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Ⅰ．はじめに 

 

 鹿児島大学は、平成 15 年７月 16 日の国立大学法人法の公布に伴い、平成 16 年４月に法

人化され、国立大学法人鹿児島大学として、現在、第 2期中期目標期間（平成 22～27 年度）

の３年目を迎えています。 

 

 本学では、平成 19 年に制定した「鹿児島大学憲章」に基づき、自主自律と「進取の精神」

を有し、地域と国際社会の豊かな発展のために活躍する人材の育成と、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」の実現を目指して、

第２期中期目標・中期計画を定め、さらに、年度ごとの年度計画を定めて、その達成に向

け着実に取り組んでいます。 

 

また、本学の各部局等においては、大学の中期目標・中期計画及び年度計画に基づいて

個別の年度計画を定め、計画の達成に向けて着実に取り組んでいます。 

 

この度、本学では、中期目標・中期計画の達成を着実なものとするため、部局等が定め

ている個別の年度計画の達成状況を自己点検・評価するための「部局等評価」の制度を平

成 23 年度に新設しました。 

 

部局等は、本制度に基づき、個別に設定している年度計画の進捗状況を四半期毎に自己

点検・評価をするとともに、単年度に実施した活動の概要や特筆すべき取組、成果等につ

いて総括し、自己評価を付した「組織評価報告書」を年度終了後に作成することになりま

した。 

 

さらに、各部局等の組織評価報告書を大学全体で取りまとめ、大学としての「鹿児島大

学組織評価報告書」を公表することにいたしました。 

 

本報告書を作成、公表することにより、各部局等が現在置かれている状況や今後改善を

要する点について再確認し、計画達成に向けた取組を着実に前進させ、また、各部局等が

実施している業務内容が広く地域社会に周知され、本学に対する理解がより深まればと願

っております。 

 

 

平成 24 年９月 

鹿児島大学長 

吉 田 浩 己 
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Ⅱ．鹿児島大学組織評価報告書について 

１．鹿児島大学組織評価報告書について 

鹿児島大学では、学内の PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクル確立のため、既存の

構成員の活動状況等の点検・評価を行う「構成員評価」及び各部局等が３～６年ごとに

実施する自己評価（平成 23 年度の要項改訂により全学一斉に評価する「全学一斉評価」

に移行）に加えて、新たに、「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」（平成 23 年６月 28 日決定）を定め、平成 23 年度から部局等ごとに行う自己点検・

評価（以下、「部局等評価」という。）を毎年実施することにしました。 

本「鹿児島大学組織報告書」は、部局等評価を実施した結果として部局等が作成した

「組織評価報告書」と「鹿児島大学全体の組織評価報告」から成り立っています。 

 

２．評価項目、対象部局等について 

  部局等評価の評価項目、対象部局等は、下記の通りです。なお、「学部等附属教育研究

施設」（附属病院・附属学校を除く）は関係部局等に含めることとし、個々の対象として

いません。 

 

【学部・研究科等】 

項  目 対象部局等 

 

 

教 育 

［学部］（８組織） 

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 

［大学院］（10 組織） 

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 

 

研究、 

社会連携・国際

交流等、 

業務運営 

［学部・研究科］（14 組織） 

法文学部・人文社会科学研究科、教育学部・教育学研究科、農学部・農学研究

科、水産学部・水産学研究科、理学部、医学部、歯学部、工学部、保健学研究

科、理工学研究科、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 

 

【学内共同教育研究施設等】 

項  目 対象部局等 

 

施設の概要 

活動の概要 等 

［学内共同教育研究施設等］（13 組織） 

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、フロンティアサイエンス研究推進センター、産学官

連携推進機構、埋蔵文化財調査室、地域防災教育研究センター 
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【医学部・歯学部附属病院】 

項  目 対象部局等 

施設の概要 

活動の概要 等 

医学部・歯学部附属病院（１組織） 

 

【教育学部附属学校園】 

項  目 対象部局等 

活動の概要 等 教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、 

教育学部附属特別支援学校（４校） 
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Ⅲ．鹿児島大学全体の組織評価報告（平成２３年度）

鹿児島大学全体の組織評価報告については、国立大学法人法施行規則第10条第１項に基

づき、文部科学省に設置されている国立大学法人評価委員会に提出した「平成23事業年度

に係る業務の実績に関する報告書」から転載（一部文言を本報告書の体裁に合わせて変更）

しています。

１．教育

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、従来からあった教育目標を大学憲章に沿ったものとして改訂・整備し、

「鹿児島大学教育目標」として公表しました。これに伴い､学士課程の基盤となる共

通教育の改革や専門教育の質を保証するシステムの確立のためのプログラムの充実に

取り組みました。

また、山口大学との共同設置となる「共同獣医学部」の設置認可を受け、24年度か

ら新学部として開設することとなりました。

さらに、学生支援体制の強化・充実の取り組みとして、学生の自主学習環境の整備

を目的とした学習交流プラザの建築や国際交流会館３号館の増築等に取り組み、充実

したキャンパスライフ環境の整備を推進しました。

（１）共同獣医学部の設置に向けた取組（全国初の共同学部）

平成23年６月、鹿児島大学９番目の学部となる共同獣医学部の設置が大学設置・

学校法人審議会で認可されました。共同獣医学部は、本学と山口大学が相互に教育

研究資源を有効活用し共同で編成した共同教育課程（同一カリキュラム、同一シラ

バス）を、両大学の学生に等しく提供することによって獣医師養成のための教育を

行うもので、大学設置基準等の一部を改正する省令（平成20年文部科学省省令第35

号）に基づく制度を活用した全国初の共同学部です。両大学は遠隔地にあることか

ら、リアルタイム双方向性遠隔授業システムを取り入れ、あるいは学生または教員

が移動することによって、講義や実習を行うこととしています。

設置に向けて、まず、21年度末に鹿児島大学・山口大学学長会議を設置し、平成

22年４月から本格検討に入りました。同年11月には２大学・合同設置準備委員会を

設置し、両大学共通のアドミッション・ポリシーの制定、同一カリキュラムの作成、

入試科目・実施方法の整備など共同教育課程創設に向けた具体的検討作業を進め、

23年度に設置認可を受けました。さらに、24年度開設に向け、同一シラバスの作成

やリアルタイム双方向性遠隔授業システムの整備など新入生受入の準備を整えまし

た。今後は学年進行と平行して教育内容や教育実施体制、教育施設設備のさらなる

充実に努めながら、欧米水準の獣医学教育の実施体制の構築を目指します。

（２）「進取の精神」を有する学士の育成

①大学としての教育目標の設定及び共通教育のカリキュラムの見直し

「進取の精神」を涵養する教育プログラムの実現に向けて、従来制定していた教

育目標を点検し、大学憲章の趣旨に則り、さらに学士課程教育に求められる要素も

明記して大学の教育目標として公表しました。アドミッション・ポリシーについて

は、22年度から各学部で見直しを進め、随時学生募集要項やホームページなどに反

映させるとともに、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーについても

内容の検討を始めました。一方、教育センターでは共通教育の教育改革に着手し、

人間力養成・学士力養成プログラム、専門基礎力養成プログラムの素案を作成して

全学に提案しました。各学部ではこれに基づき共通教育科目の卒業要件単位数等に

ついての検討を始めています。

②学生の自主的活動の推進・支援

22年度に学生自らが起案し制定した学生憲章には、郷土の先人達の「進取の精神」

の継承、すなわち困難な課題への挑戦、強い意志と柔軟な心を持った自己実現を謳

っており、その具現化に向けて学生達が主体的に活動する数々の取り組みに対して
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大学として支援を行いました。

（ボランティア活動参加に対する支援の充実）

20年度に設置したボランティア支援センターを中心として、学生のボランティア

活動参加を推進した結果、23年度のボランティア登録者は700名を超え、前年度に

比べて約300名増加しました。また、ボランティア活動従事者についても前年度に

比べて約200名増加し、320名あまりとなりました。

23年度は､東日本大震災被災地でのボランティア活動を希望する学生への支援体

制整備を契機として、学生の災害ボランティア活動参加手続きを円滑にし、情報提

供及び登録・参加から活動終了・報告までの手続き、及び各部局との情報共有・連

絡方法等の一元化を行えるように、参加申請、活動報告、活動証明等の書式を改訂しま

した。

さらに、遠隔地での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、

活動費の一部助成を行う制度を構築し、東北の被災地でボランティアとして活動した

54名の学生等に対して支援を行いました。また、ボランティア活動の履歴を証明で

きるように活動に参加する各人に「ボランティア記録カード」を作成し配付しまし

た。

（「鹿児島大学ピア・サポートルーム」の設置）

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ター制度「鹿児島大

学ピア・サポート（鹿ナビ）」の制度構築に向けて、22年度末から23年度にかけて

ワークショップを数回開催し、学生・教職員が共に議論を深め、実現に向けた検討

を重ね、学生達のニーズ把握等を行った後「鹿児島大学ピア・サポート制度に関す

る要項」を制定しました。約20名のサポーター候補の学生を組織し、24年度新入生

を対象としたサポート体制を整えました。

（進取の精神学生表彰制度の新設）

年度計画にはありませんでしたが、進取の気風を醸成し、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、学生憲章の趣旨に則した活動の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」制度を設立し公募

しました。14名（団体）の応募があり、第一次選考(書類選考)､さらに上位者によ

る第二次選考（プレゼンテーション）の結果、 優秀賞に｢ウミガメ研究会｣を選定

し、残る４名（団体）を準優秀賞として表彰しました。

③学部学生の国際活動推進への支援

進取の精神と国際性を涵養する授業科目の開発に努め、アメリカ、カナダ、タイ、

ミャンマーなどでの研修を行い146名の学生が参加し、渡航費等の一部を支援しま

した。また、本学学生の海外留学等を推進するために、学長裁量経費を用いて、学

生交流の覚書を締結している協定校に留学する学生への経済的支援を行う「鹿児島

大学学生海外留学支援事業」を開始しました。さらに、日本学生支援機構が募集す

る留学生交流支援制度に応募した５件が採択され、学生の海外での短期学習体験研

修、海外からの短期受け入れが促進されました。

④学習交流プラザ等の施設整備及び国際交流会館の増築

学生の自主学習環境の拡大を目的として、大学会館の耐震化・老朽化の対応策も

含めたキャンパスマスタープランに基づき、学習交流プラザ（Ⅰ期工事）と水産学

部総合研究棟（２号館）の改築等に着工しました。また、学習交流プラザの建設に

併せて、自己財源にて、老朽化したサークル棟の改築、増加している留学生の受け

入れ宿舎（国際交流会館３号館）の増築など新規事業にも着手しました。

（３）学生支援体制の強化・充実

①本学独自の奨学金制度の見直し及び独自の授業料免除制度の新設

19年度から実施していた新入生を対象とした本学独自の奨学金制度「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、対象者を全学年とし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」を制定し、85名に奨学金を支給しました。また、大学院生を対象と

した本学独自の授業料免除制度として、寄附金を原資とした「鹿児島大学大学院メ
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ディポリス教育振興基金」を設立し、30名の後期授業料を免除しました。

さらに、東日本大震災での被災地出身学生への支援として、６名の被災地出身学

生に対して、特別措置により一般の授業料免除枠とは別に、全額または半額の授業

料の免除を行いました。

②学生の健康管理、メンタルケア等に対する支援体制の充実

学生の健康管理やメンタルケア等の支援体制を充実させるために、キャンパスソ

ーシャルワーカー２名を保健管理センターに配置しました。また、平成24年４月か

らは准教授として精神科常勤医師の採用が決まり、支援体制の充実が進みました。

保健管理センターでの、23年度の学生支援延べ件数は、4,054件（22年度延べ2,830

件）となりました。また「教職員のための学生理解と個別支援マニュアル」を作成

して全教員に配付するとともに学外講師を招いて「発達障害のある学生とその支援」

と題した講演会を開催するなど、教職員の理解啓発を目的とした活動を推進しまし

た。

その他、学生の定期健康診断受診率の向上のために、学生がより簡単に健康診断

の予約や健康診断書の発行が受けられるようデータサーバの更新や自動発行機の仕

様の改善を検討しました。なお、Web予約制で実施している学生定期健康診断の受

診率は常に90％以上を維持しています。

③就職支援体制の強化・充実

学生の就職支援体制を充実させるために、本学の就職支援センターにおいて相談員

やハローワークの鹿児島大学担当ジョブサポーターが個別相談を実施するだけでなく、

ジョブサポーターによる学部での巡回相談も定期的に行いました。

これらの取り組みの結果、23年度末までの相談件数（1,815人）は昨年度同時期

の約1.3倍に増え、就職支援センターの利用者数も昨年同時期の約1.1倍となりまし

た。

その他、例年の２倍の予算を措置し、就職関係資料の充実を図るなど学生の就職

支援の強化を継続的に図っています。さらに、業種別のセミナーや、企業等を集め

た就職相談会を複数回開催するなど、地方都市にある大学として可能な限りの支援

を、在学生ばかりでなく卒業までに内定を得られなかった卒業生に対しても展開し

ています。

（４）地域・他大学との連携強化による教育の質の向上

①附属練習船「かごしま丸」を活用した全国教育ネットワークの強化

教育関係共同利用拠点として我が国初の認定を受けた附属練習船「かごしま丸」

は、23年度末に新船が竣工しました。既に６大学が共同利用していますが、24年度

からは九州大学、日本大学が乗船実習に試行的に利用することが決定しました。ま

た、全国共同での有効利用を推進するため「練習船共同利用ネットワークシンポジ

ウム」を開催し、情報の統一的提供、利用申請の共同化、利用大学への練習船の配

船調整までを展望した、より高次の全国ネットワークの構築に向けた取組が始まっ

ています。

②「大学地域コンソーシアム鹿児島」における大学連携

本学が中核大学として推進した、文部科学省委託事業の戦略的大学連携支援事業

（22年度終了）のポスト事業を、23年度からは鹿児島県内の12の大学等との連携組

織「大学地域コンソーシアム鹿児島」で、継承することが合意されており、「かご

しま教養プログラム」、「かごしまフィールドスクール」、「合同進学ガイダンス」、

「ICT活用」等の事業を実施運営しました。また、図書館の連携組織として、地域

共同リポジトリに新たに参画し、コンソーシアム事業の一部門として事業展開を開

始しました。

（５）大学院課程教育システムの充実

①研究科横断的教育プログラムの充実

幅広い分野の知識と柔軟な思考能力・課題解決能力を有するリーダーの素養をも

つ人材を育成するために、研究科を横断して体系的に履修する研究科横断的教育プ

ログラムとして「島嶼学教育コース」（22年度開講）に加えて、環境問題の総合的

-6-



な把握を行い、地域の視点から環境問題を解決する人材の育成を目指す「環境学教

育コース」、食の歴史や文化、食の安全保障等を履修の柱とし、食と健康に関する課

題を発見・解決する能力を養う「食と健康教育コース」を新たに開講しました。それ

ぞれのコースの修了生には、学位記授与時にコース修了証を授与しました。

このような研究科横断プログラム等の全学的な運営体制として、教育センターに

「大学院共通科目・特別コース推進部会」を設置し、全研究科への科目提供を一本

化させ、運営する仕組みが完成しました。

②大学院課程における国際的視野の醸成

大学院生の各専門分野での英文構築力及び読解力の向上を目的として、教育セン

ターが提供している「インテンシブ英語アカデミッククラス」も大学院共通科目と

して提供できるようにし、23年度から基礎コースと標準コースの２編成として授業

内容の充実を図りました。水産学研究科では海外における学習体験を目的とした講

義「Advanced Lecture on Tropical Fishery」を、連携協定校であるフィリピン大

学ビサヤス校で実施し、10名の大学院生が現地で受講しました。理工学研究科・農

学研究科・水産学研究科が共同で推進した学術振興会支援事業「インターナショナ

ルトレーニングプログラム」では、主に東南アジアの連携協定校に大学院生を派遣

し、修士および博士研究の一部を現地で実施するプログラムを推進、10月にインド

ネシアのバンドン工科大学で開催したワークショップでは、プログラム参加大学院

生が研究の進捗状況報告の発表・質疑を英語で行いました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、29～52頁をご覧下さい。

２．研究

鹿児島大学では、地域の課題として特に重点を置く「島嶼」、「環境」、「食と健康」

の研究領域について、特色ある研究活動を展開するとともに、「焼酎・発酵学教育研

究センター」や「越境性動物疾病制御研究（TAD）センター」、「地域防災教育研究セ

ンター」の設置、「地域と大学のローカルシンフォニー」の取り組みなど、地域の課

題解決を目指した研究の推進や施設の設置に取り組みました。

（１）島嶼、環境、食と健康に関する全学プロジェクト研究の推進

①島嶼に関する教育研究プロジェクト

島嶼の農業における畑作・園芸・畜産の連携のための技術開発と持続的な農業生

産モデル形成に係る調査、離島漁業の経営改善に向けた具体的な対応策と課題調査

及び歴史・伝統文化・風習と人々の生活の変遷、医療・福祉に係わる現地調査を行

いました。その結果、パヤオ（浮漁礁）設置という生産振興策は漁家経営の改善に

寄与していること、また、医療・福祉面においては、若い医学生や医師を集め、ヒ

ューマン・ネットワークを広げられることが明らかになりました。

②環境に関する教育研究プロジェクト

世界自然遺産である屋久島及び候補地の奄美群島について現地調査を行うととも

に、大島郡瀬戸内町において地元関係者を対象に「鹿児島環境学ミーティングin瀬

戸内」を平成24年２月に開催し、地元関係者等約40名が参加しました。また、取り

組みの成果を「鹿児島環境学Ⅲ」として報告書に取りまとめ発刊しました。なお、「鹿児

島環境学Ⅲ」は、第38回南日本出版文化賞を受賞しました。

さらに、高大連携をベースとした「鹿児島県生物担当教員ネットワーク」の連絡

会議を平成24年２月に開催し、関係者等約40名が参加しました。

③食と健康に関する教育研究プロジェクト

限界地農業論を覆す畑作地帯の成長メカニズムの解明、未利用資源を活用した循

環型畜産の成立条件及び未利用水産物の高度利用、北薩地域を中心にしたグリーン

ツーリズムの推進による農村活性化方策に関する現地調査を県内３ヵ所で実施し

ました。また、近年の食の安全に関わる食中毒等の問題について、学生300名を対

象に食の安全に関する学習経験等についてのアンケート調査を実施しました。さら
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に、鹿児島県に特徴的な農水産物からの健康機能性物質の発見を目指した研究の推

進により、ねじめビワ茶が抗酸化能や肥満・高血糖予防能を有すること、もろみ微

生物発酵成分の抗酸化性成分の構造解析および鹿児島県近海に生息しているサメ筋

肉のプロテアーゼ分解物中に血圧降下作用を示すペプチドの存在を明らかにするこ

とができました。

（２）大学の特色を活かした研究活動

「独創的・先端的な研究を積極的に推進する」という基本目標を踏まえ、総合大

学の特色を活かし、地域の要請に応える多彩な研究活動を積極的に展開しました。

①先進医用ミニブタの開発研究

先進医用ミニブタの開発研究については、国内初の重要な実験成果が得られ、論文が

国際移植学会雑誌の表紙を飾るなど、同種・異種移植実験において世界的に重要な

研究として認識されています。平成24年３月、鹿児島大学において、「先進医用ブ

タの開発と前臨床研究拠点形成プロジェクト～第２回公開シンポジウム「ブタの医

用動物への展開」」を開催し、関係者約210名が参加しました。また、研究体制に

ついても、充実を図り、これまで、学内共同教育研究施設（フロンティアサイエン

ス研究推進センター）の一部門（生命科学研究推進部門）でしたが、24年度から、

医用ミニブタ・先進医療開発研究センターとして独立させることにより研究体制の

強化を図ることとしました。

②焼酎・発酵学教育研究センターの設置

地域の特産品である焼酎をはじめとする醗酵食品とそれらの技術に関する教育研

究を推進するために、農学部附属の焼酎・発酵学教育研究センターを設置しました。

当センターは、鹿児島県と鹿児島県酒造組合連合会並びに県内の焼酎メーカーに

よる寄附講座の「農学部焼酎学講座」が５年間の期限を迎えたため、広く醗酵科学

技術に関わる教育研究を推進するセンターとして再スタートしたものです。

③越境性動物疾病制御研究（TAD）センターの設置

鳥インフルエンザ等の越境性動物疾病の脅威から、家畜と家禽を守るための学術

情報と技術を提供するために、農学部の附属施設として、越境性動物疾病制御研究

（TAD）センターを平成23年４月に設置しました。当センターは疾病制御部門と病

原体研究部門からなり、それぞれに２研究分野があり、計４人の専任教授が配置さ

れました。国内外の研究機関との連携を図り、得られた研究成果を越境性動物疾病

の制御ならびに安全な畜産物の安定供給に活かしています。

④光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築

日本の大学が国内外に持つ中小口径の望遠鏡を有機的に結びつけた 先端共同研

究の推進と大学における天文学教育を促進することを目的に、大学共同利用機関法

人自然科学研究機構・国立天文台を中心に、本学を含む国立大学７大学において、

23年度から６年間にわたり共同研究を実施することとなりました。

⑤超小型衛星KSAT２が平成25年度打ち上げ予定のH-ⅡAロケットの相乗り衛星とし

て採択

鹿児島大学が代表機関として応募していた超小型衛星２号機「KSAT２」が、平成

25年打ち上げ予定のH-ⅡAロケットの相乗り衛星として採択されました。本衛星は、

平成22年に打ち上げられたハヤト（プロジェクト名「KSAT」）の後継機で、大気水蒸気の

観測や宇宙からの日本応援メッセージの送信など、７つのミッションを行うことを

目指しています。

（３）地域課題等の解決を目指した研究の推進

①地域防災教育研究センターの設置

自然災害の防止と軽減を図るため、災害の実態解明、予測、防災教育、災害応急

対応、災害復旧復興等の課題に地域と連携し、組織的に取り組み、地域防災体制の

向上に貢献することを目的とする「地域防災教育研究センター」を全学的施設とし

て平成23年６月に設置しました。本センターは、調査研究、教育、地域連携の３部

門から成り、災害調査（2010奄美豪雨災害）や防災教育、地域防災支援等の課題に

取り組んでいます。また、本センターでは、自然災害だけでなく、鹿児島県が原子
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力発電所立地県であることも考慮して、調査研究部門の中に放射線災害分野を設け

ています。なお、文部科学省の24年度特別経費に「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」が選定を受けました。

