り、その

活動成果を本学の教育に活かすとともに、自治体・企業との交流や共同・受託研究等を通じて地域社会に還元する。 

 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｃ）平成 26 年度に採択された COC 事業においては、地域の特性を踏まえた地域課題の解決を図る。具体的には、かごしま COC センタ

ーに地域防災・医療部会、観光産業・国際部会、エネルギー部会、農林畜産業部会、水産業部会の５つの部会を設置し、自治体からの課

題の収集・分析を行う。課題への対応は、教育部門、研究部門、社会貢献・生涯学習部門がそれぞれの立場で担う。また、平成 27 年度

に採択された COC＋事業では、県域レベルでの自治体・大学・産業界等の連携による事業協働機関を形成し、食と観光で世界を魅了する

鹿児島地域の特色を活かし、企業との交流を促進することにより新規雇用の創出及び既存雇用の拡大を図り、地域社会の発展に貢献する。

特に、本学学部入学者のうちで県内出身者は約 45％という状況にあって、卒業生の県内就職率を 39.5％からさらに 10.5％引き上げ 50％

にするという数値目標は意欲的であり、大学全体で様々な角度から取り組まないと達成できない。これらの事業を着実に実施し継続・発

展させることにより地域連携を推進しようとするものである。 

 

＜補足資料＞ 

・平成 26年度「地(知)の拠点整備事業（COC）『火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム』」 

・平成 27年度「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）『食と観光で世界を魅了する「かごしま」の地元定着促進プログラ

ム』」 
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「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」 調書 

ユニット４  大学の強み・特色を活かした学術研究の推進 

概要  
地域社会の課題解決に繋がる島嶼等の大学の特色を活かした学術研究を推進するとともに国際水準の卓越した研究として、先進的感染制

御等の大学の強みを活かした研究を推進する。 

中期目標【 A9】  地域特有の課題を解決する研究等を推進する。 

 中期計画【 B23】  

地域社会の課題解決につながる、島嶼、環境、食と健康、水、エネルギー等の研究、火山や地震等の防災研究、各分野の基盤研究を推進

し、論文数、出版数、シンポジウム開催数、研究会等の開催実績等について、第２期中期目標期間と比較して第３期中にそれを上回るよ

うにする。 

 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｃ）鹿児島には、(1)たくさんの離島からなる島嶼地域を抱えること、(2)豊かな自然の中に多様な生物資源と生態系が存在すること、

(3) 鹿児島特有の火山活動やシラス土壌による大規模な災害の危険性と隣り合わせで生活が行われていること、(4)農業、水産業、畜産

業等の主要産業において、その生産品は「黒」をキーワードに高い評価を受けていること、などの全国的にも珍しい地域社会の特徴がみ

られる。これらの特徴ある地域課題に対し、9 学部 10 研究科を有する総合大学としての強みを生かし、全学的に取り組み研究基盤の強

化を推進しようとするものである。 

中期目標【 A10】  
国際水準の卓越した研究を推進する。 

 

中期計画【 B24】  

国際水準の卓越した研究として、先進的感染制御（難治性ウイルス疾患、人獣共通感染症等）、生物多様性、先進的実験動物モデル（ミ

ニブタ等）、天の川銀河、難治性がん等の研究を推進する。また、先進的感染制御研究の共同利用・共同研究拠点化を目指して国内外の

研究機関との共同研究の増加等に取り組む。これらの研究については、インパクトファクターの高い学会誌等への論文掲載数、競争的外

部資金の獲得状況、共同研究や国際共著論文数、マスコミ等での成果の公表実績などについて、第２期中期目標期間と比較して第３期中

にそれを上回るようにする。 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ｃ）本学の強みを活かした、世界水準の卓越した研究として、①地域特有の課題を取り上げることから発展した先進的感染制御や生物

多様性に関する研究、②地理的および人的教育研究環境によって研究が発展した天の川銀河や難治性ウイルス疾患等などの研究、③卓越

した技術開発により発展した先端医療戦略の確立を目指す先進的難治性がん制御（遺伝子ウイルス治療法等）の研究や実験動物モデル（ミ

ニブタ等）の開発の研究がある。これらは、いずれも本学の強みを活かした戦略性の高い意欲的な研究であり、大学全体の人的・金銭的

な資源が厳しい中で合理化を行い、これらの研究に資源の再配分を行うことによって継続・発展させるものである。 
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「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」 調書 

ユニット５  欧州獣医学認証取得 

概要  

平成 28年度中に教育施設の整備とカリキュラムの改編を終え、平成 29 年度に公式事前診断に基づく欧州獣医学教育施設協会（European 

Association of Establishments for Veterinary Education: EAEVE）公式メンバーシップの取得、平成 31 年度までに自己評価報告書を

作成し、平成 32 年度の認証評価を取得する。さらに、自治体、NOSAI、JA 県連等との更なる連携深化によって、畜産地・食糧基地とし

ての地域機能の振興に国際的な視野をもって活躍できる人材を養成する教育組織へと発展させる。 

中期目標【 A4】  学術研究院制度や国際認証制度等を活用し、教育の質の向上を図る教育研究体制を整備する。 

 中期計画【 B12】  
欧米水準の獣医学教育を実施するために、共同獣医学課程において教育体制の整備を進めるとともに、北海道大学、帯広畜産大学及び山

口大学と連携して教育カリキュラムの改編と教育コンテンツの充実を図り、平成 32 年度に欧州獣医学教育認証を取得する。 

 

戦略性が高く意欲

的だと考える理由  

（Ａ）我が国の獣医学教育改善を牽引する 4大学において、産業動物獣医学や動物衛生学・公衆衛生学教育を強化した獣医系大学として、

欧州の獣医学教育認証を初めて取得し、獣医畜産学教育の先駆的・先導的拠点形成に取り組む。完成の暁には我が国の北と南に食糧安全

保障に資する獣医学教育拠点が誕生する。 

（Ｂ）獣医学教育国際認証の中でも伴侶動物医療の高度化を重視した評価を行う米国獣医師協会の評価基準とは異なり、畜産学、動物衛

生・公衆衛生獣医学の評価にも重点を置く EAEVE が求める教員組織、カリキュラム、及び教育資源の数値目標と指摘事項を全て解決して

認証を得る。EAEVE 評価では、獣医療が対象とする全動物種の症例数、病理解剖数、ハンズオン実習数の確保、食肉衛生検査所や家畜衛

生保健所での公衆衛生獣医師インターンシップ実習、及び動物病院等での最低１年間の参加型臨床実習の実施等、獣医師に必要な実務に

関する教育の重視が求められる。伴侶動物臨床獣医学教育を主眼とした我が国のモデルコアカリキュラムの重大な欠陥を解消し、獣医師

として備えるべき幅広い知識と技術を涵養する教育システムへの改変は、国際化による我が国獣医学教育の大変革である。 

 

 