②2010奄美豪雨災害の総合的調査研究

平成22年10月に発生した豪雨災害による被害の実態を把握するとともに、災害の

仕組みと原因を探ること、さらに今回の豪雨災害の実態を踏まえた防災対策と地域

の復興策について提言することを目的として、全学的調査チームを編成し、その成

果を報告書（平成24年３月）として取りまとめるとともに、平成23年10月奄美市に

おいて「平成23年度防災・日本再生シンポジウム～奄美豪雨災害から学ぶ～」（約

180人が参加）を開催しました。

③地域医療支援システム学講座等の３つの寄附講座の開設

地方での医師不足問題の解決を目指し、鹿児島県の寄附をもとに寄附講座「地域医療

支援システム学講座」を開設しました。本講座は、地域医療体制の分析・研究を大

きな柱としており、県内を９つの「医療圏」に分けて地域ごとに協議会を開催し、

それぞれの地域の医療体制を整える研究や地域の医療機関で働く専門医のための研

修・就業支援に関する研究を行うこととしています。また、肉腫幹細胞を標的とし

た新規治療法の開発を行う「近未来運動器医療創生学講座」、血中遊離癌細胞の簡

便迅速診断法確立を目指す「分子応用外科学講座」も設置されました。

④「地域と大学のローカルシンフォニー」の取組

本事業は、大学が地域の課題を掘り起こし、地域と共にその課題解決に向けての

研究を行うものです。23年度も指宿市、与論町、大崎町、鹿屋市の各地域において

実施しました。11月には20～22年度間の第１期３年間の成果に関するシンポジウム

を開催（参加者約130人）し、学生、企業関係者、教員等から多くの意見がありま

した。これらの意見を踏まえ、第２期の実施に向けて取り組むこととなりました。

⑤鹿児島大学と鹿児島県酒造組合との共同による宇宙焼酎の研究

本プロジェクトは、「宇宙焼酎」を創成することを目的として、鹿児島大学と鹿

児島県酒造組合との産学共同事業「鹿児島宇宙焼酎ミッション」として企画された

ものです。平成23年５月に打ち上げられたスペースシャトルエンデバー号に持ち込

んだ鹿児島焼酎酵母３種類とこうじ菌３種類を用いて平成24年１月新焼酎「宇宙だ

より」を完成させるとともに、こうじ菌のスクリーニングを行い「香り」成分が増

加したことを確認しました。なお、「宇宙だより」は、県内の酒造メーカー12社か

ら販売され、売り上げの一部を東日本大震災の義援金に充てることになりました。

（４）若手、女性研究者支援体制の強化

次世代を担う若手研究者や女性研究者の育成を図るため、22年度に引き続き、学長裁

量経費により、研究論文等の実績に応じて、業績の申請があった129名に対し996万

円の助成金を配分し、研究支援を行いました。

また、他大学の状況調査等を行い、新たな研究者支援策として、「研究者スター

トアップ支援・若手研究者サポート」の創設を検討しました。

（５）鹿児島県学術共同リポジトリ（KARN）の運用開始

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、インターネットを利用して社会に公開・発信するシ

ステム「鹿児島県学術共同リポジトリ」（愛称 KARN：Kagoshima Academic Reposi

tory Network）を創設し、平成24年３月から運用を開始しました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、54～109頁をご覧下さい。
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３．社会連携、国際交流 等

社会連携・社会貢献

23年度の特筆すべき事項として、東日本大震災に係る様々な支援活動や貢献活動を

行い、また、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、地域の特色を活かし、地域社会の活性化に貢献するための取組を行いました。

（１）東日本大震災に対する支援

東日本大震災に対して、直ちに支援体制を整備し、医師等の派遣、学生によるボ

ランティア作業、リユース可能なパソコンの発送、福島県からの依頼による農地土

壌及び野菜の放射能汚染分析、被災地出身学生に対する授業料の特別免除、福島県

水産試験場と福島県松川浦の水産業復興及び環境調査に関する共同研究、岩手県水

産技術センターと岩手県養殖漁場への津波影響モニタリングと底質改善事業の共同

研究の締結等を実施し、復旧・復興のための支援を行いました。

（２）社会連携体制の充実と地域貢献活動

①地域リーダー養成プログラムの実施

文部科学省の「地域再生人材創出拠点形成」プログラムの採択を受け、18年度か

ら鹿児島県や県内の食品関連業界などと連携して、地域再生を担う人材育成を目指

した社会人向け講座「かごしまルネッサンスアカデミー」を引き続き実施しました。

23年度は、「食の安全管理コース」が10名、「経営管理コース」が26名、「健康・環

境・文化コース」が30名の計66名が修了し、18年度からの修了生が延べ250名とな

りました。

なお、本講座の修了生らが「NPO法人かごしまルネッサンス」を立ち上げ、継続

して地域リーダーとして活躍しています。

また、24年度以降も、履修証明プログラムを利用したリーダー養成事業を、大学

独自の「新生ルネッサンスアカデミー」として引き続き実施することを決定しまし

た。

②鹿児島大学大崎活性化センターの開設

これまでの産学官連携機能に留まらず、総合的な地域貢献機能を果たすための体

制整備の一環として、６月に鹿児島県大崎町の「大崎ものづくり会館」の施設使用

に関する協定を締結し、大崎町と共同研究や相互研修を行う「鹿児島大学大崎活性

化センター」を開設しました。なお、地方自治体の施設を活用した本学の活性化セ

ンターとしては３番目の施設となります。

③小水力発電の実用化実験

河川や用水路上下水道などの水流の高低差を利用して発電する、小規模水力発電

の実験を平成23年６月より人文社会科学研究科地域経営研究センターと民間企業が

連携して実施し、データ収集・分析を行っています。

④鹿児島大学ラボツアーの開催

県内企業の活性化と大学との共同研究の足がかりとなることを目指す「産学官連

携サポーター」の一環として、鹿児島県内の大学等が保有する研究シーズと県内企

業のニーズをマッチングさせることを目標に、産学官連携推進機構と財団法人かご

しま産業支援センターによる「鹿児島大学ラボツアー」を平成23年６月に実施し、

県内企業関係者約80名が参加しました。

⑤組織再編等による体制の充実

地域との連携を重視し、大学としての機能強化を図るため、フロンティアサイエ

ンス研究推進センターの再編（自然科学教育研究支援センター、医用ミニブタ・先

進医療開発研究センターの２センターへ）を検討するとともに、産学官連携推進機

構の改称を行うこととしました。また、事務組織を見直して、社会連携課（産学官

連携係・地域連携係・知的財産係で構成）を新設することを決めました。
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国 際 交 流

アジア・太平洋諸地域との学術・教育交流を通じて国際交流拠点としての機能を高

めるとともにグローバル化時代に活躍できる人材を養成するため、以下の取組を積極

的に行いました。

（１）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

①「鹿児島大学学生海外留学支援事業」の創設及び「学生海外研修支援事業」につ

いて

本学学生の海外留学を推進するために、「鹿児島大学学生海外留学支援事業」を

23年度からスタートさせました。これは、学長裁量経費を用い学生交流の覚書を締

結している協定校へ派遣を推進するもので、23年度は、ドイツ、韓国など、７名の

学生を派遣しました。また、「学生海外研修支援事業」では146名の学生を海外に

派遣しました。

②留学生交流支援制度の利用

日本学生支援機構が募集する留学生交流支援制度に５件が採択され、本学への留

学及び日本人学生の海外における学習体験を実施し、17名の留学生を受け入れると

ともに、70名の日本人学生を派遣しました。また、共通教育科目の「国際協力体験

講座－東南アジアファームステイ－」のコースを昨年の２コース（ミャンマー・ベ

トナム）から新たにタイコースを加え３コースに増設し、体験講座の充実を図りま

した。

（２）グローバル化に向けた基盤整備

①海外拠点・北米教育研究センター機能の強化

北米教育研究センター（米国カリフォルニア州シリコンバレー）のカリフォルニ

ア州における法人登記が平成23年４月に完了しました。これにより、同センターは

アメリカ国内で継続した取組が可能となり、活動範囲をさらに広げることが可能と

なりました。これに伴い、事務職員１名を１年間常駐させる体制を整えました。この結

果、同センターを中心に実施している海外研修基礎コースについては、参加学生数

が16名増加し146名となりました。

②アジア・太平洋諸地域の国際学術交流拠点としての機能の向上

引き続き、日本学術振興会の事業である「アジア・アフリカ学術基盤形成事業」、

「アジア研究教育拠点事業」、「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」（ITP）等の事業を実施し、新たに協力校となったインドネシアのバ

ンドン工科大学においてワークショップを開催しました。

③「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拡充

本学の一層の国際化に向けて、帰国留学生と鹿児島大学との連携を強化すること

を目的に「鹿児島大学友好大使」委嘱を行っています。23年度は、中国北部の卒業

生および本学関係者３名、マレーシアおよびインドネシアの本学卒業生５名に友好

大使を委嘱し、ネットワークの拡充を図りました。さらに韓国において、友好大使

を委嘱（６名）し、同窓生との交流会を開催しました。この結果、友好大使の委嘱

数が57名に達しました。また、ブラジルのサンカルロス大学等と協定を締結した結

果、大学間交流協定が48機関、部局間交流協定が39機関となり、国際共同研究等の

協力体制が強化されました。

（３）海外からの留学を促進するための取組

引き続き、鹿児島大学ニューズレター（英語版）を９月と３月の２回発行、協定

校及び関係機関へ配布しました。海外に向けての本学の教育研究活動の情報発信、

及び鹿児島大学へ留学を希望する学生への情報提供を行いました。また、本学に留

学を希望する学生のための英語版ハンドブックに続き中国語版ハンドブックを発行

しました。その結果、平成23年11月1日現在の留学生数は、302名に達し、22年度に

比べ明らかに増加しました。
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（４）留学生宿舎の新設と受入体制の充実

平成25年４月稼働予定で国際交流会館３号館（収容人員57名）の建設に着手しま

した。また来日１年目で、国際交流会館に入居できなかった留学生のうち、本人名

義で民間アパートを借りている留学生（国費、私費の両方含む）49名に家賃補助と

して、年間40,000円を支給しました。

（５）若手教員海外研修支援事業の取組

次世代を担う若手教員の海外の教育研究機関における研究を支援し、教育研究の

国際通用性・共通性の向上を目的とする「若手教員海外研修支援事業」について、

アメリカ、ドイツ、イギリス、スイス、台湾への研修者７名に対し旅費・滞在費の

支援を実施しました。引き続き24年度についても、派遣する11名を決定しました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、54～109頁をご覧下さい。

４．業務運営

業務運営の改善及び効率化

学長のリーダーシップの下、効果的･効率的な大学運営を行うため、第１期中期目

標期間における取組を踏まえ、以下について取り組みました。

（１）企画立案機能を強化する取組

①経営・管理運営体制の確立

学長のリーダーシップを 大限に発揮できる体制を確立するため、企画立案組織

としての「室」等の機能を充実させるとともに、「室」等と有機的に連携させた実

施組織としての「センター」等を整備するなど経営・管理運営体制を抜本的に見直

しました。

これにより、22年度までに確立した全学会議等による意思決定システムと企画立

案及び実施体制を効果的に機能させ、「企画立案」－「意思決定」－「実施」のプ

ロセスを戦略的かつ機動的に行える体制を構築しました。

②学長・理事主導による全学プロジェクトの構築

学長の主導による学内予算編成や教育研究組織の見直しを戦略的に行うため、例

年１～２月に実施していた各部局等の学長ヒアリングを11月に前倒しするととも

に、学部・研究科のそれぞれの教育研究プロジェクトについてもヒアリングを行い、

概算要求の特別経費のプロジェクト要求をはじめとする外部資金の獲得に向け、８

学部・10研究科を有する総合大学としての特色ある横断的な教育研究プロジェクト

を構築するためのマッチングを行いました。

（２）経営協議会等機能の大学マネジメントへの反映

①経営協議会における意見等の積極的活用

22年度から引き続き、「経営協議会」学外委員からの意見への対応状況を一覧表

に取りまとめ、本学のホームページ上に公表することで、「経営協議会」機能の大

学マネジメントへの反映状況を明らかにしました。

また、23年度は「経営協議会」からの意見を反映し、本学の基本目標の柱である

「進取の精神」を涵養するため、本学学部学生を対象に、学生憲章の趣旨に則った

活動実績や優秀な業績等を収めた学生を表彰する「進取の精神学生表彰」制度を創

設し、稲盛和夫京セラ名誉会長をはじめとする外部有識者を含めた選考委員により、

優秀賞１組、準優秀賞４組を表彰しました。

さらに、「経営協議会」学外委員及び「学長諮問会議」委員からの防災センター

設置を期待する意見に対して、緊急性を要する意見と位置付け、学長のリーダーシ

ップの下、大学マネジメントに反映させ、南九州から南西諸島における災害の防止
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と災害被害の軽減を図ることを目的に、平成23年６月に全学の学内共同教育研究施

設「地域防災教育研究センター」を設置しました。

（３）内部監査機能の大学運営改善への反映

会計監査について、22年度の監査における指摘事項の改善状況及び法令・規則等

の遵守状況を確認するとともに、会計検査院実地検査の監査事項や講評事項を参考

に、監査項目の見直しを行いました。また、業務監査についても同様に、22年度の

監査における指摘事項の改善状況及び法令・規則等の遵守状況を確認するととも

に、監査の際に確認された指摘事項等を踏まえ、学内統一取扱い要項の作成や、各

部局における相談窓口の設置等の業務改善に向けた検討を開始しました。

この他に、公的研究費に関する内部監査については、交付金額の多い研究課題、

備品等の購入実績の多い研究課題を抽出し、リスクに対応する監査を実施する等、

実施方法等を見直しました。

（４）人的・物的資源の重点的配分

学長の方針の下、中期目標である『「進取の精神」を有し、地域社会及び国際社

会で活躍できる人材育成』のため、総額１億4,200万円を学長裁量経費として戦略

的に配分し、以下の事業を推進しました。

①「進取の精神の涵養、学習環境の充実」

大学憲章に基づき、自主自律と進取の精神を併せ持ち、国際社会で活躍できる人

材の育成を図るため、本学で実施する学生の海外研修を支援することを目的に、ベ

トナム、米国、ブラジル等の８カ国に延べ146名の学生を派遣しました。

また、個別支援を必要とする学生の支援体制整備やピア・サポート制度導入に向

けた「学生支援体制の強化・充実事業」、本学学生が東日本大震災の災害ボランテ

ィアとして復興活動を行うための「ボランティア支援センターの強化・充実事業」

を実施した他、「異文化交流セミナーin屋久島」の開催、「学士力」育成に必要な

領域別図書（学術情報）の収集等、計17件に総額2,824万円を支援し、進取の精神

の涵養、学習環境の充実に努めました。

②「地域とともに社会の発展に貢献」

鹿児島県の醸造や発酵を中心とする食文化の創造と食産業の発展に寄与し、地域

の再生に資する人材育成のための「かごしまルネッサンスアカデミー事業」、異種

移植への応用を目指した先端的研究の「先進医用ミニブタの開発研究事業」等、計

11件に総額3,823万円を支援しました。

③「全構成員の責任ある教育研究運営への参画」

次世代を担う若手研究者の教育研究能力等の向上と本学の教育研究の国際的通用

性・共通性の向上を目的とする「若手教員海外研修支援事業」において、若手教員

７名を米国、ドイツ、台湾、イギリス、スイスに派遣し、1,800万円を支援すると

ともに、また、出産・育児、介護等のライフイベント期にある女性研究者の研究活

動支援の一環として、研究支援員制度を創設し、科学技術人材育成費補助事業「女

性研究者研究活動支援事業」と連携し、研究支援員８名を配置するなど、計３件に

総額2,870万円を支援しました。

④学生教育環境整備推進事業

国際交流会館整備検討ワーキンググループにおいて、本学の基本的目標である「国

際的に活躍できる人材の育成」のため、留学生の受入環境の整備を推進するととも

に、新たに国際交流会館を建設することとしました。学長の方針の下、学内変更予

算を編成し、国際交流会館の整備等の学生教育環境整備推進事業のため総額６億3,

420万円の予算措置を行いました。

⑤研究開発環境の改善に係る研究設備整備

受託研究等の間接経費を活用し、学内大型共同利用設備として医歯学系の大型設

備７件（4,300万円）、文系の研究設備整備（電子ジャーナル経費、研究用図書購

入費等）（700万円）、学術情報環境の一層の向上・改善として、過去の研究成果を

遡って利用できる電子ジャーナルバックファイルの整備を含む電子ジャーナル経費

（8,550万円）、産学官連携活動支援のための特許申請関連経費（5,140万円）等、
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総額２億500万円を配分し、研究開発環境の改善を図りました。

（５）男女共同参画推進に向けた取組

①男女共同参画推進の意識啓発及び自治体等との連携の推進

男女共同参画推進室が発行する「Newsletter」に、新たな連載コラム「鹿大の女性

研究者にClose up!」を設け、ロールモデル情報を提供するとともに、ホームページ上

では「女性研究者支援」や「育児・介護等制度」の紹介ページを開設するなど広報・

意識啓発の取組を推進しました。

また、平成23年３月に策定した長期・短期行動計画等の達成に向け、担当理事等と

各部局長との意見交換（「男女共同参画キャラバン」）を実施し、部局等における男女

共同参画に係る現状や課題の把握並びに体制整備及び各種支援策の実施に係る協力依

頼を行いました。

加えて、共通教育において全学年を対象に「男女共同参画とキャリアデザイン」の

科目を開講し、学内外の様々な分野の教員等による概説や、関係教職員を交えたテー

マ別グループディスカッション及び男女共同参画に係る提案プレゼンテーションを実

施したほか、市内の中高一貫教育校での出前授業を新たに実施し、中高生及びその保

護者向けに男女共同参画の意識醸成を図りました。

さらに、鹿児島市等主催の「第12回男女共同参画フェスティバル」のパネル展に

参加し、本学の男女共同参画に係る各種取組を地域社会に広く紹介するなど自治体

等との連携も積極的に推進しました。

②女性研究者比率向上に向けた取組

女性研究者がその能力を 大限発揮できるよう、育児・介護期等のライフイベント

と研究を両立するための環境整備を行う取組を支援する平成23年度科学技術人材育成

費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」（実施期間：23年度～25年度）に採択され

ました。

これに伴い、女性研究者支援業務に係る企画立案・実施の中枢組織となる「女性研

究者支援事業本部」の設置やコーディネータの配置を決定するなど、女性研究者支援

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」及び「メンター制度」

を創設するなど、女性研究者の支援に向けた取組を積極的に推進しました。加えて、

女性研究者のキャリア継続及びキャリア形成支援を図るための交流会（「muse（むぜ）

カフェ」）や役員、部局長及び幹部職員を対象とした「男女共同参画トップセミナー」

の開催のほか、女性研究者の応募増に向けた教員公募要領の見直しなど、様々な取組

を行った結果、本学における女性研究者の比率は、22年度13.7％、23年度14.1％と着

実に伸びており、平成24年５月１日現在15.0％に達しています。

③教職員のワーク・ライフ・バランス支援の取組

保育支援制度の充実を図るため、（財）こども未来財団の「ベビーシッター育児支援

事業制度」を活用した「ベビーシッター費用割引券発行事業」を新たにスタートしま

した。また、大学入試センター試験時に監督等に従事する教職員に対して、学内一時

託児サービスを実施しました。

また、育児・介護等の各種制度の概要や手続き等を紹介する「育児・介護支援ガイ

ド」を作成し、教職員へ配布するとともに、小学生以下の子どもを持つ教職員等を対

象にニーズ調査を実施し、「保育所整備充実等に関するニーズ調査報告書」を作成しま

した。

④女子学生のキャリア形成支援

文理各分野の女子大学院生による女子高校生及びその保護者向けに研究活動・学生

生活の紹介及び進路相談等を通じて、オープンキャンパス時に女子高校生の進路選択

支援を行いました。

また、女子大学院生及び大学院進学予定の女子学部生を対象とした「museカフェ」

を開催し、女性研究者との交流を通じて、女子学生のキャリア形成支援を行いました。

（６）人事システム「鹿児島大学モデル」の構築

「鹿児島大学事務職員人材育成ビジョン」（22年度作成）に基づき、各種研修を

実施するとともに、「組織力」に着目した、新しい視点からの事務職員人材育成シ
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ステム「鹿児島大学モデル」を構築しました。

同モデルの特色は、①ジョブ・ローテーションを考慮した中長期的な人事異動の

ガイドラインの導入、②従来の個人に対する評価を見直し、組織パフォーマンスを

含めた人事評価方法への変更、③年度内の業務を評価するための「自己評価」と職

員自らが描く「キャリアパスプラン」の項目欄を追加した身上調書の様式変更、④

組織パフォーマンスを考慮した勤勉手当や昇給の数の配分等、能力・業績の給与へ

の反映、などが主な内容です。

同モデルの構築にあたって留意した点は、組織力の向上を目指す観点から、①こ

れからの大学に必要なことは、ばらばらの「個人力」の集まりではなく、個人と組

織のベクトルが一致した「組織力」であると考え、個人評価から組織評価への評価

方法の見直しを図ったこと、②職員がキャリアパスを描きやすくするためのガイド

ラインの導入や職員自らが描く短期・中長期のキャリアパスプランとその達成に必

要な計画的能力開発のための身上調書の様式変更を行ったこと、などです。

このような「組織力」を意識した事務職員人材育成システムは、国立大学法人に

おいて例がなく、職員に対して広く意見を求め、寄せられた意見に対して「主な意

見とその対応」を作成し、同モデルの趣旨・方法に対する職員の理解を深めるなど、

大学憲章等で掲げられている「進取の精神」を有する職員の育成を目指しています。

財務内容の改善

（１）外部資金獲得に向けた取組

①自己収入増収に向けた取組

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自己収入の収入実績に

対する支出予算（収入見合経費）の配分率を見直し、各部局等における自己収入に

ついて、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％としました。

②外部資金獲得に向けた取組

受託研究、共同研究等の獲得増加に向け、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、外部資金獲得のための積極的な情報発信を行い

ました。

また、科学研究費補助金獲得については、科学研究費補助金の成果報告書（22年

度提出分）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、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などの取組を行いました。

これらの取組により、22年度に引き続き、独立行政法人日本学術振興会が作成し

ている「研究者が所属する研究機関別配分件数上位30機関（新規採択分、新規採択

＋継続分）」に本学が含まれ、同機関のホームページ上にて公表されました。

なお、23年度の獲得実績は以下のとおりです。

【科学研究費補助金】

○22年度申請分 申請件数909件 採択件数419件 交付額７億1,110万円

○23年度申請分 申請件数910件 採択件数443件 交付額６億7,700万円

【受託研究】（受託試験、病理組織、臨床研究等含む）

○22年度獲得件数926件 獲得金額６億1,156万円

○23年度獲得件数989件 獲得金額６億1.522万円

【共同研究】（獲得件数、獲得金額）

○22年度獲得件数145件 獲得金額1億5,066万円

○23年度獲得件数134件 獲得金額1億6,153万円

【奨学寄附金】（現物寄附を含む）

○22年度獲得件数1,451件 獲得金額13億9,841万円

○23年度獲得件数4,310件 獲得金額17億1,446万円

※23年度は、財務諸表の記載方法の変更に伴い、図書の受入について、これまで

計上していた受入件数を図書数としました。
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（２）附属病院収入増収に向けた取組

地域の医療機関との連携を担う地域医療連携センターに、地域医療の中核となる

医師を配置させる等の体制強化を行うことにより、関連病院との連携強化並びに入

退院管理体制の構築が図られ、23年度の新入院患者数は10,729人（対22年度比732

人増）となりました。

また、病棟医長・外来医長・師長会議において、在院日数が長い症例について診

療科・疾患ごとに検証を行うとともに、地域医療連携センターとの連携を図ったこ

とで、平均在院日数が17.0日（対22年度比1.8日短縮）となりました。

これらの取組により、23年度の附属病院収入は166億2,371万円（対22年度比約４

億7,500万円増）となり、大幅な増収が図られました。

なお、医療の質の向上及び経営改善に向けた取り組みとして、外部講師を招聘し

てのクリティカルパス講演会（６月）、特定共同指導講演会（12月）、病床マネジ

メント講演会（３月）等を開催し、病院の全職員の意識高揚を図りました。

（３）人件費削減に向けた取組

人件費の削減について、年度ごとの総人件費のシミュレーションを行うなど、削

減目標を達成できるよう教職員採用人事等を進めることで、23年度の削減目標であ

る対17年度人件費予算相当額の６％を超える人件費の削減を実施しました。

さらに、教員人事の在り方について、22年度に審議を開始し、検討を重ねた結果、

人件費予算と教員数との照合（対応）を可能とし、かつ合理的に人事と人件費を管

理運用する方策として、24年度から人件費ポイント制を導入することとしました。

人件費ポイント制の特徴は、定数ポイントと職階ポイントでもって人件費予算に

適合する教員数を勘案する点にあります。定数ポイントは、職階に関係なく、16年

度文部科学省積算単価を基準値（＝ポイント１）として、毎年度の人件費予算額を

もとに算出されるポイント数です。24年度については、17年度の定数を６％削減し

た数値を定数ポイントして各部局へ配分しました。この定数ポイントは、当面の基

準として運用します。職階ポイントは、年度毎の給与支給総額（人件費実績額）を

もとに算出されるポイント数であり、年齢や構成等によって変動します。24年度に

ついては、23年度の職階毎の平均給与額を用いて、職階ポイントを算出しました。

人件費ポイント制の導入によって、各部局は、職階ポイントの合計が、定数ポイ

ントを超えないように採用計画を企画・立案、実施することができ、今後の人件費

削減計画等にも柔軟に対応し、人事と人件費の合理的な管理運用が可能になりまし

た。

なお、事務系職員等（附属病院を除く）については、全学を単位に人件費ポイン

トを算出し、教員と同様に運用して、適正な人員（定数）の確保に努めています。

（４）管理的経費削減に向けた取組

確実な管理的経費の削減を図るため、学内予算における支出予算を統制するとと

もに、削減目標を確実に達成するため、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、部局ごとに予算超過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た結果、23年度管理的経費は８億5,807万円で、削

減計画の目標額（８億9,812万円）に対して4,005万円の減額となりました。また、

21年度削減基準額に対しては6.4％削減（目標削減率：２％）となり、年度計画を

上回る結果となっています。

なお、21年度決算における財務諸表の損益計算書の一般管理費を管理的経費削減

の基準額としていましたが、会計基準に則した会計処理方法の変更に伴い、23年度

以降の目標額を当初より7,701万円減の８億9,812万円（見直し前：９億7,513万円）

と見直しました。

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

ととしました。
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（５）保有資産の効率的・効果的運用

土地及び施設等の利活用状況及び維持管理状況調査結果に基づき、資産の効率的

・効果的な運用を図る観点から有効活用策（処分を含む）の検討を行い、指宿農場

及び垂水実験地（垂水宿舎含む）の売却処分を決定しました。

また、役職員宿舎の将来の在り方を検討するため、役職員宿舎の現況（入居率等）

及び役職員の住居形態（自宅、賃貸、宿舎別）、建物の現状（将来の維持修繕費を

含む）、宿舎の整備手法及び整備財源について調査を行い、財務計画室に設置した

ワーキンググループにおいて、①役職員宿舎の位置付けと必要性に関すること、②

役職員宿舎の適正な必要戸数に関すること、③役職員宿舎の整備・廃止基準及び時

期に関することなどについて検討を行いました。

この他に、取得価格1,000万円以上を対象とした物品の効率的・効果的な運用を

図る観点から利活用状況等の調査を行い、その結果、共同利用可能な物品の機器情

報等を本学ホームページに掲載し、全学に情報提供、有効活用の促進を図りました。

なお、22年度に施設の廃止を決定した職員会館「天心荘」については、九州財務

局からの要請を受けて東日本大震災の被災者向けに貸与可能な施設として提供して

いましたが、平成24年１月、施設の貸与希望がないことから売却に向けた手続きを

再開しました。

（６）安全かつ収益性に配慮した資金運用

従前から運用している使途特定寄附金の余裕金21億5,000万円について安全性・

流動性を確保した上で効率的に運用し、さらに、他の財源についても、年々減少す

る余裕金の運用のために実際の収支状況を常に把握し、生じた余裕金については短

期運用を積極的に行いました。このことにより、総額2,293万円の収益を獲得し、

この運用益の一部を活用して、学業成績優秀学生85名及び大学院司法政策研究科学

生８名に対して奨学金を給付しました。

（７）附属練習船の全国共同利用化の促進

「熱帯・亜熱帯水域における洋上教育のための共同利用拠点」として我が国初の

教育関係共同利用拠点の認定を受けた水産学部附属練習船「かごしま丸」の共同利

用乗船実習を、宮崎大学農学部、近畿大学農学部、北海道大学大学院理学研究科、

愛媛大学沿岸環境化学研究センター（大学院理工学研究科）、鹿児島大学連合農学

研究科、フィリピン大学ビサヤス校との間で実施しました。全国の練習船保有大学

で唯一、共同利用専任特任教員を配置するとともに、本学水産学部ホームページ上

にかごしま丸共同利用のページを掲載し、全国共同利用化のさらなる促進を図りま

した。上記の実績に加え、24年度に九州大学、日本大学の乗船実習の試行に入るこ

とを23年度中に決定するとともに、25年度からの放送大学による利用の折衝を開始

しました。

平成24年２月には、全国の練習船保有大学・利用大学の練習船共同利用に関わる

教職員約40名の参加を得て「練習船の教育関係共同利用に関するシンポジウム」を

開催し、情報の統一的提供から始まり、利用申請の共同化、利用大学と練習船の間

の配船調整までを展望した、拠点認定練習船が持つネットワークの連携によるより

高次の全国ネットワークの構築への取組を始めました。

平成24年３月には、定点保持やその場回頭、横・斜め移動等の、従来の船では不

可能であった動きが可能で、風浪下でも安全で確実・高度な観測・実験等を可能と

するための特殊操船性能を有した次世代型練習船である新かごしま丸が竣工しまし

た。新船は、旧かごしま丸の共同利用拠点認定を継承し、鹿児島大学水産学部の学

生の教育のみならず、全国の大学の高等教育や学際的試験研究、国際プロジェクト

への戦略的利用に供する国際的拠点に発展させていきたいと考えています。
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自己点検・評価及び情報提供

（１）ITを活用した評価作業の推進

学内グループウェアソフト「サイボウズデヂエ」を活用し、全学の中期計画・年

度計画における進捗状況を管理することで、情報収集や内容確認作業に要する時間

が短縮され、評価作業の効率化に繋がりました。また、四半期ごとに進捗状況を確

認することで、定期的に全学の進捗状況を確認することができ、年度計画を着実に

実施する効果的な評価体制の構築に努めました。

なお、「サイボウズデヂエ」は、現在、学内において使用している行事予定管理

等のためのソフト「サイボウズ」を活用したものであり、システム開発及び維持管

理等に新たな経費を要せず、効率的な評価作業を推進することができました。

（２）新しい点検・評価・改善システム構築のための制度設計

国立大学法人評価委員会から示された第２期中期目標期間における国立大学法人

評価の改善点を踏まえ、自主・自律的な自己点検・評価への取組と社会的説明責任

の観点から、全学的な大学運営評価のPDCAサイクルを構築するため、評価システム

の見直しを行い、本学における「部局等評価」、「全学一斉評価」、「構成員評価」

の３種類の評価制度を確立させました。

「部局等評価」は、新たに構築した評価システムであり、その内容を国立大学法

人評価に関する評価作業に反映することとし、また、「全学一斉評価」及び「構成

員評価」は、実施時期の見直しを行い、その内容を大学機関別認証評価に活用する

制度設計とすることで、効率的な評価作業の実施が可能となりました。

①「部局等評価」の実施

新たに制度設計した「部局等評価」は、全学の中期計画・年度計画に基づき部局

等年度計画を作成し、四半期ごとに自己点検・評価を実施するとともに、年度終了

後に部局等ごとに「組織評価報告書」を作成し、広く社会に公表することとしまし

た。

「組織評価報告書」は、①教育、②研究、③社会貢献・国際化、④業務運営の４

項目から構成され、それぞれに自己評価（段階評価）を行うことで、部局等におけ

る取組状況の改善に活用するだけでなく、特色ある取組を積極的に社会に公表する

という社会的説明責任の観点も考慮した制度設計としました。

また、「組織評価報告書」を毎年度作成・公表することで、部局等における根拠

データの蓄積に繋がり、国立大学法人評価（年度評価、部局等の現況評価）等で効

果的に活用できる仕組み作りとしました。

②部局等との意見交換の実施

新たな評価システムの導入に際し、学内説明会を開催しシステム見直しの趣旨説

明を行うとともに、新評価システム導入後には、企画担当理事が直接、各部局等へ

出向き、各部局長等及び評価担当事務を交えた意見交換を行いました。意見交換を

行うことで、新評価システムの学内周知の徹底と、全学的な進捗状況の確認を行う

ことができました。

また、意見交換の際に部局等から出された意見・質問等を踏まえ「部局等評価」

の実施における「主な意見とその対応」を取りまとめ、学内へ配布しました。

これらの取組により、部局等における自己点検・評価制度の全学的統一が図られ、

効率的な評価作業の実施が可能となりました。

③評価のための各指標・データの整理

・鹿児島大学独自の評価指標の検討

全学・各部局等のPDCAサイクルの確認、自己点検・評価実施の際に必要となる指

標及び根拠データを確認することを目的に、学内外の広範囲にわたり既存データ（大

学概要、学校基本調査、法人評価・認証評価指標、他大学アンケート等）の洗い出

しを行い、それらを取りまとめた「評価指標等一覧」を作成し学内に公表しました。

今後は、作成した一覧表を基に、中期目標・中期計画に沿った本学独自の評価指

標の検討を行うこととしました。
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・データ集「Fact Book」の作成

大学経営、部局等経営への活用と評価の根拠データとしての活用を目的に、過去

複数年の既存データ（大学概要、学校基本調査、大学情報データベース）を活用し、

その推移をグラフで可視化したデータ集「Fact Book」を作成し、広く学内に公表

しました。上記３種類の「Fact Book」は、表・グラフの種類や配色等も考慮に入

れ作成した本学独自の取組であり、今後は、内容のさらなる充実に努め、大学経営

等への実質的な活用に繋げることとしました。

（３）臨床心理分野専門職大学院認証評価の受審

23年度、本学臨床心理学研究科（臨床心理学専門職大学院）は、財団法人日本臨

床心理士資格認定協会が実施する臨床心理分野専門職大学院認証評価を受審し、「講

義・演習・実習を三位一体とした相互関連的な授業展開」、「多様な観点から実践

的な指導が受けられるように演習科目を中心にして、研究者教員と実務家教員によ

る複数担当制を実施」等の教育理念が高く評価され、評価基準のすべてを満たし、

臨床心理士養成の基本理念や目的に照らし、総合的に判断して「適合している」と

の評価結果を得ました。

このことは、高度専門職業人を養成する専門職大学院として基礎的な要件を満た

し、社会的に保証されたことを意味しており、今後も、教育実践および教育環境の

さらなる充実に努めることとしました。

（４）広報体制の充実と積極的な情報提供活動の推進

引き続き、各部局等の代表者等で構成される「広報委員会」や企画立案及び実施

を行う「広報センター」の機能を活用し、積極的な広報活動を展開しました。

24年度から、全学的な経営・管理運営体制の見直しに併せ、広報戦略等に関する

企画立案を行う組織として、企画担当理事を室長とする「広報室」と、企画立案さ

れた計画を実施する組織として「広報センター」を新設し、積極的な情報提供活動

を推進していくこととしました。

また、広報誌「鹿大ジャーナル」について内容の見直しを行い、「学生の視点か

ら見た本学の魅力」を学生自ら担当のライターとの共同で作成する記事や、「マナ

ビの扉」と題した、本学教員のユニークな科目を紹介する記事、さらに、「連携の

チカラ」と題し、本学の教員と企業等との共同研究及び自治体との連携についての

記事を新たに掲載するなど、リニューアルし、内容の充実を図りました。

本学ホームページについて、22年度から計画していたバナー広告６枠の内１枠に

ついて広告掲載の契約を締結し、平成23年11月から掲載を始め、広告料に関しては、

広報活動の機能充実のため有効的に活用しました。今後は、広告枠のさらなる活用

に向けて積極的に広報活動を行うこととしました。また、22年度に全面リニューア

ルしたホームページのトップページに用いる画像を、四季に応じて学生の様子及び

サークル活動等の情報を更新し、内容の充実に努めました。

保護者向け広報紙「鹿大だより」については、毎年２回保護者等を対象に送付し

ていますが、保護者等からの意見を迅速に反映し、充実した内容の提供に努めまし

た。

さらに、本学に関する様々な出来事に対して、説明責任を果たすために記者会見

及び記者発表（12件）、報道機関各社へ投げ込み（94件）を行い、その都度、国民

及び県民の理解が得られるよう努めました。また、毎月１回学長と報道機関との定

例記者懇談会を開催し、本学の教育・研究等に関する現状及び将来構想の取組状況

について懇談会形式による意見交換を行い大学の考え方を説明して、相互理解が出

来るよう努めました。

①広報体制を維持する人材育成

広報スキルの向上を図るために学外で開催された国大協九州支部広報担当者連絡

会議（９月12日開催）、フジサンケイグループ総研の広報セミナー（24年１月27日

開催）に広報センター長を含む３名が参加するなど、研修等で得た成果を実際の広

報活動に還元し、広報活動の更なる充実を図りました。
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②県外広報活動等及び卒業生への広報活動の充実

・ハンドブック「鹿児島大学の約束」の作成

ステークホルダー（学内外の関係者）に対し、本学の第２期中期目標・中期計画

や現在の取組状況について深く理解してもらうため、ハンドブック「鹿児島大学の

約束」を作成しました。中期目標・中期計画の各項目を分かりやすく解説し、関係

する取組について写真やグラフ等を用い説明することで読みやすい内容としまし

た。また、手に取りやすいA５版サイズにするとともに、タイトルについても、中

期目標・中期計画の達成を確実に実行するため「鹿児島大学の約束」としました。

なお、配布先は、学内教職員だけでなく、本学の在学生、保護者、卒業生、同窓

生及び高校、大学・短大、企業、県内の地方自治体等と広範囲に渡り配布しました。

・県内外広報活動の積極的展開

大学本部玄関及び歴史展示室に、本学教員（日展審査委員）の揮毫による「大学

憲章」、「学生憲章」及び「進取の気風」の額を新たに掲示することで、一般市民

や学外関係者等の本学来訪者に対して本学の決意を広く広報するとともに、本学の

イメージアップに努めました。

県内に対する広報活動として、鹿児島中央駅東口柱の電照広告に年５回の更新作

業を行いながら年間を通して本学の広告を掲載することで、本学の基本情報、取組

状況等を広く社会へ公表しました。また、市電広告に関しては、毎月の広告とは別

に、夏休み期間限定の広告を新たに企画立案して掲載し、本学の広報活動に積極的

に取り組みました。

さらに、県外に対する広報活動としては、23年度入学志願者数等の分析と実績を

踏まえ、大学入試センター試験の前後４週間、鹿児島中央駅、熊本駅、宮崎駅に加

え、福岡市の主要駅23駅及び北九州市の主要駅12駅に入試広報戦略の一環として、

入試日程等を告知するポスターの掲示を行いました。さらに、福岡県内及び鹿児島

県、宮崎県近郊の車両の乗降口に１ヵ月間、ステッカー広告を行いました。

・「歴史展示室」の充実

鹿児島における高等教育の源流となった江戸時代の藩学「造士館」や明治期の「第

七高等学校」などから現在の鹿児島大学への流れを、視覚的に理解できるよう展示

している大学歴史展示室について、これまで以上に多くの情報が提供出来るように

大型モニターとiPadを設置し、簡単な操作により、多くの情報が見られるように改

修等を行い、展示内容の充実を図りました。また、進取の精神学生表彰を受賞した

団体名及び個人名を歴史展示室に設置したプレートに掲載しました。

・「インフォメーションセンター」の積極的活用

地域社会との交流拠点として、本学正門横に設置されているインフォメーション

センターにおいて、附属農場で収穫された農産物の販売、広報誌や受験生向けの案

内の配布、研究成果物の展示、各種イベント等を案内するモニターを設置し広報の

充実を図りました。

・本学の研究成果を紹介するタッチパネル式の大型モニターの設置

本学の研究成果を一般市民に分かりやすく紹介するため、事務局玄関にタッチパ

ネル式の大型モニターを設置しました。同設備には、必要に応じてその場でプリン

トアウト可能な印刷機能が付随しており、本学来訪者に広く活用されています。

・卒業生に対する広報活動

大学の広報誌である「鹿大ジャーナル」について、内容の見直しを行い、リニュ

ーアル版の初版に「学長×同窓会連合会座談会～同窓会から見た鹿児島大学」と題

して学長と本学同窓会連合会会長含め４名による対談を行い、在学生への期待並び

に今後の同窓会との連携等について特集した189号を同窓生会員へ送付して、一層

の連携強化を図りました。また、講演会や公開講座等のお知らせ、就職支援情報等

を卒業生へメールマガジンで毎月配信し、積極的な広報活動を行いました。

さらに、同窓生会員に「鹿大ジャーナル」を送付することにより、本学の活動状

況等に対する様々な意見等が大学の広報窓口に寄せられるようになり、広報体制の

さらなる充実を図ることができました。
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その他の業務運営

（１）キャンパスマスタープランに基づいた教育研究環境整備

キャンパスマスタープランに基づき、学習交流プラザと水産学部総合研究棟（２

号館）の改築整備に向けた工事に着手しました。また、自己財源による学生教育環

境整備事業として国際交流会館（３号館）の増築と老朽化したサークル棟の改築整

備などの新たな事業の実施計画を作成しました。

附属病院の再開発整備では、新病棟の基礎工事に着手、関連する基幹・環境整備

（共同溝等）を計画的に実施し、寄附講座資金により地域医療支援システム学講座

のための研究施設を整備しました。

この他に、快適で安全安心な教育研究環境を維持するため、施設費交付金と教育

研究環境改善経費により、外壁の改修やトイレの改修等、計画に沿った修繕と維持

管理を行いました。

（２）施設等の適切な維持管理の推進

①施設の有効活用のためのシステム構築

施設整備等について企画立案を行う「キャンパス計画室」において、施設の全学

一元化管理のための制度設計及び運営体制等の整備を含めた検討を行いました。

23年度は「キャンパス計画室」での検討結果を踏まえ、修繕及び修繕履歴の実務

システムの基本設計に基づき、Webシステムによる「修繕受付システム」を構築し

ました。

また、施設の利用状況の確認と空き室等の検索を効率的に行うため、各ユーザー

がWeb上で入力可能な「スペース管理システム」を構築するとともに、「講義室予

約システム」の試行的な運用を開始し、稼働状況の改善や共同利用化へのシステム

改善について検討しました。

②CO
2
の「見える化」の推進

エネルギー使用量の「見える化」を推進するため、学内の主要団地にエコモニタ

ーを設置し、教職員・学生等が学内のネットワークによりエネルギー使用量を閲覧

できるシステムを構築しました。

また、地球温暖化対策の推進のため、以下の取組を行いました。

・「木質バイオマスボイラー」の設置

平成24年３月、本学の地球温暖化対策実施計画の施策として、本学の高隈演習林

等の木材資源を再生可能エネルギーとして活用するため「木質バイオマスボイラー」

を附属病院に設置しました。環境に優しい持続可能な設備として、鹿児島県から「か

ごしま木づかい推進事業」に採択され整備されたもので、全国の国立大学法人では

初めての導入となります。同設備により大幅な温室効果ガス削減につながるととも

に、燃焼灰の堆肥への活用を行うことで、資源が循環する環境に優しいエコシステ

ムの構築を図ったものです。

・「環境報告書2011」の発行

「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進

に関する法律」（現：環境配慮促進法）に準拠し、本学の環境に配慮した取組につ

いて報告するため「環境報告書2011」を平成23年９月に発行しました。本学の環境

対策の目標とその実施状況を明らかにすることで、環境に対する意識を新たにし、

全構成員の地球温暖化対策に関する積極的な取組を推進しました。

・「鹿児島大学節電大作戦」の実施

「鹿児島大学節電大作戦」を実施し、週ごとの電気使用量を全学にメール配信す

るとともに、ポスター等の掲示やピークカットトライアルの実施による省エネに対

する啓発を行うことで、クール・ビズ、ウォーム・ビズの徹底や間引き消灯を実施

するなどの節電対策に取り組みました。これらの取組により、23年度の全キャンパ

スにおける電気使用量は、夏季（平成23年７月～10月）が対22年度比マイナス6.9

％、冬季（平成23年12月～平成24年３月）が対22年度比マイナス4.1％の削減に繋

がりました。

-21-



（３）法令遵守に向けた取組

コンプライアンス推進体制の強化のため、24年度から「コンプライアンス推進室」

を新設することとし、全学的なコンプライアンスの総括を行うための体制整備を行

いました。また、科研費公募説明会において公的研究費の適正な執行について説明

を行い、公的研究費の不正防止に努めました。

その他、「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」について

アンケートを実施し、その結果を踏まえ「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」及び「会計手続きに係る不正防止ハンドブック」を作成し、周

知徹底を図るため関係教職員へ配付しました。

（４）情報セキュリティ体制強化と情報管理の徹底

①情報セキュリティ体制の整備

新の「高等教育機関の情報セキュリティポリシー対策のためのサンプル規定集」

に基づいた本学の「情報セキュリティポリシー」の改正を行うとともに、利用者が

守るべき情報セキュリティを記した「情報セキュリティガイドライン」を策定し、

情報セキュリティ体制の整備を行いました。策定した「情報セキュリティガイドラ

イン」は、学内のホームページ上に掲載するとともに、全教職員へ冊子を配布し、

周知徹底を行いました。

なお、23年度は、情報セキュリティの管理徹底のため、改正された「情報セキュ

リティポリシー」に基づき、以下の取組を行いました。

【取組実績】

○情報セキュリティ講習会

（平成23年６月開催、受講者数延べ108名）

○サイバー犯罪に関する情報セキュリティ講習会

（郡元地区：平成24年２月開催、受講者数110名

桜ヶ丘地区：平成24年３月開催、受講者数70名）

○セキュリティDVDの視聴及び注意喚起のポスター掲示（DVD視聴率80％）

○全教職員に対する「情報セキュリティガイドライン」の配布（冊子配布100％）

②既存情報機器等の見直し

サイバー攻撃やネットワークを介した情報漏洩などの情報セキュリティアクシデ

ント発生時に追跡可能なシステムの導入に着手するとともに、事務職員のパソコン

についてオペレーティングシステム等に関する情報を収集し、セキュリティ対策の

備わった情報機器等の導入のための環境整備を行いました。

（５）東日本大震災に対する取組

平成23年３月11日に発生した東日本大震災に迅速に対応するため、本学では学長を

本部長とする「支援対策本部」を平成23年３月14日に設置し、23年度も継続的な支援

を行いました。

［人的支援］

①派遣要請

被災地からの派遣要請を受け、全学一丸となり医師・看護師等の派遣や調査分析

を実施するなど、平成23年度は以下の支援を行いました。

・３月～５月にかけて、石巻赤十字病院へ12チーム、延べ94名の医師等を派遣、

巡回診療を行いました。

・４月に附属病院小児外科医師を陸前高田市へ派遣しました。

・５月～９月にかけて、附属病院精神科医師（８名）を女川町へ「こころのケア

チーム」として派遣しました。

・５月に附属病院放射線技師を放射線サーベイ要員として相馬市及び南相馬市へ

派遣しました。

・７月にRI実験室技術職員をスクリーニングのため福島県へ派遣しました。

・７月に歯科医療支援チームを宮城県内に派遣しました。

・９月に看護師を福島第一原発へ派遣しました。

・11月に消化器内科医師を南相馬市へ派遣しました。

-22-



・11月～平成24年１月にかけて、福島県の依頼に基づき農地土壌及び野菜の放射

能分析を実施しました。

②被災地でのボランティア活動

・教員のボランティア活動

・４月に宮城県内で飲料水確保のための復旧支援活動及び水質検査を行いました。

・８月および平成24年３月に宮古市で被災児童・被者への心理支援を行いました。

・学生のボランティア活動

・３月～平成24年３月までに延べ53名が瓦礫等の撤去作業にあたりました。

［物的支援］

①救援物資の輸送

国立大学協会と連携し、平成23年３月23日、水産学部附属練習船「かごしま丸」

を出港させ、本学を含む九州内の国立大学からの救援物資を輸送しました。

②NPO法人との連携

全国に先駆けて、平成23年５月にNPO法人イーパーツと契約締結し、７月リユー

ス可能なパソコン55台を被災地へ発送しました。なお、発送前には学生ボランティ

アによって発送するパソコンの洗浄、ソフトの設定・入れ替え等が行われました。

この取組は現在も続いています。

［学生支援］

①被災地出身学生への支援

通常の授業料免除枠とは別の特別措置による授業料免除を行うことを決定し、被

災地出身学生６名に対し授業料免除を行いました。

②被災地域の大学・短大等の学生への就職支援

被災地域の大学・短大等に在籍する学生に対し、求人やその他の就職情報の入手、

就職相談等に本学の就職支援センターを利用できることとし、その旨を本学ホーム

ページ及び就職支援センターホームページに掲載しました。

［研究を通じた支援］

①被災地復興に資する共同研究の実施

平成23年10月から、本学の水産学部と福島県水産試験場との間で、「福島県松川

浦の水産業復興及び環境調査に関する共同研究」を実施（平成26年３月31日までを

予定）することとしました。また、平成23年10月から、本学の水産学部と岩手県水

産技術センターとの間で、「岩手県養殖漁場への津波影響モニタリングと底質改善

事業の共同研究」を実施（平成26年３月31日までを予定）することとしました。

②津波痕跡及び被災状況の調査を実施

本学の理工学研究科の准教授が、土木学会海岸工学委員会・地球惑星連合等が設

立した東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループの一員として、平成23年４月に

岩手県南部から宮城県北部の津波痕跡等に関する合同調査を実施しました。

［義援金・募金］

①義援金募集

学長の方針の下、全学の教職員及び学生に対し義援金の募集を行いました。第一

次募集を平成23年３月14日に開始し、第五次募集では、鹿児島宇宙焼酎ミッション

「宇宙だより」の収益金の一部を含む1,028,624円が日本赤十字社を通して被災地

へ届けられました。（第五次までの合計金額：17,698,116円）

引き続き、24年度においても義援金募集を行い、継続的な被災地支援を行ってい

くこととしました。

②学生による募金活動

ボランティア支援センターが主体となり、学生による募金活動を行いました。学

内に募金箱を設置したほか、学内外において積極的な募金活動が展開されました。

集まった義援金は、日本赤十字社を通して被災地へ届けられました。
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［防災に関する取組］

本学と山口大学は、全国に先駆けて、両大学の情報機器が災害等により使用不能と

なっても、 低限の情報発信や大学の情報資産の保全等を目的として、大学間データ

バックアップ実証実験についての同意書を９月に締結し実験を開始しました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、54～109頁をご覧下さい。

５．学内共同教育研究施設等

鹿児島大学には、以下の13の学内共同研究施設があり、それぞれの目的に応じた活

動を行っています。なお、地域防災教育研究センターは、平成23年度に新設された施

設です。

①附属図書館、②保健管理センター、③国際島嶼教育研究センター、④留学生セン

ター、⑤総合研究博物館、⑥学術情報基盤センター、⑦生涯学習教育研究センター、

⑧教育センター、⑨稲盛アカデミー、⑩フロンティアサイエンス研究推進センター

（FSRC）、⑪産学官連携推進機構、⑫埋蔵文化財調査室、⑬地域防災教育研究センタ

ー

主な活動として、次が挙げられます。

（１）先進医用ミニブタの開発研究

先進医用ミニブタの開発研究については、国内初の重要な実験成果が得られ、論文が

国際移植学会雑誌の表紙を飾るなど、同種・異種移植実験において世界的に重要な

研究として認識されています。平成24年３月、鹿児島大学において、「先進医用ブ

タの開発と前臨床研究拠点形成プロジェクト～第２回公開シンポジウム「ブタの医

用動物への展開」」を開催し、関係者約210名が参加しました。また、研究体制に

ついても、充実を図り、これまで、学内共同教育研究施設（フロンティアサイエン

ス研究推進センター）の一部門（生命科学研究推進部門）でしたが、24年度から、

医用ミニブタ・先進医療開発研究センターとして独立させることにより研究体制の

強化を図ることとしました。（「２．研究（２）①」の再掲）

（２）地域防災教育研究センターの設置

自然災害の防止と軽減を図るため、災害の実態解明、予測、防災教育、災害応急

対応、災害復旧復興等の課題に地域と連携し、組織的に取り組み、地域防災体制の

向上に貢献することを目的とする「地域防災教育研究センター」を全学的施設とし

て平成23年６月に設置しました。本センターは、調査研究、教育、地域連携の３部

門から成り、災害調査（2010奄美豪雨災害）や防災教育、地域防災支援等の課題に

取り組んでいます。また、本センターでは、自然災害だけでなく、鹿児島県が原子

力発電所立地県であることも考慮して、調査研究部門の中に放射線災害分野を設け

ています。なお、文部科学省の24年度特別経費に「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」が選定を受けました。（「２．研究（３）

①」の再掲）

なお、個別の施設ごとの詳細については、111～136頁をご覧下さい。

６．医学部・歯学部附属病院、教育学部附属学校園

医学部・歯学部附属病院

「教育・研究面」､「診療面」､「運営面」に関する目標を達成するため、地域にお
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ける中核的医療機関として､それぞれ必要な計画を設定し、目標達成に向けた積極的

な取組を行いました。

（１）卒後臨床研修等の充実に向けた取組

①研修プログラムの見直しの実施

卒後臨床研修において、細分化されていたプログラムを一本化するとともに県内

の協力病院と調整し、研修施設の選択の自由度を増したプログラムの申請を厚生労

働省に行い、承認されました。

なお、看護職については、文部科学省通達「新人の卒後臨床研修制度の努力義務

化」を受けて、入職直後の２～３ヵ月をめどに、ローテーション研修を実施しまし

た。

②研修医教育の充実への取組

卒後臨床研修センターに整備されたシミュレーターを用いた救急蘇生に関する講

演会や研修センター内において研修医主体の勉強会を定期的に開催し、研修センタ

ー施設・設備を利用するなど研修医教育の充実を行いました。また、研修医に研修

についてのアンケートを実施し、その結果を踏まえ、研修環境を充実させました。

（２）先端的医療技術の開発等に向けた取組

先進医療・既評価技術２件と高度医療・既評価技術１件の承認を得ることができ

ました。さらに、高度医療の新規申請を２件予定しており、その準備を進めるなど、

先進医療に積極的に取り組ました。

（３）地域医療機関との連携の充実に向けた取組

①関連病院との連携体制の推進

関連病院との連携体制を推進するために、入院説明指示票の改訂及び全診療科を

入退院支援室で対応する体制強化を行い、患者サービスの向上、入退院支援情報の

早期の集約化を行いました。また、要支援患者情報を医師・看護師から電話により

受けていたものを、テンプレートによる入力方式に変更し依頼内容を把握しやすい

体制にしました。

②がん診療連携拠点病院としての地域連携の推進

「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

がん診療連携を始めました。

③肝疾患医療連携拠点病院としての啓発促進

啓発促進のための研修活動を３回実施しました。これに加えて県から要請のあっ

た保健師や専門医療機関の看護師を対象とした肝炎コーディネーター養成講座を実

施しました。

（４）医療の安全管理と感染対策の充実に向けた取組

病院全体としての医療の質向上を図ることを目的に、年４回の安全管理と感染対

策の研修を合同で実施しました。

また、病棟の「ICT（感染対策チーム）ラウンド」を週１回実施しました。併せて、「外

来・中央診療部門ラウンド」を随時実施しました。（23年度７回実施）

さらに、「医療安全管理マニュアル」、「感染対策マニュアル」の改訂版を１月に

発行するとともに、ポケットマニュアルについても２月に改訂版を発行し全職員に

配付しました。

（５）病院再開発による病院機能の充実に向けた取組

①新病棟建設工事を円滑にするための取組

新病棟建設工事を円滑に行うために代替施設の整備や、新規施設のモックアップ

を設置し、使い勝手を検証することで患者の利便性の向上を図るなどの事前準備を

行い、予定どおり23年度より建築工事に着手しました。また、既存病棟についても

建物耐震性の関係から、改築に向けた検討を開始しました。
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②患者サービスの充実のための取組

これまで実施していなかった土曜日の午前中の時間帯にも予約受付を行う体制に

するとともに、初診予約受付業務を地域医療連携センターから医務課へ移行するな

ど体制を強化することでスムーズな窓口対応が可能となりました。

③木質バイオマスボイラーの設置

国立大学法人として初めての導入となる「木質バイオマスボイラー」が平成24年

３月に完成し、運転を開始しました。大学附属病院の新病棟の熱源として利用する

とともに、本学が進めている「地球温暖化対策実施計画」における温室効果ガス削

減に大きな役割を果たすことが期待されます。

教育学部附属学校園

附属学校園の基本的使命である「学部と附属学校園の連携による教育･研究」、「教

育実習への協力」、「地域との連携（成果の還元）」に関する目標を達成するため、国

立大学附属学校園としての役割を踏まえ、それぞれ必要な計画を設定し目標達成に向

けた積極的な取組を行いました。

（１）「附属学校運営委員会」の開催による附属学校園の改善事項の検討

附属小学校１年生の学級編制の対応（35人学級）について審議・検討し、24年度

から実施することを決定しました。

（２）学部教員と各附属学校園教員との連携による教育・研究の推進

①学部との連携による共同研究や研修の推進

共同研究分科会において、10件の共同研究テーマ（附属幼稚園１件、附属小学校

４件、附属中学校３件、附属特別支援学校２件）を実施しました。

②新学習指導要領に基づいた授業設計

理科学習について、学部教員による新しい学習内容を実践することにより、新し

い教科指導の在り方について学ぶとともに、情報教育の研修では、学術情報基盤セ

ンターの教員を招聘し、指導を受けました。

③二学期制の実施

附属幼稚園では、二学期制への移行について保護者へアンケートを実施するなど

理解を図り、概ね順調に移行を実施しました。附属小学校でも、順調に二学期制に

移行しました。附属中学校では、二学期制による成果について検討し、職員と保護

者による学校評価及び学校評議員８名による外部評価を受け、今後の課題と改善策

を明確にし､24年度の教育課程編成に向けて取り組むこととなりました。

（３）研究内容の公開と共有化

公開研究会について、附属幼稚園では平成24年１月に実施し、学内外から教職

員・学生200人が参加しました。附属小学校では、平成23年５月に実施し、学内外

から教職員・学生800人が参加し、新学習指導要領を具現化した研究内容として公

開しました。附属中学校では、平成23年５月に実施し、学内外から教職員・学生

550人が参加しました。

また、幼稚園で未就園児とその保護者を対象とした「どんぐりクラブ」を年４回

開催し､108家族246名の参加を得て、子育て支援の推進を図りました。その他、校

内研修会を附属特別支援学校で３回実施し、学内外から教職員・学生28人が参加し

ました。

なお、個別の施設ごとの詳細については、138～146頁をご覧下さい。
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Ⅳ．各部局の組織評価報告書
　各部局から提出のあった組織評価報告書については、次の通りです。

１．教育 ３．学内共同教育研究施設等

（１）法文学部・・・・・・・・・・・・ 29 （１）附属図書館・・・・・・・・・・111

（２）教育学部・・・・・・・・・・・・ 30 （２）保健管理センター・・・・・・・113

（３）理学部・・・・・・・・・・・・・ 31 （３）国際島嶼教育研究センター・・・116

（４）医学部・・・・・・・・・・・・・ 33 （４）留学生センター・・・・・・・・118

（５）歯学部・・・・・・・・・・・・・ 34 （５）総合研究博物館・・・・・・・・120

（６）工学部・・・・・・・・・・・・・ 36 （６）学術情報基盤センター・・・・・122

（７）農学部・・・・・・・・・・・・・ 38 （７）生涯学習教育研究センター・・・124

（８）水産学部・・・・・・・・・・・・ 39 （８）教育センター・・・・・・・・・126

（９）人文社会科学研究科・・・・・・・ 40 （９）稲盛アカデミー・・・・・・・・128

（10）教育学研究科・・・・・・・・・・ 41 （10）フロンティアサイエンス

（11）保健学研究科・・・・・・・・・・ 42 　　研究推進センター（FSRC) ・・・129

（12）理工学研究科・・・・・・・・・・ 43 （11）産学官連携推進機構・・・・・・131

（13）農学研究科・・・・・・・・・・・ 45 （12）埋蔵文化財調査室・・・・・・・133

（14）水産学研究科・・・・・・・・・・ 46 （13）地域防災教育研究センター・・・135

（15）医歯学総合研究科・・・・・・・・ 47

（16）司法政策研究科・・・・・・・・・ 48 ４．医学部・歯学部附属病院

（17）臨床心理学研究科・・・・・・・・ 50 　医学部・歯学部附属病院・・・・・138

（18）連合農学研究科・・・・・・・・・ 51

５．教育学部附属学校園

２．研究、社会連携・国際交流等、業務運営 （１）附属幼稚園・・・・・・・・・・142

（１）法文学部・人文社会科学研究科・・ 54 （２）附属小学校・・・・・・・・・・143

（２）教育学部・教育学研究科・・・・・ 57 （３）附属中学校・・・・・・・・・・144

（３）農学部・農学研究科・・・・・・・ 62 （４）附属特別支援学校・・・・・・・146

（４）水産学部・水産学研究科・・・・・ 65

（５）理学部・・・・・・・・・・・・・ 68

（６）医学部・・・・・・・・・・・・・ 74

（７）歯学部・・・・・・・・・・・・・ 77

（８）工学部・・・・・・・・・・・・・ 81

（９）保健学研究科・・・・・・・・・・ 87

（10）理工学研究科・・・・・・・・・・ 90

（11）医歯学総合研究科・・・・・・・・ 96

（12）司法政策研究科・・・・・・・・・ 99

（13）臨床心理学研究科・・・・・・・・ 103

（14）連合農学研究科・・・・・・・・・ 106

＜各部局の組織評価報告書　目次＞
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 法文学部   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

 法文学部は、「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持つ人材を養成するこ

と」を教育研究上の目的としており、現在、国としての方針「学士力の養成」、

鹿児島大学としての方針「進取の気風」を受けて、アドミッションポリシー（入

学者受入の方針）、ディプロマポリシー（学位授与の方針）、カリキュラムポリ

シー（教育課程編成・実施の方針）の見直し、検討作業を続けています。また、

これと平行して、新たなカリキュラムポリシーに基づいた教育課程の再編成も行

っています。 

 この他、国際的な就業体験等を学生に経験させるために、授業科目「海外短期

留学」を設定し、学生を北米やヨーロッパに派遣しています。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 法文学部の３学科について、３ポリシーの素案が完成しました。 

 カリキュラム改革の大きな取り組みとして、人文学科では、文部科学省大学教

育推進プログラム「取材学習を取り入れた循環型初年時教育」（平成21-23年度

）が終了し、大きな成果が得られました。また、文部科学省概算要求特別経費プ

ロジェクト「学生一人一人の『人文系共通技能』を伸ばす学士課程の構築」（平

成22-25年度）が進行中です。社会科学分野についても、「進取の精神を備えた

先見力養成プログラム」についての検討が始まりました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 文部科学省大学教育推進プログラム「取材学習を取り入れた循環型初年時教育

」（平成21-23年度）および文部科学省概算要求特別経費プロジェクト「学生一

人一人の『人文系共通技能』を伸ばす学士課程の構築」（平成22-25年度）によ

って、人文学科のカリキュラムは、「学士力の養成」、「進取の気風」の涵養の

点で大きく改善されました。 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 法文学部３学科のアドミッションポリシー、ディプロマポリシー、カリキュラ

ムポリシー素案、および、『「取材学習を取り入れた循環型初年時教育」平成23

年度報告書』『「学生一人一人の『人文系共通技能』を伸ばす学士課程の構築」

平成23年度報告書』から判断されます。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

部局名： 教 育 学 部   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

平成19年度に始まった実践的科目群の体系化をはじめとした本学部の教員養

成カリキュラム改革は、本年度から本格的に導入した「履修カルテ」（本学部独

自に開発した各学生ごとに教員養成カリキュラムの履修状況を可視化するも

の）の活用開始で大きく前進しました。 

 さらに、こうした取組で実践的科目群の位置づけが明確になるなか、学生の教

育ボランティア活動への支援が積極的に行われました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

教員免許法で新たに求められている「教職実践演習」や「履修カルテ」の導

入について、県教育委員会から派遣されている実務家教員が大きな役割を果た

す「教職応用研究（教職実践演習）」の試行や、本学のディプロマポリシーと連

携した特色ある「履修カルテ」の制定とその管理システムの構築など先駆的な

成果を上げています。 

 また、全学にも開かれた教職支援室が核となったカリキュラムガイダンスの充

実化や教員採用試験対策をはじめ、日置市、いちき串木野市の小規模小学校複式

学級への学生のTA派遣や、不登校児童生徒への支援である鹿児島市の「心のパー

トナー」事業での学生ボランティア派遣など教育ボランティアを積極的に支援し

ています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

実践的科目群のさらなる充実に向けて、電子黒板を設置した「模擬教室」（小

中学校教室）の学部内設置を完了しました。 

 アドミッションポリシーは明確でしたが、ディプロマポリシーとカリキュラ

ムポリシーはこれまで必ずしも明確とは言えなかったので、今年度、この２つ

のポリシーの明文化にむけて、検討を開始しました。 
 教員就職率については、改善に向けてさらなる取組が必要です。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

教育ボランティアに参加する学生も着実に増え、中核となる日置市・いちき

串木野市の小規模小学校へのTA派遣や不登校児童生徒への「心のパートナー」

派遣には実数で70名を超える学生が参加し、学部教員が当該学校や教育委員会

との連携のなかで随時指導や支援等を行いました。 
 「履修カルテ」の本格運用など、本学部の教員養成カリキュラム改革の状況

をフォーラム等の形で内外に公表したところ、平成23年度中に開催したフォー

ラムで中教審委員や文部科学省担当者から評価する意見が述べられ、つくば教

員研修センターや国立教育政策研究所、そして10数校の大学等の視察を受けま

した。 
 一方で、教員就職率の改善はさらに進める必要があります。 
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組織評価報告書（平成23年度） 
 

 部局名：理学部          
Ⅰ．教育 

１．活動の概要 
 

 
○ 理 念「理学」は、自然現象の中に潜む真理を探究する学問であり、そこで明らか

にされた自然法則は人類の英知や文化の中に蓄積され、科学技術の発展を支えてき

ました。こうして現代社会は豊かなものになりましたが、豊かさの裏では環境やエ

ネルギーなどに関する新たな課題も生じました。このような問題を解決するために

も、真理の探究と共に、物事の原理を基礎から理解する「理学」のさらなる進展は

不可欠です。鹿児島大学理学部は南九州という自然に恵まれた地理的特色を生かし

ながら、基礎科学を中心とする自然科学の最新の教育・研究を進めます。 

○ 目 標 多様な科学的問題に対応できる幅広い課題探求能力の育成を図ることを目

標とし、次のような人材の育成を目指しています。 

 （１）自然科学の専門知識と幅広い教養を併せもち、論理的科学的思考力を身に 

   付けた人材。 

 （２）学問の高度化や多様化に柔軟に対応できる、創造力のある人材。 

 （３）社会性・国際性、学際性が豊かで、先端科学の知識と問題解決能力を身に 

   付けた人材。 

 （４）高い倫理観をもって人類の幸福と福祉に貢献できる人材。 

○ 理学部は、教員74名、4学科からなり、各学科は2コース制をとっています。教員は

このような「理念」と「目標」のもと、理学部の基礎教育・専門教育に携わる傍ら、

鹿児島大学の共通教育の理系科目の講義や実験指導にも携わっています。 

○理学部では、毎年、主に次の４つの視点から教育活動を点検しています。 

① シラバスに書かれた授業目的と到達目標に相応する授業内容であること、基礎

となる研究活動の成果が反映していること等の教育目的・目標に関すること。

② 授業の担当数、成績評価のあり方や学修指導、教材の提供に関すること。 

③ FD 活動とともに、授業評価の実施や授業改善への取組等の教育改善に関する

こと。 

  ④学生生活、各種ハラスメント等及び、進路、就職支援に対する相談、さらには

   課外活動等の支援・指導の実施実績など、学生支援に関すること。 

 これらの視点に関する各教員の自己点検結果を通して理学部の教育活動を把握し、

 総合的な評価及び改善への指針として PDCA サイクル（Plan(計画)+Do(実施・実 

 行)+Check(点検・評価)+Act(処置・改善))の実行に努めています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 
①優れた点、特色ある点 

 

 
【優れた点】 

① 平成20年度に文部科学省委託事業「理数学生応援プロジェクト」として採択され

た『インテンシブ理数教育特別プログラム』(4年間)の実施。 

（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/characteristisc_dir/intensiveprogram.html） 
② 上記『インテンシブ理数教育特別プログラム』のサイエンス・クラブの受講生達

が文部科学省主催第1回サイエンス・インカレ研究発表会(http://www.science-i.jp/rep
ort.html:平成24年2月18日-19日会場:日本科学未来館及び東京国際交流館プラザ平

成)に応募した４件全部が採択されました（参照：研究タイトル一覧：http://www.
mext.go.jp/b_menu/houdou/24/02/__icsFiles/afieldfile/2012/02/03/1315944_4_1.pdf） 

【特色ある点】 
① 企業の研究者や経営者による講義「科学ジャーナリズム」「科学技術と現代社会」

「知的財産権と科学」を開講し、基礎科学と社会との関連に目を向けた教育を行って

います。 
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② 県教育庁より講師を招き、教員選考試験対策講演会を開催し、教員志望学生の意

識向上に努めています。 

③ 教員の教育力向上に向けた取組として、授業公開、授業評価アンケートの実施、

FD 活動への積極的参加、FD 講演会の開催などに取り組んでいます。 

④ 先端科学の動向については、次のような講義を開講し、大学院生と席を並べて受

講する機会を設けています。外部講師による「先端科学特別講義」。15名の教員が

それぞれの研究について分かりやすく紹介し、さらに理学観についても言及する

「理学の在り方」。 

⑤ 外部講師による講演会「就職ガイダンス」(内定学生による体験報告を含む)を毎

年２回開催し、就職活動へ向けた意識向上に努めています。 

⑥ 外部講師による講演会「インターンシップ講演会」(インターンシップ参加学生の

体験報告を含む)を開催し、社会との積極的な関わりを推奨しています。 

⑦ ハローワークからのジョブサポーターによる就職相談を行っています。 

⑧ 進路指導は 2カ年体制で行っています（3〜4年次を通じて同じ教員が就職や進学

の相談に乗っています）。 

⑨ 理学部生のキャリアパス支援として、今年度は九州管内の工場（5カ所）・研究所

（5カ所）の見学を企画しました。 
⑩ 学生教育の一助として、卒業生による研究集会「数理情報科学さくらセミナー」

（ SAKURA (Seminars by Alumni of Kagoshima University on their Recent 
Achievements)を開催しました。(http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~mcs/ SAKURA/
sakura.html)

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 
 

 
① 上記『インテンシブ理数教育特別プログラム』のサイエンス・クラブの受講生達

が文部科学省主催第1回サイエンス・インカレ研究発表会(平成24年2月18日-19日会

場:日本科学未来館及び東京国際交流館プラザ平成)に応募した４件全部の採択。

② キャリアパス支援として 
(i) 工場・研究所（5工場・5研究所）の見学。  
(ii) ２研究所の研究者によるキャリアパス講座の開講。 

③新しい試みとして、卒業生OBによる研究発表会「数理情報科学さくらセミナー」

を企画したこと。 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 
     □Ⅲ 良好である。 
     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 
    判断理由 
 

 
上記に記載の優れた点、特色ある点、また改善された点の他、 

① 『インテンシブ理数教育特別プログラム』の受講生に関して、次の項目での高い

データから、このプログラムでは良好な成果が出ていると判断します。 

(i) GPA、(ii) 大学院進学率、(iii) 早期進学者の誕生、(iv) サイエンス・イン

カレでの採択状況 

② 就職情報室の整備と就職情報周知の強化、ジョブサポータの配置や学科就職委員

の強化など、就職支援体制の整備は良好と判断します。 

③ 卒業生の就職状況の分析結果（H24年4月24日現在）：大学院進学決定率100%、就

職率89.5 

などから、教育活動は「おおむね良好である」と判断します。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 医学部        

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

 医学部は、医学科及び保健学科で構成され、将来の医学・医療の担い手となる

医師、看護師、助産師、保健師、理学療法士及び作業療法士の専門職医療人並び

に医学・医療に係る研究者及び教育者の育成を目的としています。 

 平成23年度の医学科の重点事項として、平成22年度から導入した新カリキュラ

ムの点検、急激に増える地域枠学生への教育体制の整備、地域枠学生の卒業後の

キャリアプランの作成と提示、並びに入学定員増に対応できる教育環境の整備を

行いました。また、保健学科の重点事項として、助産師・保健師養成課程の見直

し、看護教育における大学病院看護部との連携強化及び中途退学防止への取組を

開始しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．地域医療を担う医療人育成のため地域枠学生20名を受け入れています【医】

２．卒業する地域枠学生２名に離島へき地医療人育成センターから卒後の研修プ

ランを複数案提示し、本人が選択したコースで研修しています【医】 

３．教育到達目標を新電子シラバスに明記しました【医】 

４．平成24年度入学者から適用される看護教育のカリキュラム改正案が、文部科

学省から正式に承認されました【保】 

５. 学内演習に大学病院看護部の看護師延べ32名の派遣協力を得ました【保】 

６．科目責任者の役割を明確にし、次年度の非常勤担当の時間数を大幅に削減 

 しました【保】  

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．前・後期カリキュラム検討部会及び臨床実習委員会を定期的に開催し、新カ

 リキュラムの点検を行い、改善に努めています【医】 

２．中途退学防止として学籍異動対策検討ＷＧを設置したので、検討ＷＧで退学

 を未然に防ぐ方策を練る必要があります【保】 

３．患者情報の慎重な取扱いについて、学生に更に徹底して教育する必要があ 

ります【医】【保】 

 

３．自己評価結果  

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 

      
判断理由 

１．平成24年２月に行われた第106回医師国家試験の合格率は、新卒88/92 

(95.7%)で、国立大学43校中18位でした。既卒を併せた合格率は91/101(90.1%)

で、国立大学43校中23位でした【医】 

２．看護学専攻の国家試験の合格率は、看護師79/79(100%)､助産師11/11(100%)､

保健師は新卒87/88(98.9%)で、既卒を併せると88/92(95.7%)でした【保】 

３．理学療法学専攻は、新卒19/21(90.4%)、既卒を併せると20/23(86.9%)で、作

業療法学専攻は、新卒17/18(94.4%)、既卒を併せると18/21(85.7%)でした 

【保】 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

部局名： 歯学部         
 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

歯学部では、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・研究者の育成を目的として、本年度の活動に

取り組みました。カリキュラムポリシーの再確認に着手するとともに、臨床教育

の充実のために到達目標の確認と教育方法の改善計画立案を行い、実際の教育に

反映させました。また、学生の研究志向を高めるために選択科目及び大学院につ

いての説明会を実施しました。さらに、卒後臨床研修についての説明会を充実さ

せ、個々の学生に対しキャリア構築方法について指導を行いました。教員に対し

ては、教育力の向上のために、ＦＤ講習会を数回実施しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

【特色ある点】 

歯学部には、他大学の歯学部にはない「選択科目」という科目があります。必

修科目ではなく、毎週水曜日の午後に、自分の興味ある講座（分野）に参加して

自由に学ぶというユニークなカリキュラムです。この選択科目の履修学生を増や

すために、今年度初めて学生を対象に全分野の説明会を実施しました。また、大

学院への進学説明会も実施しました。これらの活動により、学生の歯科医学に対

する興味の向上及び研究マインドの醸成が期待されます。学生の反応はすこぶる

良好であり、継続しての実施を希望する声が多く聞かれました。 

５､６年生を対象に離島診療同行実習への参加者を募集し、参加した学生は、

異口同音にこの実習を高く評価しました。この離島診療同行実習については、歯

学部ホームページにも紹介しており、入学試験の面接の際に、毎年志望動機にこ

の実習を第一に挙げる受験生が多数いることからも感心の高さが覗えます。 

本年度も歯系センターの事業として大学院研究発表会を行い、大学院生及び学

部学生のみならず教員にも参加して貰いました。学部内の大学院生の優れた研究

成果に具にふれることで、歯学部全体の研究意欲を高め、特に、学部学生の大学

院への入学の動機付けに大きく寄与することができました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

優れた臨床能力をもつ歯科医師を養成するために、臨床実習の改善に取り組み

ました。卒前に実際の患者にふれる診療参加型臨床実習を推進し、また、一人の

患者に研修医と学生が付いて行う屋根瓦方式の実習を取り入れる準備を進めて

います。さらに、臨床実習の評価法の規定が曖昧であったため、各診療科での具

体的評価法及び評価基準を決定し、運用を始めました。臨床実習終了時には、総

合的な臨床能力を客観的に評価するために、全診療科参加のマルチステーション

OSCEの導入を決定し、本年度はトライアル実施を行いました。これらの取り組み

により、学生の臨床能力の向上が認められました。 

また、特色ある教育の中で、離島診療同行実習と大学院研究発表会は、歯学部

の教育及び研究の向上のために極めて有効な事業であり、今後の継続的な実施の

ために予算獲得が喫緊の課題であると考えております。 
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３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  

     判断理由 

歯学部の教育理念に準拠して、目的達成に向けた活動を行いました。優れた歯

科医師を養成するために、臨床実習の実施方法と評価法の改善を進めました。最

終評価で採用したマルチステーションOSCEでは、臨床能力の向上が認められまし

た。また、本学部のユニークな科目である「選択科目」の履修者増加を目指して

今年度初めて全分野の説明会を実施しました。参加学生の98％は、この説明会の

内容を適切と思い、今後この科目を履修したいと思う者は90％を占めました。学

生の歯科医学に対する興味及び研究志向が上昇することが期待されます。 

これらの理由から、活動状況はおおむね良好であると判断しました。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：工学部          

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

工学部には、機械工学科、電気電子工学科、建築学科、環境化学プロセス工学

科、海洋土木工学科、情報生体システム工学科及び化学生命工学科の７つの学科

があり、入学定員は合計440名です。教員組織は教授45名、特任教授１名、准教授

43名、講師１名及び助教32名から構成されています（平成23年３月末時点）。 
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を育成す

る機関となることを目指しており、広い視野と工学的デザイン能力を培う教育を推

進しています。この目的を達成するために、自然科学と工学の基礎知識及び専門科

目を幅広く修め、社会が要請する新技術を創成することのできる研究者・技術者、

新産業分野の開拓に積極的に貢献できる創意と応用力を持った技術者、幅広い分野

の知識の修得と総合的思考力の養成を通じて、工学の持つ地球的・社会的影響力の

大きさを自覚できる技術者及び高い倫理観を持って人類の幸福と福祉に貢献でき

る専門的職業人の育成を目標としています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

世界中で技術者が活躍できる時代を迎え、日本技術者教育認定機構（略称JABE

E: Japan Accreditation Board for Engineering Education）では、国内の４年

制工学系大学等の技術者教育プログラムが世界に通用することを認定していま

す。工学部では、多くの教育改革に取り組み、GPA制度（総合的な学修の到達度

評価）の導入、履修単位の上限認定、進級基準の見直しなどとともに、カリキュ

ラムの中身も大きく変えて、プログラムの学習・教育目標の設定や教育内容・方

法の改善などを進めてきました。平成22年度までに、機械工学科、電気電子工学

科、建築学科、応用化学工学科化学工学コース（現在の環境化学プロセス工学科

）、応用化学工学科応用化学コース（現在の化学生命工学科の一部）及び海洋土

木工学科がすでにJABEEの認定を受けていましたが、平成23年度は応用化学工学

科応用化学コースと生体工学科生体機能材料工学コースが統合してできた化学

生命工学科が新たに認定を受けました。 

すべての学科において、教育プログラムが社会の要求水準を満たしていること

を保証するため、PDCAサイクル(計画、実行、点検、改善)を実施しています。教

育の質の向上を図るため、学生による授業評価アンケート、それらの結果に基づ

いた教員の授業改善計画の作成とその実施というサイクルを継続しています。加

えて、教員相互の授業参観を通した授業改善やFD講演会も開催しました。FDとは

、ファカルティ・デベロップメントの略で、教員が授業内容や授業方法を改善し

、向上させるための組織的な取組みの総称です。講演会はその取組みの一環とし

て毎年開催しています。 

工学部は、教育・研究等の交流につながるような学生の正課外活動も支援して

います。平成23年度は工学部研究交流基金助成によってETロボコン2011九州地区

大会への参加を助成しました（機械工学科）。 
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②改善された点（又は今後改善を要する点） 

JABEEプログラムを遂行していく上で、常に教育の改善は行われています。今

後の検討事項として、学部のアドミッションポリシー（入学者受入方針）及びデ

ィプロマポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針）の見直しを行うとともに

、現行のカリキュラムの連続性・整合性を確認し、必要に応じて専門教育のカリ

キュラムの改革を行います。また、情報生体システム工学科も平成25年度にJABE

Eを受審する予定で準備を進めています。 
平成23年度は、新入生支援の参考資料とするため、工学部の全１年生を対象と

したアンケートを７月に実施しました。 
 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

      判断理由 

JABEE認定６学科７プログラムの平成23年度卒業予定者の学修状況を精査し、

すべての卒業生がJABEE修了生としての資格を満たしていることが確認されまし

た。また、ほとんどの学生が大学で学んだことを活かせる仕事に就くことができ

たことは、本学部の学生に対する外部の評価が高く、教育目標が達成されている

ことの証です。しかし、上に掲げたように改善すべき項目は残っているため、「

おおむね良好」と判断しました。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：農学部         

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

・授業の改善に関しては，FD活動の一環として毎期授業公開および参観を実施し

ており，延べ132名の教員が参加しました． 

・学生の国際感覚を養うための国際協力農業体験講座，ジョージア大学獣医学研

修を実施しました． 

・国際的水準の獣医学教育実現のために活動し、山口大学との共同獣医学部設置

を実現しました． 

・地域社会や時代の進展に応じた農学教育を行うために、新農学部将来構想（教

育コースの教育理念，教育内容，カリキュラム，担当教員など）について検討を

続けています． 

・対外的には玉龍中学の体験学習受け入れ，錦江湾高校SSHへの協力，高度林業

技術者教育プログラムなどを実施しました． 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・農場実習，演習林実習などフィールドを活用した授業に力をいれています． 
・学生の国際化を促すための取り組みが継続的に行われています． 
・大学を巡る環境の変化に対応した新しい農学部のあり方への検討が行われ，将

来構想の構築に向けて進んでいます． 

・国内初となる山口大学との共同獣医学部の設置が実現しました． 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・FD-Webシステムの活用度がやや低いので、システムの改善・存続を含めて利用

率の向上について検討をする必要があります． 

・社会人リレー講義については，受講生が少なく，見直すことにしました． 

・オープンキャンパスを２回行いましたが、２回目の参加者が少なかったので実

施方法について検討します． 

・農学部将来構想については，大学および農学部の教育理念や地域性を反映した

具体化についての検討を急ぎます． 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

・学部で当初たてた計画についてはおおむね実施できました． 

・学生の教育に対する満足度もおおむね良好です．（「大学に入学するときに考

えていた学習・研究が十分にできたと思いますか」というアンケートへの「はい

」の回答率68.5%）． 

・社会人リレー講義については，受講生が少なく，見直すことにしました． 

・共同獣医学部が実現でき、それ以外の学科に関わる将来構想の検討も進んでい

ます． 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：水産学部 

 

Ⅰ．教育  

１．活動の概要 

「学生の心を掻き立てる教育」、「わくわくする教育」を学生に提供すること

をモットーに、全教職員が一丸となった学部教育とその改善に努めてきました。

既に学部が独自に開発したWebシステムにより、カリキュラムや成績の管理、学

生や保護者への連絡などが行われており、学部の PDCAサイクルである「統合型

学務管理システム」によって教育の質保障もはかられています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 学部の教職員がワークショップを行い、アドミッションポリシーを作り上げ

ました。 

・ ３年生の必修科目「水産業と倫理」に12名のTAを配置し、学生によるディベ

ートを積極的に取り入れました。 

・ 教育関係共同利用拠点としてわが国初の認定を受けた附属練習船「かごしま

丸」の全国共同利用を推進し、有効利用をはかるために、「練習船共同利用

ネットワークシンポジウム」を開催しました。 

・ 附属練習船かごしま丸（935t）が竣工しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 附属図書館水産学部分館で、上級生による学生ピアー相談が始まりました。

・ 保健管理センターの専門家による学生相談が水産学部で定期的に開催されて

います。 

・ 学生が順調に修学できない原因の一つに希望しない分野等に配属されること

が挙げられ、改善に取り組むことになりました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 助言指導教員等による学生や院生に対する支援活動に対して、保護者はもちろ

んのこと、保健管理センターの職員からも高く評価されています。また、本年度

の高い入試倍率を得ることができたことや、教育活動が対外的に評価されてのこ

とと判断します。 
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組織評価報告書（平成２３年度）   
 

部局名： 人文社会科学研究科   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

 人文社会科学研究科博士前期課程では、「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の養成」を、博士後期課

程では、「研究者として自立して研究活動を行うに足りる研究能力及び高度の専

門性が求められる社会の多様な方面で活躍し得る高度の研究能力とその基礎と

なる豊かな学識を有した人材の養成」を教育研究上の目的としています。現在、

国としての方針「学士力の養成」、鹿児島大学としての方針「進取の気風」を受

けて、アドミッションポリシー（入学者受入の方針）、ディプロマポリシー（学

位授与の方針）、カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施の方針）の見直し

、検討作業を続けています。また、これと平行して、新たなカリキュラムポリシ

ーに基づいた教育課程の再編成も行っています。 

 今年度、博士後期課程地域政策科学専攻に新教育コース（島嶼政策）を新設し

ました。全学横断的教育プログラム「環境学教育コース」に科目を提供していま

す。渡日前（現地）入学試験の実施可能性について海外の大学と折衝を行ってい

ます。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 人文社会科学研究科の５専攻について、３ポリシーの素案が完成しました。 

また、博士後期課程地域政策科学専攻の新教育コース（島嶼政策）を新設しまし

た。全学横断的教育プログラム「環境学教育コース」に「鹿児島環境学Ⅰ」、「

鹿児島環境学Ⅱ」、「地球温暖化と代替エネルギー」および「環境経済学特論」

の４科目を提供しています。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 博士後期課程地域政策科学専攻に新教育コース（島嶼政策）を新設することで

、鹿児島大学の推進する島嶼研究に対して、教育課程の中に研究拠点が形成され

たことになります。 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

人文社会科学研究科５専攻のアドミッションポリシー、ディプロマポリシー、

カリキュラムポリシー素案、『平成23年度鹿児島大学大学院人文社会科学研究科

（博士前期課程）修学の手引き』『平成23年度鹿児島大学大学院人文社会科学研

究科（博士後期課程）修学の手引き』から判断されます。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

部局名： 教育学研究科   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

大学院生との座談会や各種アンケートを活用し、平成20年度に始まった新カリ

キュラム(これまでの「学校教育専攻」と「教科教育専攻」の２専攻から「教育実

践総合専攻」の１専攻に改組)の点検を行いながら、種々の改善を行いました。 
 本年度初めて、３年プログラムの「小学校教員免許取得コース」の大学院生を

受け入れて、同コースのカリキュラムがスタートしました。 
 平成22年度に全学に開講された「島嶼学教育コース」に加え、新たに「環境学

教育コース」と「食と健康教育コース」が開講され、その３コースすべてに本研

究科教員が授業提供を行っています。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 教職大学院ではない教育学研究科が教育実践総合専攻を謳って、実践的科目を

共通必修科目として開設する本研究科の取組は全国からも注目されています。 
 今年度初めて学生を受け入れた「小学校教員免許取得コース」(大学院生が新

たに小学校教員の免許を取得できるカリキュラムコース)は、全国的にも数少な

い取組です。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 大学院生と研究科教員との座談会等の結果を得て、大学院生の研究室の拡充や

新たに現職教員大学院生も視野に入れた授業料免除制度(鹿児島大学大学院メデ

ィポリス教育振興基金)の運用など、研究環境整備が前進しました。 
 一方で、今後の教員免許制度の動向を意識しながら、大学院のカリキュラム等

の改編を視野に入れています。 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 本研究科の特色である教育実践総合専攻というカリキュラムは、中央教育審議

会で、教員養成の更なる高度化が要請されているなか、教職大学院ではない教育

学研究科の取組として他大学に先駆けたものです。したがって、本年度も３大学

の教育学研究科教員による視察を受けました。 
 全国の教育学研究科にも数少ない小学校教員免許取得プログラムの受け入れ

が開始されました。 
 大学院に取り入れられた実践的科目群のなかで、不登校児童生徒や発達障害児

童生徒への支援活動などその専門性を生かした教育が展開されました。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 保健学研究科    

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

保健学研究科は、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をはじめ地域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育成することを教育理念としています。 

 保健学研究科には、高度専門職業人の養成を目的とする博士前期課程と、研究・

教育の中核を担う指導者の養成を目的とする博士後期課程とがあります。 

 平成 23 年度には、高度専門職業人養成の目的で、放射線看護専門コース開設（24

年度から学生受入れ開始）と助産師課程開設（平成 26 年度から学生受入れ開始予

定）を決定しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．放射線医療における高度専門職業人を養成する放射線看護専門コース（定員

２人）を博士前期課程に設置し、平成24年度から養成を始めることとしました｡

２．平成26年度からの助産師養成課程の大学院化へ向けて、カリキュラムの検討

を開始しました。 

３．学位論文の質を高め、博士号の取得を円滑にするための指導体制、手続等の

見直しを進めました。 

４．教育効果を検証する基礎資料として、修了生及び在学生の学会発表、論文発

表等の学術活動実績調査を実施しました。 

５．大学院生に対して学期ごとに授業評価アンケートを実施し、授業方法・内容

の向上に努めています。 

６．新入生オリエンテーションにおいて大学院修了者講演会を実施し、大学院生

活のイメージ作りを支援し、動機づけ教育を行いました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．放射線看護専門コースと助産師養成コース（予定）を博士前期課程に設置す

ることにより、高度専門職業人養成という目的に向けての第一歩を踏み出しま

した。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

放射線看護専門コースと助産師養成課程コース（予定）を博士前期課程に設置

することにより、高度専門職業人養成という目的をより具体的かつ明確に示すこ

とができました。 

今後は理学・作業療法分野を含めて、さらに新たなコースを開設し、高度専門

職業人養成という目標の具体化を図る必要があります。 

博士後期課程では、博士号学位取得率向上、及び学位論文の質向上に向けての

具体的な取組が必要です。 
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組織評価報告書（平成23年度） 
 

部局名：理工学研究科    
Ⅰ．教育 

１．活動の概要 
 

 
○ 理工学研究科は, 博士前期課程 10 専攻, 博士後期課程 3 専攻からなる大学院で

す。（参照：ホームページ http://www.eng.kagoshima-u.ac.jp/grad/grad.html） 
○理  念『真理を愛し，高い倫理観を備え，自ら困難に挑戦する人格を育成し，

  時代の要請に対応できる教育研究の体系と枠組みを創成することによって地域な 
  らびに国際社会の進展に寄与する』 
 教育目的『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の育成』 
 教育目標『今日の諸課題に対応できる倫理的判断力及び人間生活を取り巻く自然

 についての総合的な知識を持ち，自然科学に関する学問の高度化と多様化に幅広く

 柔軟に対応できる，次世代を担う技術者，研究者，さらには高度専門職業人を養成

 する』のもと、教育を行っています。 
○ 修士の学位を与える前期課程は、自然科学技術に係わる総合的視野を持つ人材育

成のために必要な基礎的分野を網羅する組織構成、博士の学位を与える博士後期課

程は学際領域の研究推進を考慮した組織構成、となっています。 
○現在、教授 77 名、准教授 79 名、講師 3 名、助教 42 名の計 201 名（内、理学部の

 教育担当 74 名、工学部の教育担当 127 名）が理工学研究科に所属し、世界的先端

 研究ベースの教育活動に従事しています。 
○学生定員は博士前期課程 286 名、博士後期課程 24 名で、収容定員は 644 名であり、

 指導教員 1 人当たりの学生指導数は 4.2 人です。各教員は、大学院教育に加えて学

 部教育（2 学部 11 学科、収容定員 2540 人）を担当し、教員 1 人当たりの学部学生

 指導数は 12.6 人です。この大学院と学部を合わせた学生指導数は、全国の国立大

 学理工学系の中でも高い数値となっています。 
○理工学研究科では、毎年、主に次の４つの視点から教育活動を点検しています。

① シラバスに書かれた授業目的と到達目標に相応する授業内容であること、基

礎となる研究活動の成果が反映していること等の教育目的・目標に関するこ

と。 
② 授業の担当数、成績評価のあり方や学修指導、教材の提供、修士論文等の学

修指導に直結する教育活動に関すること。 
③ FD 活動とともに、授業評価の実施や授業改善への取組等の教育改善に関する

こと。 

  ④学生生活、各種ハラスメント等及び、進路、就職支援に対する相談、さらには

   課外活動等の支援・指導の実施実績など、学生支援に関すること。 

 これらの視点に関する各教員の自己点検結果を通して理工学研究科の教育活動を

 把握し、総合的な評価及び改善への指針として PDCA サイクル（Plan(計画)+Do(実
 施・実行)+Check(点検・評価)+Act(処置・改善))の実行に努めています。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 
①優れた点、特色ある点 

 
【優れた点】 
① 全専攻の学生が学際的学習に取り組めるように「先端科学特別講義」（主に、学

外の研究者による講義）を導入しています。（参照：平成 23 年度先端科学特別講

義一覧表:http://grad.eng.kagoshima-u.ac.jp/visitor2/pdf/sentan_kougi_zen.pdf）
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② 大学院学生の国内での学会発表及び国際会議発表の機会を増やすために旅費の補

助等を行ない、教育効果の向上を図っています。その成果でもあり、また学生の「進

取の精神」に基づく研究活動の成果として、本研究科学生の学会講演会等における

活躍が評価され、「優秀発表賞」、「優秀講演賞」等の 21 件の受賞がありました。

(http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/02/post-201.html,http://www.kagosh
ima-u.ac.jp/topics/2012/01/post-192.Html,http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/
2011/12/post-191.html,http://www.Kagoshima-u.ac.jp/topics/2011/07/2011.html)

③ 二国間交流事業や日本学術振興会「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(ITP)」（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~itp/）などを通して大学院

学生を積極的に海外へ派遣し、学生の研修機会を広げています。(参照：2011 年度

ITP 派遣学生成果発表会 http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/02/post-208.html) 
④ 独立行政法人科学技術振興機構（略称 JST）委託事業「コア・サイエンス・ティ

ーチャー養成事業（H21～H24）」で設定されている CST(Core Science Teacher)教員養

成プログラムを小・中学校の理科教師を目指す大学院生(や現職教員)を対象に実施

しています。（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/characteristisc_dir/cst.html） 
 

【特色ある点】 

⑤ 正指導教員１名・副指導教員（１名〜２名）による複数教員による個別研究指導

体制を導入することによって、修了時の質の確保を図っています。 
⑥ 博士前期課程では、社会のニーズに対応した人材を養成するため、一つの学修課

題を複数の授業科目等を通して体系的に履修するコースワークに取り組んでいま

す。 
⑦ 鹿児島大学教育センター開講の大学院生向けの「インテンシブ英語アカデミック

クラス」の積極的受講を推奨しています。 

⑧ クラス担任あるいは指導教員による学生との個人面談を行い、学生が何でも相談

できる環境作りを継続して行い、学生の学修意欲の向上に努めています。 

⑨ 教育改善を啓発するための FD 講演会を定期的に開催しています。 

⑩ 教育の質の向上を図るため、学生による授業評価アンケートを継続的に実施し、

各教員はその授業アンケート回答の分析結果を参照し(Check)、授業改善計画を作

成し(Act+Plan)、それを実施する(Do)という PDCA サイクルを継続して実行して

います。 

⑪ 大学院教育充実のための学部教育の実践という考え方で、入口から出口までの保

障という教育に取り組んでいます。 

⑫ 学生教育の一助として、卒業生 OB による研究集会「数理情報科学さくらセミナ

ー」（さくら= SAKURA (Seminars by Alumni of Kagoshima University on their Recent 
Achievements) を 開 催 し ま し た 。 (http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~mcs/SAKURA/
sakura.html) 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 

 
【改善された点】「優秀発表賞」、「優秀講演賞」等の受賞者が増えたこと。 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 
     ■Ⅲ 良好である。 
     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。      
    判断理由 
 

 
少ない教員数で様々な取組を通して全国レベルの教育を実践し、上述したような学

習成果も適宜挙げているので、「良好である」と判断します。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：農学研究科         

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

・授業の改善に関しては，FD活動の一環として毎期授業参観を実施しており，延

べ132名の教員が参加しました． 

・学生の国際感覚を養うための国際協力農業体験講座を実施しました． 

・鹿児島大学大学院全学横断的プログラム「島嶼学教育コース」および「環境学

教育コース」の授業を担当するとともに, 「食と健康コース」の主体的実施部局

としてコースの立ち上げを行いました． 

・大学院共通科目「いのちの科目群」では，「食といのち」の講義を分担しまし

た． 

・博士課程の大学院連合農学研究科への進学を希望する学生については，修士と

博士を連続した教育・研究指導を行っています．  

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・大学院全学横断的教育プログラム「島嶼学教育コース」,「環境学教育コース

」および「食と健康コース」の実施には大きく貢献しています． 

・博士課程の大学院連合農学研究科への進学を見据えた教育・研究指導を行って

います． 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・FD-Webシステムの活用度が低いのでシステムの改善・存続を含めて利用率の向

上について検討を要する． 

・研究科の将来構想については，学部の将来構想に対応した大学院の将来構想の

検討も進めていきます． 

 

 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

・研究科で当初たてた計画についてはおおむね実施できました． 

・学生の教育に対する満足度もおおむね良好です（大学院に入学するときに考え

ていた学習・研究が十分にできたと思いますか。というアンケートへの「はい」

の回答率77.1%）． 

・社会人リレー講義については，受講生が少なく，見直すことにしました． 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：水産学研究科 

 

Ⅰ．教育  

１．活動の概要 

熱帯・亜熱帯水域における水産資源の維持と合理的利用、水圏環境の保全に関

する教育を行い、これらの分野で地域社会や国際社会の抱える諸問題の解決に貢

献できる高度技術者を養成することを目的としています。 

本年度には島嶼が抱える諸問題の解決に向けて、全学横断的教育コースの科目

として本研究科の特性を生かした授業を開講しました。また、洋上教育の質を一

層向上させるため、本年度末に竣工した附属練習船の大学院教育でのさらなる活

用の準備を始めました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 他研究科と共同し、全学横断的教育コースの科目として「島嶼海洋生物学特

論」を開講しました。 

・ 教育関係共同利用拠点としてわが国初の認定を受けた附属練習船「かごしま

丸」の全国共同利用を推進し、有効利用をはかるために、「練習船共同利用

ネットワークシンポジウム」を開催しました。 

・ 附属練習船かごしま丸（935t）が竣工しました。 

② 改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 本学大学院生のフィリピン大学への短期留学科目が、Advanced lecture on 

Tropical Aquaculture から Advanced lecture on Tropical Fisheries へ

とより幅広いものに改編されました。 

・ 附属図書館水産学部分館では大学院生によるピアサポートが始まりました。

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 全学横断的教育コースの科目として、本研究科の特性を踏まえ「島嶼海洋生物

学特論」を開講しました。また、３月30日に竣工した附属練習船「かごしま丸」

には現状の洋上教育の質を飛躍的に向上させるとともに、他大学と共同で教育研

究体制を構築することも可能となりました。 

大学院への志願者数は最近５年間の平均が1.5倍で定員も十分満たしているこ

とも本研究科の教育活動が評価されてのことと考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 

-46-



 

組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 医歯学総合研究科   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

【修士課程】 

修士課程では、医・歯学部以外の４年制学部や専門学校等の卒業生を受入 

れ、バイオメディカル研究者及び高度専門職業人としての医療人を育成する教

育を行っています。平成23年度は、18名が入学し、11名が修了して学位を得ま

した。また、教育科目の再編と充実に向けて、在籍学生を対象としたアンケー

ト（回収率55％）などを実施し、見直しを行いました。 

【博士課程】 

博士課程では、国際的な評価に耐えうる生命科学や医学研究を計画、実施で

きるとともに、協調性と広い視野を備えて共同研究をコーディネートできる高い

レベルの能力を持つ研究者、教育者及び医療人を養成する事を目標としていま

す。適切な倫理意識を身に付け、各種法令に対処するだけでなく、研究成果を

社会に還元しようとする意識の習得も目指しています。平成23年度は、49名が

入学し、54名が修了して学位を得ました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．修士課程では、生命科学の基礎的な知識・技術の習得に加え、科学・医療倫

理学､医療総合実習､離島医療学などの科目で特色のある教育を行っています。

２．博士課程では、健康科学専攻及び先進治療科学専攻の２専攻を擁し、疾病予

防及び先端医療技術の推進を図っています。 

３．地域に根ざした分野（国際島嶼医療学）及び先端研究分野（再生・移植医療

学）の科目に加え、疫学コース、がんプロフェッショナル養成コースなど多彩

な学習ができる体制を整えています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．大学院の全学横断的教育プログラムについては、受講者が少ないのが現状で

す。改善策は、引き続き検討する予定です。 

２．博士課程では、入学定員削減と新規科目開設により、以前より行き届いた教

育及び指導ができる環境づくりが進みました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

□Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 

  
     判断理由 

１．修士課程では、パンフレット及びポスターを作成、配布するとともに、説明

会を開いて積極的な広報活動を行いました。また、教育科目の見直しを行いま

した。 

２．博士課程で、実習科目の充実及びe-learningの利用の推進を行い、高度な学

習目標をより学び易い環境で達成する改善策が順調に進展していると考えら

れます。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 司法政策研究科（法科大学院）      

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

 司法政策研究科は、法曹（弁護士・裁判官・検察官）の養成を目的とする専門

職大学院（法科大学院）です。法曹としての基礎知識を涵養する法律基本科目群

、法律実務に向けての導入である実務基礎科目群を軸に、より幅広い見識を身に

つけるための基礎法学・隣接科目群やより専門性の高い領域を学ぶ展開先端科目

群を用意して、「地域に学び、地域を支える」ことを踏まえたカリキュラムを編

成し、法曹の養成に取り組んでいます。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

（１）らせん状高度化カリキュラム 

  司法政策研究科では、少人数教育を旨とし、クラス担任を用意するなど、き

めの細かい丁寧な指導を行っています。カリキュラムは、１年次から３年次ま

で、重要論点を繰り返しながら段階的に発展的な内容に展開するよう配慮され

、らせん状に高度化するよう体系化されています。 

（２）電子シラバスなどを活用した学修支援 

  概要版シラバスにより学修内容を事前提示するとともに、ネット上に用意さ

れた電子シラバス（詳細版シラバス）の導入により、講義の進度に合わせてリ

アルタイムに更新される情報提供手段が活用されています。詳細版シラバスに

は、予習課題や授業外の学修課題の情報、授業アンケートの結果やそれに対す

る教員からのメッセージ、試験問題の出題の趣旨などが掲載されるほか、教員

に質問できる掲示板機能などを備えています。加えて、オフィスアワーが設定

されており、個別学生のニーズに応じた指導を可能にするなど、学修内容につ

いて、教員・学生間の充実したコミュニケーションを制度的に支援しています

。 

（３）講義外の学修支援 

  学修上の助言や司法試験の情報、学生の声などを満載したニューズレターを

発行しています。授業担当の実務家教員のほか、鹿児島県弁護士会の若手弁護

士によるチューターが学修上の助言や指導をする体制があり、法曹を目指すに

当たり、先輩実務家に触れながら学修する機会が充実しています。 

（４）地域を重視したカリキュラムや取組 

地域を重視する法科大学院として、司法政策研究センターを設置するととも

に、司法過疎という地域の実情を踏まえた「地域に学び、地域を支える」教育

カリキュラムである離島等司法過疎地における法律相談実習など、地域貢献と

教育活動を結びつけた取組を行っています。 

（５）ＦＤ活動「授業と学修の協働改善」 

  司法政策研究科では、教育改善の取組として、教育活動点検評価委員会（通

称ＦＤ委員会）が中心となって、①月１回のＦＤ懇談会の開催、②ＦＤ活動の

スローガンを「授業と学修の協働改善」と設定し、授業だけではなく、学生の

学修にも踏み込んだ取組の実施、③授業アンケートと教員コメントのフィード

バック、④授業ビデオの収録・編集と随時視聴可能な環境の構築による授業参

観機会の補強、⑤「成績評価総括」により、全科目について、成績評価分布、

成績評価基準、成績評価の所感、試験問題やレポート課題とその出題の趣旨や

採点の所感について学生に公表するなどの取組みをしています。 
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（６）単独の大学を超えた連携の取組 

 司法施策研究科では、九州・沖縄法科大学院教育連携のもとでの共同授業の

開講や、３年次に九州大学法科大学院で学修する特別聴講学生制度を実施して

おり、大学の枠を超えた取組みを推進しています。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 毎年教育改善の取組を強化してきましたが、平成２２年の司法試験の結果を踏

まえ、平成２２年度後半から、さらにその取組みを強化しました。平成２３年度

は３名の合格者を得ることができ、この成果を契機にさらに教育改善の取組や地

域を基盤とした他大学と連携した取組を展開しています。 

 教育活動の特色の多くの事柄は、平成２２年度以前に実施されていた事柄であ

り、平成２３年度はその枠の下で改善を進めることが課題であり、おおむね、成

果を得たと考えられます。特に改善した点として、次の点を挙げることができま

す。 

 ①アンケート項目の改善……共通の質問項目に加えて、各教員が確認したい事

柄など、各個別教員が設けた質問項目を含めることで、各教員の授業改善の

取組とその成果を確認できるようにしました。 

 ②成績評価総括のうち、出題の趣旨について、試験実施後速やかに電子版シラ

バスに公表することで学生の速やかな復習を促し、より効率的な学修を可能

にしました。 

 ③離島等司法過疎地における法律相談実習について、これまで屋久島・種子島

地域で実施してきましたが、平成２３年度は奄美群島の徳之島で実施するこ

とで、より広い範囲に対する地域貢献に踏み出しました。 

 今後も、研究科の目的を堅持し、司法試験の合格者数を一人でも増やせるよう

、鋭意取り組んでいきます。 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 「おおむね良好である」と判断する理由として、（１）体系的に高度化するカ

リキュラムの展開、（２）電子シラバスの活用やオフィスアワーなどによる学修

支援、（３）講義外の学修支援、（４）地域を重視したカリキュラムの展開、（

５）充実したＦＤ活動、（６）教育連携の取組など、充実した取組を行っている

上に、さらに継続して改善の取組を行っている点を挙げることができます。平成

２３年度は、司法試験では合格者３名と改善の契機となる成果となっており、今

後さらなる改善を目指しています。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 臨床心理学研究科   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

臨床心理学研究科は、日本初の独立研究科として平成19年度に設置して以来、

国民のこころの問題に即応できる高度専門職業人としての臨床心理士養成を目

的にアドミッションポリシー，カリキュラムポリシーを作成し、それに基づいた

教育を実践してきました。平成23年度は、その教育実践に対して日本臨床心理士

資格認定協会による認証評価を受審し、「適合」の評価結果報告を受けました。

 本研究科では、臨床心理士としての資質の育成を目指して、「講義・演習・実

習を三位一体とした相互関連的な授業展開」を行い、平成23年度においても臨床

現場に即した実践的な教育を行いました。 

また、平成23年度においてもFD活動を充実させ、１セメスターで２回の授業評

価を実施し教員の教育力向上に向けた取り組みを行うことができました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 優れた点として、実習科目・演習科目・講義科目が密接に関連して教育課程が

進むように教員間で協力できる体制が整っていること、また、学外実習について

は、実習機関との連絡会をセメスター毎に行うなど実習の効果性を高める努力が

できていることです。特色ある点として、平成20年度から文部科学省委託事業と

して行ってきた九州大学大学院人間環境学府実践臨床心理学専攻との共同プロ

ジェクトである「臨床心理実習における客観的評価方法の構築」による研究を通

して臨床実習評価の客観性を目指したこと、また、平成22年度から文部科学省の

承認による「地域支援の臨床実践と実務教育を架橋した新たな『実践型教育プロ

グラム』の開発」の実践教育研究を通して、地域の臨床現場に根差した臨床実習

教育を行う基礎を作ったことです。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

日本臨床心理士資格認定協会による認証評価受審に際し自己点検を行った結果

、臨床心理士としての実務に必要な専門的な知識の習得だけでなく、豊かな人間

性ならびに臨床心理士としての責任感及び倫理観の育成も重要であるという観点

に立って、平成24年度のカリキュラムに「臨床心理倫理特論」を加えました。 

さらに、臨床現場における喫緊の必要性を考慮して、平成24年度から選択必修

科目群の中に臨床技法科目として「家族療法論」，「認知行動療法論」を新たに

加えました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 本研究科が目指してきた、「講義・演習・実習を三位一体とした相互関連的な

授業展開」、「多様な観点から実践的な指導が受けられるように演習科目を中心

にして、研究者教員と実務家教員による複数担当制を実施」等の教育理念が、日

本臨床心理士資格認定協会による認証評価において、「適合」の評価報告を受け

、高く評価されました。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 
 

部局名：大学院連合農学研究科 
 
Ⅰ．教育 

１．活動の概要 
 本研究科は、佐賀大学大学院農学研究科、鹿児島大学大学院農学研究科、同水産学研究

科及び琉球大学大学院農学研究科の修士課程と附属施設を母体とし、これらと密接な連携

のもとに運営されていますが、後期博士課程 3 年のみで独立した研究科です。 
 本研究科においては、平成 21 年度から新カリキュラムで単位制を導入し、必修科目 10

単位、選択科目 2 単位以上合わせて 12 単位以上の修得も学位論文提出の前提条件としてい

ます。また、学生 1 名について主指導教員（5 年毎資格再審査）1 名のほかに副指導教員 2

名を配置し計 3 名の指導教員による指導体制が図られており、学生は、主指導教員が属す

る大学に配属されることになります。 
講義は、構成 3 大学の学生が一堂に会して同時に受講する集中講義形式の授業、3 人の指

導教員による演習形式授業、遠隔講義システム（SINET）による講義及び各大学の専攻ごと

に行われる講義などで構成されています。 
 留学生が多い本研究科の学生に対しては、英語と日本語による講義および演習を通じて高

度な学問を教授し、博士としての素養を養わせており、講義は農水産学の幅広い専門分野そ

して人材養成のための科目を設定しています。 

新カリキュラムでは、高度な専門教育に加えて、リーダーシップ精神や国際性を養成する

科目を新たに導入しました。 
 平成 23 年度は、新カリキュラムになり、初めての修了生を送り出したところです。 
   
 

２．特筆すべき取組や成果 
①優れた点、特色ある点 

 必修科目である農学特別講義Ｉ（一般セミナー）では、それぞれの分野において最先端で

活躍している講師により英語と日本語で講義を行い、日本人学生及び外国人留学生との専門

分野の情報交換を行いました。このセミナーの中で、日本人学生には英語による発表能力や

コミュニケーション能力を付けさせる機会を与えるようにしています。 

平成 23 年度から、専攻ごとの２年次後期中間発表会を、遠隔講義システム（SINET）を利

用して実施し、その結果を報告することを義務づけました（必修単位化）。このことで指導

学生の研究の進捗状況を把握できる態勢にするとともに、併せて他学生の進捗状況も確認で

きる態勢としました。 

 選択科目である人材養成学生支援セミナーⅠでは、研究者としてだけでなく社会人として

も自立できるよう、倫理観、社会性、リーダーシップ及び責任感などを身に付けさせるた

め、公的機関の研究所、企業など第一線で活躍中の講師による実践的講義を行っています。

 国際農学特別講義では英語による講義を行い、国際的感覚および視野を育てる教育を行っ

ています。 

連大生の研究指導においては、１大学の枠を越えて行うことで協力関係が生じ、共同研

究や学際研究推進の気運が醸成され、その結果、連大生の研究活動が活発になり、研究レ

ベルも向上しています。連大在籍生当たりの年平均論文数はほぼ１報となっています。 

学位取得にあたっては，所定の単位を取得し、かつ２報以上の主論文を元にして書き上げ

られた学位論文をもとに審査を受けなければなりません。公開審査会は指導教員 3 名を含む

5 名の専門分野の審査員により構成され、100 点満点で厳正な評価を行うことで、学位の質

を保証しています。 
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②改善された点（又は今後改善を要する点） 
専攻ごとの中間発表会や人材養成学生支援セミナーを開催することによって、学生に積極

性が見られるようになり、学位取得後の進路について幅が拡がり、社会人としても活躍して

いこうという意識も強くなりました。 
 また、シラバスに掲載しているものではありませんが、平成 23 年度には学生向けに英文

科学論文の作成法についての講習を 11 月 30 日と 12 月 7 日の 2 日間計 8 コマ行い、計 20 名

の受講者がありました。今後、英文による論文投稿が増加することが期待されます。 
 一方、特定の専門分野だけでなく幅広い分野での素養を養う必要があり、また、チャレン

ジ精神を養う教育が必要と思われます。 

なお、第２期中期計画に掲げられた学位の質の保証を確立するための教育課程のポリシ

ーの策定に関しては、次年度公表に向けて連合農学研究科 FD 委員会において原案を作成し

たところです。 
  

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 
     ■Ⅲ 良好である。 
     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 
  
     判断理由 

平成 23 年度で新カリキュラムの学年進行が完成しましたが、単位制の導入に伴い、多く

の教員の関与で講義科目の充実がなされ、人材養成学生支援セミナーや国際農学特論など新

規の科目により教育幅が拡がり、学生の関心度が向上したと判断されます。このことは、平

成 23 年 3月実施の本研究科自己評価書に基づく外部評価委員会の総合評価でもあり、その

他以下の根拠にもよります。 
・ 農学特別講義Ｉ（一般セミナー）では、著名な講師 6 名（うち５名が学外）が講義を行

い、ポスターセッション等には、担当教員 12 名が参画しました。また当該セミナーの実

施後アンケートに関しては、「英語、日本語両方での説明のバランスが良く、分かりやす

かった。スライドも見やすく、レジュメも分かりやすかった。大変興味深かった。」など

の意見があり、全体的に意義があるとの回答でした。 
・ 人材養成学生支援セミナーⅡ（洋上セミナー）は、練習船かごしま丸を利用し、鹿児

島大学水産学部と共同実施しているもので、受講生は練習船でのフィールド研究調査手

法や本セミナーの内容に満足し、新たな知識・経験・技術を得て今後の研究に役立つもの

であると、実施後アンケートの中で高く評価されています。 
・ 平成 23 年 9 月修了生及び平成 24 年 3 月修了生対象のアンケート調査では、講義、教員

の指導、中間発表の実施などに関しては、ほとんどが満足したとの回答でした。また、学

生自身に関しても、実験又は調査を計画・遂行し、データを正確に解析・考察し、かつ説

明する能力が身についたなどの意見が大半でした。 

・ 連大生の研究指導においては、１大学の枠を越えて行うことで協力関係が生じ、共同

研究や学際研究推進が活発になり、連大在籍生当たりの年平均論文数はほぼ１報となっ

ています。 

・ 平成 23 年度には学生向けに英文科学論文の作成法についての講習を 2 日間計 8コマ行

い、計 20 名の受講者がありました。 
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２．研究、社会連携・国際交流等、業務運営 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 法文学部・人文社会科学研究科   

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

 法文学部および人文社会科学研究科では、「社会科学、人文科学の領域におけ

る学術的知見を深めることにより、当該学問分野の発展への寄与及び研究成果に

基づく社会貢献を行う」ことを研究方針として社会科学、人文科学の領域におけ

る多様な研究を行っています。今年度は、島嶼をフィールドとして研究するため

の施設「奄美フィールド教室」を奄美市に開設し、教員1名を派遣し、海外の大

学および研究機関との連携を｢国際島嶼教育研究センター｣との協力のもとに実

施しています。また、若手研究者の研究に、研究支援を実施しています。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 島嶼をフィールドとして研究するための施設「奄美フィールド教室」を奄美市

に開設し、教員1名を派遣しました。 

 国際島嶼教育研究センターとの共催で、韓国木浦大学校島嶼文化研究院と国際

シンポジウム(4/19)「太平洋島嶼地域における韓国多島海と日本南西弧島」を開

催し、地域政策科学専攻講演会(6/20)「島嶼空間の特有な立場」（Professor Go

dfrey Baldacchino: University of Prince Edward Island, Canada）を開催し

ました。韓国木浦大学校島嶼文化研究院及び珍島学会共催の韓中日国際学術大会

（11/23）に2名が出席し、国際島嶼教育研究センター長と共に木浦大学校学長と

の会見を行っています。 

 「法文学部若手研究者の研究支援事業実施に関する要項」（平成19年9月制定

）に基づき、若手研究者に研究支援を実施しています。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 「奄美フィールド教室」が奄美市に設置され、島嶼研究のための拠点が出来上

がりました。 

 国際的島嶼研究を推進するための国際的協力関係が韓国木浦大学校島嶼文化

研究院との間で成立しました。 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 「国際シンポジウム 太平洋島嶼地域における韓国多島海と日本南西弧島につ

いて ご案内」「人文社会科学研究科地域政策科学専攻（博士後期課程）講演会

のご案内」（鹿児島大学ホームページ）、「法文学部若手研究者の研究支援事業

実施に関する要項」（平成19年9月制定）などから判断されます。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 法文学部・人文社会科学研究科   

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

 法文学部では、県庁幹部を講師とする総合講義を設定したり、県内マスコミ各

社の協力のもと「マスコミ論」の授業を行ったりと、積極的に社会連携を行って

います。また、国際的な就業体験等を目的とした実践的プログラムを含む授業科

目「海外短期留学」に基づき学生を北米や欧州に派遣しています。人文社会科学

研究科では、「奄美サテライト教室」を充実し、リカレント教育、リフレッシュ

教育を拡充しました。島嶼をフィールドとして研究するための施設「奄美フィー

ルド教室」を奄美市に開設しました。海外の大学および研究機関との連携を、｢

国際島嶼教育研究センター｣との協力のもとに実施しました。渡日前（現地）入

学試験の実施可能性について海外の大学と折衝を行いました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 法文学部では、鹿児島県マスコミ各社の協力のもと、マスコミの現場見学、記事

作成指導、取材実習などを行う「マスコミ論」や鹿児島県庁から各部局ごとの行政

実務家を招へいし、実務の事例等を通して、広く自治体や政策について理解を深め

る「法政策総合講義」など地域と連携した授業を設定しています。また、国際的

な就業体験等を目的とした実践的プログラムを含む授業科目「海外短期留学」を

実施し、北米に学生を派遣しました。人文社会科学研究科では、島嶼をフィール

ドとして研究するための施設「奄美フィールド教室」を開設し、本年度後期に教

員1名を派遣しました。また、国際島嶼教育研究センターとの共催で、韓国木浦

大学校島嶼文化研究院と国際シンポジウム(4/19)講演会(6/20)を開催しました。

３月には長江師範学院との部局間学術交流協定を締結しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 法文学部では、「マスコミ論」や「法政策総合講義」など、社会との連携を図

る授業や、「海外短期留学」や外国の大学との学部間学術交流協定締結など、学

生の国際性を高める取り組みを積極的に行っています。人文社会科学研究科では

、島嶼研究の拠点として、「奄美フィールド教室」を開設し、教員1名を派遣し

ました。また、国際的島嶼研究を推進するための国際的協力関係が韓国木浦大学

校島嶼文化研究院との間で成立しました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 『平成23年度法文学部修学の手引』『平成23年度法文学部シラバス』（法文学

部ホームページ）、「国際シンポジウム 太平洋島嶼地域における韓国多島海と

日本南西弧島について ご案内」「人文社会科学研究科地域政策科学専攻（博士

後期課程）講演会のご案内」（鹿児島大学ホームページ）、『平成23年度鹿児島

大学大学院人文社会科学研究科（博士前期課程）修学の手引き』『平成23年度鹿

児島大学大学院人文社会科学研究科（博士後期課程）修学の手引き』などから判

断されます 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 法文学部・人文社会科学研究科   

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

 法文学部、人文社会科学研究科では、学生の心の健康への支援体制として、学

生心理相談会を実施しました。また、効果的な学生支援体制として、学生が学内

の相談機関をより利用し易くし、各種相談機関を効果的に繋ぐ目的から、「法文

学部なんでも相談窓口」（メールアドレス）を設定し、運用を開始しました。こ

の他、学生・企業への一層きめ細やかな対応等、就職支援事業を拡充するために

「法文学部就職支援室」を中心に就職支援環境を整備しています。  

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 学生の心の健康への支援体制として、学生心理相談会を実施しました。 

 効果的な学生支援体制として、学生が学内の相談機関をより利用し易くし、各

種相談機関を効果的に繋ぐ目的から、「法文学部なんでも相談窓口」（メールア

ドレス）を設定し、運用を開始しました。 

 学生・企業への一層きめ細やかな対応等、就職支援事業を拡充するために「法

文学部就職支援室」を中心に就職支援環境を整備し、就職ガイダンス、インター

ンシップ説明会、公務員試験受験対策ガイダンスを実施し、「インターンシップ

体験報告集」「就職活動体験報告集」の作成、配布を行っています。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 学生の心の健康への支援体制が充実しました。 

 学生・企業への一層きめ細やかな対応等、就職支援事業が拡充されました。 

 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 「学生心理相談会」ポスター、「法文学部なんでも相談窓口」（メールアドレ

ス）、『平成23年度インターンシップ体験報告集』『平成23年度就職活動体験報

告集』などから判断されます。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

部局名：教育学部・教育学研究科  
 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

本年度は、附属学校との共同研究促進のための枠組みが委員会設置によって

明確になり、附属教育実践総合センターでは学外の共同研究員の数が増えるな

ど、多くの教育現場に密接に関わった研究が新たに開始されました。 
 こうした教育現場と相互に連関する研究は、さらなる地域との連携協力によ

る実践的研究を活性化させており、教員の研究成果を、地域の小・中・特別支

援の各学校の職員研修等に利用してもらう「教員研修講師・アドバイザー派遣

事業」をさらに活性化するなかで、教員個々の研究成果の地域とくに学校現場

への還元という点では大きな成果を上げました。 

 文部科学省の「教員の資質能力向上に関わる調査検討事業」の採択も受け、本

学部教員の教員養成や教員研修に関わる研究が新たな展開を見せました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

学部教員と附属学校園の教員による共同研究の活性化に向け、各附属学校園

の代表者との協議が定期的になされ、新たに共同研究の学部内公募の取組が始

まりました。 
 教員個々の研究成果を直接教育現場に伝えたいという「教員研修講師・アドバ

イザー派遣事業」は、学部教員がボランティアで地域の学校の職員研修等の講師

を務める特色ある事業であり、全国の教員養成学部でもあまり類を見ないもので

す。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

附属教育実践総合センターが中心になり、模擬教室の整備など実践的研究への

支援をさらに行いました。 
 「教員研修講師・アドバイザー派遣事業」は平成22年度の31件から平成23年度

は50件と大幅に増えました。 
一方で、教員の競争的研究資金獲得に向けた取組は今後の課題となっています

。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

学部教員と附属学校園教員との共同研究は本年度より明確な枠組みでスター

トし、10件の共同研究が成果を上げました。 
 附属教育実践総合センターにおける学外の共同研究員は７名にのぼっていま

す。 

 外部資金を獲得した研究の数などまだ改善の余地もありますが、「教員研修講

師・アドバイザー派遣事業」は昨年度より19件多い計50件の派遣を実現するなど

、研究成果の地域への還元という点では大いに成果を上げています。派遣した学

校の事後アンケート結果（32校分）では、「講師の指導内容の満足度」は｢とても

満足｣が26校(81.3％)、｢おおむね満足｣が６校(18.7％)、｢やや課題が残る｣｢課題が
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残る｣は０校（０％）でした。 

また、本事業への取組については、「次年度以降も実施して欲しい」が32校(100

％)と、高い評価を得ています。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

部局名：教育学部・教育学研究科  
 

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

教員免許状更新講習で本学部は、鹿児島大学として実施する更新講習の中核

を担いながら積極的に開講する一方、学部教員の研究成果を地域の学校教育現

場に直接還元する「教員研修講師・アドバイザー派遣事業」を積極的に展開し

ました。 

 学生による教育ボランティア活動（小規模校複式学級へのTA派遣や適応指導

教室や児童クラブなど）は学生の教育の面だけでなく、社会連携の意味が大き

く、学内プロジェクト「ローカルシンフォニー」事業に積極的に参画し、鹿屋

市内小学校との連携を通して小学校への支援を教員や学生が積極的に行いまし

た。 

 アフリカ英語圏諸国の学校教育関係者の研修視察(JICA事業)に積極的に協力

し、16名を約１ヶ月間受け入れてそのプログラムの中核を担いました。 

 大学間交流協定を締結している韓国国立江陵原州大学と相互に交流を行い、教員

の情報交換・協議等を行う一方、国立台北教育大学と部局間交流協定が締結され

、新たな国際交流が始まりました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

教員免許状更新講習では、必修領域のみならず多くの選択科目を提供し、高い評

価を得ています。 学部教員の研究成果を直接学校教育現場に還元する「教員研修

講師・アドバイザー派遣事業」は教育委員会や学校現場から極めて高い評価を受

けているユニークな取組です。  

鹿屋市の「学校応援団事業」では、同事業の計画立案に大学が助言を行ないまし

た。現在２つの小学校で、学校と地域が連携しながら学校のカリキュラムを作成す

る取組を行うなど、大学が積極的な支援を行なっています。同時に、複数の学生が

研究テーマとして参画し、教員だけでなく学生も地域に貢献しています。 

韓国国立江陵原州大学との相互交流は、双方の大学の学生や教員が相互に大学を

訪問し交流を行い、互いにホームステイを行うなどの点に特色があります。 

国立台北教育大学と部局間交流協定が締結され、今年度から早速、学部学生４

名が派遣されるなどの交流が開始されました。  

大震災発生を受け、附属教育実践総合センターでは、学校現場における危機対

応の取組に関する公開講座を学校教育関係者向けに実施しました。 

特別支援教育や心理学を専攻する大学院生を中心に、実際に学校教育現場に出

かけての教育支援活動(特別支援学級TAや不登校児童生徒支援)が活発に行われ

ました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

学部のホームページの英語版を公開しました。 

 研究科ホームページの日本語版の充実を図るとともに、英語版も合わせて公開

しました。 
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３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

教員免許状更新講習の開講科目の数や内容の充実は、単科の教員養成大学を除

けば筑波大学とともに全国的にも突出しています。 

韓国国立江陵原州大学との相互交流は、双方の大学の学生や教員が相互に大学を

訪問し交流を行う点に特色があります。この交流の成果が認められ、JASSOの「平

成24年度留学生交流支援制度（ショートステイ・ショートビジットプログラム）」

に採択されています。 

 鹿児島県教育委員会との連携のもと、今年度も引き続き６名の現職教員を大学

院生として受け入れています。 
 部局間交流として、台湾でも有数の教員養成大学である国立台北教育大学と新

たな国際交流が始まったことは意義深いことです。 
 また、JICAの地域別研修の受け入れは、本学を含めて２大学のみです。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

部局名：教育学部・教育学研究科  
Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

学部長（研究科長）のもと、各委員会に４半期ごとのPDCAサイクルでのチェッ

ク体制を構築し、学部・研究科運営を行いました。 
 附属学校園との連携を強化するため、全学レベルで学長の下に附属学校運営委

員会が設置される一方、本学部でも将来計画、特別支援教育、共同研究、緊急時

心理支援などの各領域での委員会組織を設置しています。 
 ネットワークの監視体制や情報セキュリティ対策については、有効な監視体制

を強化し、啓発も積極的に行っています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

将来計画や共同研究などの各領域において、附属学校園と学部・研究科が協働

・連携する体制作りができたことは大きな意義があり、学部・研究科教員と学校

現場の新たな共同研究が開始されました。 
 ネットワーク監視に関しては、学部・研究科だけでなく附属学校のネットワー

クに関しても、常時の監視体制が有効に機能しています。 
 附属学校園の危機対応に関して、附属教育実践総合センターの心理系教員を中

心に、各附属学校園での仮想事例（校内の事件事故）における児童生徒、教諭、

保護者の心理的な支援をシミュレーションし、マニュアルの基になる「緊急時心

理支援エレメンツ」を作成しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

法令遵守・コンプライアンス体制強化の取組は、今後さらに改善すべきことで

す。 
平成24年度は、附属学校園の危機対応に関する「緊急時心理支援エレメンツ」

を確認し、見直すとともに、大規模自然災害の仮想事例についても心理支援の方

法を検討します。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

附属学校園と学部・研究科との協働・連携のための枠組ができたことは、今後

の教育研究への大きなステップとなります。 
 情報セキュリティ対策に関して、学部・研究科独自の情報セキュリティポリシ

ーを策定し、周知を図り、学部・研究科のネットワーク監視システムを運用して

迅速な対応を行い、ウィルス感染を未然に防止してきました。 
 各附属学校園の課題等については、附属学校園分科会から附属学校園運営協議会

を経て、学長を議長とする附属学校運営委員会までボトムアップで審議していま

す。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：農学部・農学研究科  

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

・全学的な研究コアプロジェクト「島嶼」，「環境」および「食と健康」に農学部

教員が中心となって参加しています． 
・機能性食品，獣医学教育充実，アジアの食と醸造文化のシンポジウムや農家，技

術者を交えた「イチゴの高品質果実の高収量・安定生産の基本」研修会を実施し

ました． 

・アグリビジネス創出フェアに出店し，農学部の研究成果をアピールしました．

・学部長裁量経費による若手教員の育成をはかり，研究成果の報告会を行ってい

ます． 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・機能性食品，獣医学教育充実，アジアの食と醸造文化のシンポジウムには、九州

内外から多数の参加者がありました． 
・「イチゴの高品質果実の高収量・安定生産の基本」研修会では，鹿児島県･市

町村，JA，農家，学生など128名の出席者により活発な討議が行われました． 
・四川大学錦江学院と麹の分離に関する共同研究が進めました． 

・学部長裁量経費による若手教員の育成と研究成果の報告会は定着し，他の研究

者や学生の研究意識向上につながっています． 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・シンポジウムや研修会等は地域に大きく貢献することから，さらに充実を図っ

ていきます． 

・農学部教員の研究成果を社会にさらにアピールするための，ホームページの改

善が必要となっているので、今後進めていきます． 

 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

・研究活動は着実に進められており,おおむね良好です。今後もさらに研究活動

の維持･発展を図りながら,ホームページを充実することによって研究成果の発

信を強化して行きます． 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：農学部・農学研究科    

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

・多数の教員が鹿児島大学地域防災教育研究センターの兼務教員として登録し、

「2010年奄美豪雨災害の総合的研究」に参加し、豪雨災害の原因究明や再発防止

などの対策を提言し、地域社会に貢献しました． 

・鹿児島県内のイチゴ農家からの要望を汲み入れ，農家，技術者を交えた「イチゴ

の高品質果実の高収量・ 安定生産の基本」研修会を実施し，地域のイチゴ農家に

貢献しました． 
・エジプトのカフルアッシャイフ大学との部局間学術交流協定および中国四川大学

錦江学院醸造学科との部局間学術交流協定を締結しました． 
・ITP事業により，インドネシアのアンダラス大学へ2名の大学院生および教員1

名を派遣して熱帯雨林の動態に関する共同研究を推進しました． 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・「2010年奄美豪雨災害の総合的研究」に参加し，地域シンポジウムに参加し，

報告書作成に加わりました．また，鹿児島県内のイチゴ農家からの要望により，

農家，技術者を交えた「イチゴの高品質果実の高収量・ 安定生産の基本」研修会

を実施し，地域のイチゴ農家に貢献しました．このように，地域社会との連携･貢

献を重視した活動を継続して行っています． 

・エジプト，中国の大学との部局間交流協定が結び，研究交流を積極的に進めて

います． 

・インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）事業により，インドネシ

アアンダラス大学との国際交流(学生派遣･受入)と共同研究を進めています． 

・国際協力農業体験講座においてタイメジョー大学，ベトナム社会科学院，ハノ

イ農業大学など交流協定校との交流が出来ています． 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・個別の教員の社会貢献や国際交流活動を把握し，評価する仕組みが必要です．

・農学部のホームページを改善・充実し，農学部教員の研究成果を地域社会にさ

らにアピールし，シンポジウムや研修会の充実を図り，地域貢献をさらに推進し

ます．  

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

・部局間学術交流協定が２件成立しました． 
・学術交流協定校との交流が継続的に実現されています． 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：農学部・農学研究科  

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

・科研費，共同研究費，奨学寄付金などの外部資金によるオーバーヘッド予算に

より学部･大学院の教育･研究に還元し、若手研究者の支援を行いました． 

・市立病院立地問題等ワーキンググループを立ち上げ、課題を整理して、学長に

上申しました． 

・全学のJT跡地整備事業対策室に農学部から3名の委員が出席しました． 

・農学部動物防疫対策会議を立ち上げ、防疫対応管理指針を作成しました． 

 

 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・学部の予算を教育･研究に還元するために若手研究者の支援を行い，成果を上

げています． 

・演習林の間伐材を活用した附属病院のバイオマス発電事業に協力しました． 

・全学のJT跡地整備事業対策室における議論では，市立病院，交通局，緑地問題

に関して農学部の教育･研究の維持･発展と地域との連携について建設的な意見

を述べ，鹿児島市の建設計画に取り入れられました． 

 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・特にありません． 

 

 

 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

・学部･大学院の業務運営は滞りなく進められています． 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：水産学部・水産学研究科 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

「地域の水産業への貢献」と、「新たな水産海洋科学への展開」を目的として、

学部における研究者の研究意欲向上に努めています。具体的には、地域の水産資

源の研究、生物多様性とその環境保全に関する研究、黒潮や沿岸の海洋学的研究、

種苗生産や養殖・魚病の研究、水産物の加工利用や生理活性物質の研究、漁具漁

法の研究、水産物の流通や経済に関する研究などが分野の中でそれぞれ活発に行

われました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 赤潮研究チームが学部・研究科内に発足し、鹿児島県や漁業協同組合ととも

に赤潮生物モニタリングを行っており、この研究は新たに組織される全学的

な研究プロジェクトに発展しようとしています。 

・ 水棲動物の持続的養殖の更なる発展に向けた研究を推進し、その飼育実験施

設が欧州の水産養殖企業の出資により、鴨池臨海地に開設されました。この

研究プロジェクトは、外部資金の投入により、鹿児島県や宮崎大学などとも

共同で行われており、既に多くの興味深い研究成果がでています。 

・ 地域の水産物の利用に関するプロジェクトが始まり、島嶼地域においてマグ

ロやキビナゴの鮮度管理や、生理活性物質としてのペプチドの研究が行われ

ています。 

・ 資源としての保全が注目されているクロマグロ養殖について、斃死対策研究

等が行われ、クロマグロ養殖に向けたプロジェクトを水産庁及び他の研究機

関と共同で開始しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 老朽化の著しい２号館が補正予算で新築されることが決定しました。 

・ 教員人件費ポイントを活用して、多くの教員の採用人事が行われ、教員の研

究意欲の向上がはかられました。 

・ 学長裁量経費による若手教員の海外派遣支援制度により、１名の教員が海外

の研究機関に派遣されました。 

・ 学部・研究科の研究業績数はやや減少傾向にあり、今後の改善が必要とされ

ます。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 学部・研究科が行った赤潮研究や水産物利用に関する研究に関しては、南日本

新聞紙上で紹介されていますが、前者は全学プロジェクトとしての展開が次年度

に向けて行われており、後者に関しては全学の重点研究領域である「食と健康」

研究プロジェクトとしての準備が学部教員により行われています。 

 また、国際学会ポスター賞や、学会誌ベスト引用論文になった研究論文も発表

されました。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：水産学部・水産学研究科 

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

地域水産業を支える南九州唯一の水産学部として水産学研究科と連携し、多くの

教員が国や地方公共団体の各種委員会活動等や漁協等の技術開発・改善に貢献して

います。また、国際交流に関しても近隣諸国や欧州、アフリカの大学との学術交流

協定の締結、留学生の交流、海外からの研修生受け入れや研修コースの実施など、

当学部がこれまでに行ってきた活動を更に発展させる活動が行われています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 中国、フィリピンの大学との長年の交流実績が評価され、水産学部の教員が

中国の大学から名誉教授、フィリピンの大学から客員教授に指名されました。

・ 東日本大震災直後に、附属練習船かごしま丸が国立大学協会の支援のもと、

九州各地の大学から集められた支援物資を被災地の大学に届けました。 

・ 国立大学協会の東日本大震災復興支援プロジェクトに水産学部から２件採択

され、福島や岩手県の沿岸調査や放射性物質除染の研究が行われています。

・ 東日本大震災による漂流ゴミの北部太平洋における国際的調査活動が水産学

部教員により行われました。 

・ 引き続き JSPSの支援によるアジア研究教育拠点支援事業が行われています。

・ 日置市、江口漁協、鹿児島TLOとの協同による、「マレーシアにおける地域基

盤型沿岸漁業管理」事業が、JICAの草の根技術協力事業に採択されました。

・ 発展途上国が抱える諸問題を解決する国際共同研究として、JSPSの支援でセ

ネガル経済海洋省と始まりました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 本水産学研究科の学生が，フィリピン大学ビサヤス校に短期留学し、他方上

海海洋大学等との交流協定にもとづく留学生の受け入れが進んでいます。 

・ 海外からの留学生の受験しやすい大学院入試を行う方法を検討し、AO入試を

検討することとなりました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

東日本大震災の支援活動において国立大学協会の求めに応じて練習船や研究

者を派遣するなど積極的な支援を行っていることは社会的に高く評価されてい

ます。また、 JICAや JSPSを通じての発展途上国への貢献も当学部・研究科が歴

史的に実績をあげてきた活動で、さらに活発な活動が続けられています。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：水産学部・水産学研究科 

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

 教員人事の活性化、学部予算の確保と効率的で適正な使用、事務職員や技術職

員の職場環境の整備を期した学部の運営を行ってきました。その中で、教員が本

来の業務である教育と研究に専念できるよう、学部の委員会開催などは可能な限

り軽減することに留意しましたが、十分な成果は得られませんでした。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 新たに就職広報担当副学部長を設けました。担当副学部長により、受験生を意

識した学部ホームページの大幅な改訂と東日本の高校に対する積極的な広報

活動が行われました。 
・ 学部の施設マネージメントを行う中で、２号館の新築が補正予算で認められま

した。 
・ 学部で独自の初任者研修会を開催しました。 

・ 附属練習船かごしま丸の共同利用をはかるために特任講師を採用しました。 
・ 水産学部の敷地利用計画を再検討するとともに、新たな国際交流会館（留学生

宿舎）が、下荒田キャンパス内に建築されることになりました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 学部・研究科の年度予算の執行方法を見直し、その適正化を行いました。 

・ ISOを利用した統合型学務管理システムの将来像について全教員集会を開催し

検討した結果、マニュアル等を軽量化し、人的資源の投下量の少ないシステム

に改良していくことにしました。 
・ 適正で効率的な教育・研究を更に推進するために施設スペースマネジメントを

重点的に検討した結果、５号館の24年度改修とも関連して更なる見直しが必要

であるとの認識に至り、24年度に検討を続けることにしました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

・ 全学部で電気使用量の軽減につとめた結果、好成績の節電を成し遂げました。

・ 学部ホームページの改訂と高校に対する積極的なPRが効を奏して、大学入試の

受験生が増加しました。 
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          組織評価報告書（平成23年度） 
 

部局名：理学部           
 

Ⅱ．研究 
１．活動の概要 

 

 
○ 理 念『「理学」は、自然現象の中に潜む真理を探究する学問であり、そこで明ら

かにされた自然法則は人類の英知や文化の中に蓄積され、科学技術の発展を支えて

きました。こうして現代社会は豊かなものになりましたが、豊かさの裏では環境や

エネルギーなどに関する新たな課題も生じました。このような問題を解決するため

にも、真理の探究と共に、物事の原理を基礎から理解する「理学」のさらなる進展

は不可欠です。鹿児島大学理学部は南九州という自然に恵まれた地理的特色を生か

しながら、基礎科学を中心とする自然科学の最新の教育・研究を進めます。』のもと、

最新の研究に取り組んでいます。 
○ 鹿児島大学の他学部や他大学の研究者と連携し基礎的研究を推進しています。 

○ 国際水準の卓越した研究推進のため、若手教員の海外研究を支援しています。 
○ 教員の研究成果は大学の研究者総覧（http://kuris.cc.kagoshima-u.ac.jp/）、学部のHP 

(http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/index.html)あるいは個々のHPに掲載するよう努めて

います。 
○ 理学部では、毎年、主に次の３つの視点から研究活動を点検しています。 

① 学会発表等の実績、論文等の公表実績、特許等の出願・取得実績、学会賞等

 の受賞実績といった研究活動の成果に関すること。 

② 学会等の開催等に関連する活動実績、各種委員会等での活動実績、論文査読

等の活動実績といった研究に関わる諸活動に関すること。 
③ 各種科学研究費等競争的公募研究資金の獲得実績、共同研究・受託研究・奨学

研究費の獲得実績といった研究資金の獲得に関すること。 

 これらの視点に関する各教員の自己点検を通して理学部での研究活動を把握 

 し、総合的な評価及び改善への指針とし，PDCAサイクルの実行に努めています。

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 
【優れた点】 

① 物理・宇宙専攻を中心として鹿児島人工衛星部会が開発した人工衛星「ハヤト」2

号機 KSAT2 が平成 25 年度打ち上げ予定の H-IIA ロケットの相乗り衛星として採択

されました(http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/pdf/ksat2-saitaku231216.pdf). (備考：1

号機は 2010 年 5 月に H-IIA ロケットで打上げられ,衛星分離に成功) 

② 日本学術振興会特別研究員（物理・宇宙専攻；現在オランダLeiden大学滞在中）の

CrayXT4システムを用いた研究成果が高く評価され、Science電子速報版に掲載され

ました。(http://www.sciencemag.org/content/334/6061/1380.full) 
③ 日本天文学会秋季年会（9月鹿児島大学）で記者発表される3件に「VERA望遠鏡と

鹿児島大望遠鏡で求めた600個のミラ型変光星の立体配置」が選ばれ、新聞(全国紙

含む)等で報道されました。（http://www.astroarts.co.jp/news/2011/09/20variable_positi
on/index-j.shtml、科学新聞2011年9月23日(金曜日) 第3357号(2)） 

④ 「光の質による根粒着生の制御機構」に関する論文が米国科学アカデミー紀要(Pr
oc.Nat.Acad Sci.USA.2011,Oct.4;108(40):16837-16842)に掲載され,日経プレスリリ

ース(http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=291915&lindID=5), 読売新聞オンラ

イン版(http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110928-OYT8T00645.htm)でもとりあ

げられました。 

⑤ メーザー電波天体の内部構造の観測やメーザー電波天体の年周視差の観測を行う

VERA 計画 (http://milkyway.sci.kagoshima-u.ac.jp/vera/vera1.html)への参画。 
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⑥ 日本学術振興会「頭脳循環を加速する若手研究者海外派遣プログラム」に申請し

た事業「次世代大型電波干渉計建設に向けた若手研究者の国際連携構築」が採択さ

れ,H25年度までの国際共同研究の競争的活動基金を取得しました。(http://www.jsps.
go.jp/j-zunoujunkan2/data/shinsakekka/H23saitaku.pdf) 

⑦ 「大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築事業－最

先 端 天 文 学 課 題 の 解 決 に 向 け た 大 学 間 連 携 共 同 研 究 － 」 へ の 参 画

（http://www.nao.ac.jp/releaselist/archive/20110622-cooperation/contents/outline.html） 
⑧ 応用統計学会優秀論文賞受賞(http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2011/07/2011.html)

など３件の表彰がありました。 

【特色ある点】 

⑨ 「電波天文学における信号処理技術開発の国際連携(https://casper.berkeley.edu/)」に
取り組んでいます。 

⑩ 若手教員 2 名の海外研究を支援しました。（Max Planck 数学研究所(ドイツ)と

Oxford 大学(英国)） 

⑪ 各種の学会、研究集会を開催しました： 

 ○「九州新幹線全線開通記念・南九州代数系集会」（平成23年8月） 

 ○「日本天文学会2011年秋季年会」(平成23年9月) 

 ○「日本粘土学会」（平成23年9月） 

 ○「有機合成化学協会九州・山口支部幹事会・講演会」（平成23年12月） 

 ○ 研究集会「接触構造・特異点・微分方程式およびその周辺」(平成24年1月)  

 ○「第７回代数・解析・幾何学セミナー」（平成24年2月） 

 ○ 研究集会「数理情報科学さくらセミナー」（平成24年3月）など。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 

 
特段に改善されたということはありませんが、限られた研究費と時間の中で地道に研

究を続けられるように最善を尽くしています。 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 
     □Ⅲ 良好である。 
     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 
    
    判断理由 
 

 
○学術論文、特許、研究費： 

(a)査読付き学術論文数（掲載決定も含む）84 編、(b) 国際会議プロシーディング数、

10 編、(c)著書：3 件、(d)学会発表件数:238 件（内、国際学会発表：71 件）、(e)特許

出願件数：国内 4件、国外 1件 (f)特許取得件数：国内 6件、国外 1件,(g)科学研究費:

基盤研究 A;1 件,基盤研究 B;6 件，基盤研究 C;19 件,挑戦萌芽研究; 1 件,若手 B;8 件, 特

別研究奨励費;3 件, 外国人特別研究奨励費;2 件,(h)その他外部資金：奨学寄付金 12 件、

受託研究 17 件、共同研究 8 件 

 研究のために充分な時間を確保することが難しく、大きな教育負担の状況下で各教員

の活動は良好であり、レベルの高い研究に取組み、卓越した研究成果を適宜挙げ、その

成果は国内外の権威ある学術雑誌に多数掲載されています。また、独立行政法人日本学

術振興会の科学研究費補助金、共同研究、受託研究も多数獲得し、著書や特許出願の面

においても一定以上の実績を上げています。従って、本研究科に期待される活動水準を

考慮するならば、「おおむね良好である」と判断します。 
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         組織評価報告書（平成23年度） 
 

部局名：理学部         
 
Ⅲ．社会貢献、国際化 

１．活動の概要 
 

 
○ 環境や文化財等に関する国や地方自治体の審議会および協議会に委員として参加し

専門的なアドバイスを行っています。 

○ 世界有数の活火山「桜島」の研究や、最近活発な活動を始めた霧島新燃岳の地殻変

動の共同観測を他大学と共同で実施し、地域防災へ貢献しています。 

○ 鹿児島大学と連携している「文部科学省スーパーサイエンスハイスクール事業」を

支援しています。 

○ 日本学術振興会「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(ITP)」
に採択された「熱帯域における生物資源多様性保全のための国際教育プログラム」や

文部科学省委託事業「インテンシブ理数教育特別プログラム」に採択された「インテ

ンシブ理数教育特別プログラム」により、東南アジア諸国へ学生および教員を派遣し、

現地の研究者と交流を深めています。 

○ 海外の諸学術機関との連携による国際共同研究等を積極的に進めています。 

○ 理学部では、毎年、所属教員の社会連携、国際交流等にかかる活動を、主に次の４

つの視点から点検しています。 

① 学術・技術等に対する指導及び支援，地域産業の支援、自治体等の公的社会活

動、他大学等との連携実績等の活動実績といった地域社会への貢献に関するこ

と。 

  ②公開講座や生涯教育等の活動実績といった大学開放・情報公開に関すること。

  ③外国人留学生の受入れ、学生の海外派遣，留学生に対する指導等の実績といった

   学生・留学生の国際交流に関すること。 

④ 外国人研究者の受入れ、国際会議等の開催，国際協力活動、大学間学術交流協

定事業等の実績といった研究者の国際交流に関するすること。 

これらの視点に関する各教員の自己点検を通して理学部での社会連携、国際交流等の

活動を把握し、相対的な評価及び改善への指針とし、PDCAサイクルの実行に努めて

います。 

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 
【優れた点】 

① 日本学術振興会「頭脳循環を加速する若手研究者海外派遣プログラム」に申請した

事業「次世代大型電波干渉計建設に向けた若手研究者の国際連携構築」が採択され,

H25年度までの国際共同研究の競争的活動基金を取得しました。(http://www.jsps.go.jp/
j-zunoujunkan2/data/shinsakekka/H23saitaku.pdf) 

② 物理・宇宙専攻の教員が、TVアニメ「宇宙戦艦ヤマト2199」や三鷹市主催「みたか

太陽系ウォーク2011」での天文学・物理学の監修を勤めるなどの天文学分野の普及啓

発活動を行っています。また、その長年の天文学分野での理解増進活動に対して、業

績名[実感できる教材の開発と活用による天文学の理解増進]で平成24年度科学技術

分野の文部科学大臣表彰受賞者に選ばれました(平成24年4月9日発表)。（http://www.
mext.go.jp/b_menu/houdou/24/04/1319413.htm） 

③ 若手教員2名をそれぞれ,Max Planck数学研究所(ドイツ),Oxford大学(英国)に派遣

しました.(参考：平成21・22年度「若手教員海外研修」報告会 http://www.kagoshima
-u.ac.jp/topics/2012/02/post-202.html) 

④ 「日仏越—３国間特異点論研究ネットワーク(GDRI)」の協定を締結しました。 (http:
//iml.univ-mrs.fr/sgt/gdri-singularities/) 
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【特色ある点】  

⑤ 防災に関する、行政への対策アドバイザー（4月鹿児島県土砂災害対策アドバイザー、

 6月国交省災害時緊急派遣ドクター）を務めました。 

⑥ 理科教育普及活動として、小・中・高校生対象に化学グランプリ・化学体験実験な

 どを実施しました。（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~kurawaki/2011festival.html） 

⑦ JST委託事業「コア・サイエンス・ティーチャー養成事業」で設定されているCST教

 員養成プログラムを大学院生のみならず現職教員に対しても実施しています。（http:
 //www.sci.kagoshima-u.ac.jp/characteristisc_dir/cst.html） 
⑧ 錦江湾高等学校・池田高等学校スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の活動支援

として、野外調査・実験・発表の指導を行いました。また、国際大会で発表した研究

の指導・助言を行いました。 

⑨ 二国間交流事業を通して大学院学生をハンガリー科学アカデミー生物学研究センタ

ー、インドのカルナタカ工科大学、マレーシアのサバ大学、インドネシアのバンドン

工科大学、アンダラス大学などに派遣し学術交流を進めています。(参照：2011年度I
TP派遣学生成果発表会http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/ 2012/02/ post-208.html)ま
た、バンドン工科大学でITP Workshopを開催しました。（http://www.kagoshima-u.ac.
jp/topics/2011/11/post-157.html） 

⑩ 日本学術振興会プロジェクト「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(ITP)」による大学院生及び指導教員の派遣並びに現地の研究者と学術交流

を進めています。(参照：http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/02/post-208.html) 
⑪ スロベニア、イドリヤ旧水銀鉱山周辺地域で水銀汚染に関する共同調査を行いまし

た。 

⑫ 日本地球惑星科学連合2011年大会(平成23年5月)で地球科学に関するInternational Se
ssionを岡山大学の研究者と企画・実行しました。(http://www.jpgu.org/meeting_2011/se
ssion/session_html/SMP05.html) 

⑬ 1998年から日本とフランスでほぼ隔年で開催している「日仏特異点論国際シンポジ

ウム」の第６回（福岡）を九州大学,Strasbourg大学の研究者他と開催しました。 
 （http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/~fj_singularities/FJ2011/） 

 

 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 
 

 
特段に改善された、あるいは改善を要するということはありませんが、限られた研究費

と時間の中で社会貢献および国際化に最善を尽くしています。 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 
     □Ⅲ 良好である。 
     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 
 
 
     判断理由 

 
 限られた活動時間範囲で、教育研究活動の一環として、構成員各位が工夫しつつ全

国レベルの様々な活動を実践しており、その中で卓越した社会連携、国際交流の成果

を適宜挙げていることは、「おおむね良好」と判断致します。 
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組織評価報告書（平成23年度） 
 

部局名： 理学部        
 
Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 
 

 
○ 学部教育組織としての理学部があり、各教員がそれを構成する学科での教育を

維持し、担当する分野の研究力の発信を切磋琢磨して競っています。開かれた学

部として、外部機関との交流や地域社会との連携も行いつつ、業務運営に努めて

います。 
○ 理学部では、前期日程入試、後期日程入試、AO 入試、推薦入試などの各種入試

において、入試案内、問題作成、採点、合否判定までの全ての作業を，ミスなく

注意深く行うように規則等のマニュアルも整備し、学部全員で取組んでいます。

○理学部では、毎年、所属教員の業務運営にかかる活動を、次の２つの視点から 
 点検しています。 

① 管理運営にかかわる役職、学内各種委員会での活動、入試関連委員等として

の活動といった教育研究組織の運営に関すること。 

② 管理運営にかかる活動実績、安全管理及び事故防止に関する活動実績といっ

た管理運営の改善に関すること。 

 これらの視点に関する各教員の自己点検を通して理工学研究科の業務運営に係わ

 る活動状況を把握し、相対的な評価及び改善への指針とし、PDCA サイクルの実

 行に努めています。 

○理学部の県外への広報活動に務めています。 

○経費の有効利用と省エネに努めています。 
 
 

２．特筆すべき取組や成果 
①優れた点、特色ある点 

 

 
【優れた点】 

① 平成 23 年度全国理科教育大会鹿児島大会（8月 3日～５日、鹿児島県民交流セ

ンター）では、理学部を紹介するブースを設けて広報活動を行いました。 

（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~kurawaki/rikataikai.html） 
② ８月に西日本の新幹線沿線の高校に理学部要覧および理学部ポスターを配布す

ると共に、「理学部」に関するアンケート調査を行いました。 
③ 8月 18～19日および12月 9～10日に理学部で開催された全国 SSH コンソーシア

ムの運営会議・研究計画発表会（全国から 19 の高等学校が参加、約 100 名の参加

（うち高校生 80 名））の運営・開催をサポートしました。また、理学部の紹介ビ

デオの観賞、パンフレットの配布を行いました。 
 

【特色ある点】 

④ 理学部全教員の活動等の自己点検を毎年行ない、活動への取組み状況について自

己啓発しています。 
⑤ FD 委員会では研究科における教育の質の向上を図るため、FD 講演会を継続的に

開催し、学生による授業アンケートに取組み、授業改善の糧としています。 

⑥ 若手教員の在外研究を積極的に支援し、若手教職員の国内及び国際会議派遣の旅

費の補助を行なうことを通しても、海外への研究活動の発信に努めています。 

⑦ 理学部の情報発信については、ホームページのリニューアル等を通して充実に取

組み、研究テーマ等を広く情報発信しています。また、英語版ホームページの充

実にも努めています。 
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⑧ 教育研究における安全確保のため、全施設の定期的な安全巡視に技術部等の協力

を得て取組み、危険箇所・状態等の改善指摘を行ない、意識改革に取組みつつ安

全確保に努めています。 

⑨ 省エネへの取組みとしては、電気・ガス使用量の教授会等への提示や定期的な巡

回などの継続的活動を行ない、省エネ推進の啓発を図っています。 

⑩ ＩＴ社会に求められている情報セキュリティ体制を整備し、その対策としてハー

ドウエアの見直しと整備に加え、ソフトウェアの更新を確実に実施するための方

策について検討しています。 

⑪ 理学部における男女共同参画の推進を図るため, 「理学部男女共同参画推進委員

会」を設置しました。 

⑫ 平成 24 年 1 月 5日−6 日、沖縄県の５つの高校を訪問し、理学部の紹介等を行い

ました。また、平成 24 年 3 月 15 日にも沖縄県立那覇高等学校で理学部紹介、出

張授業およびデモ実験を行いました。 
 
 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 
 

 
① 省エネ対策委員を決め、定期的な巡回などにより適切な節電を開始したこと。

② 理学部における男女共同参画の推進を図るため, 「理学部男女共同参画推進委員

会」を設置したこと。 

③学部のPRに努めたこと。 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 
     ■Ⅲ 良好である。 
     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 
  
     判断理由 
 

 
西日本の新幹線沿線の高校に理学要覧を配布するなど学部の PR、アンケート調査の

実施、節電への努力など、行っています。また、少ない教員数で事務職員と協力し

て適切な業務運営体制を構築し、適切な運営に努め成果を適宜挙げています。よっ

て、「良好である」と判断します。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 医学部            

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

 医学部は、医学・医療の面で地域の要請に応える研究を展開するとともに、世

界へ発信する普遍性を持った研究活動を推進することを目的としています。医学

部の研究は、医歯学総合研究科の医学系教員及び保健学科の専任教員によって行

われています。テーマとしては、HTLV-1等のウイルス性疾患の研究、がんの基礎

的・臨床的研究、ミニブタを用いた動脈硬化モデルの確立、奄美をモデルとした

健康長寿社会、脳血管障害後のリハビリテーション等の研究が行われています。

また、保健学科では、離島での看護教育支援システム、育児支援と母乳哺育の

推進、個々の患者に適した運動療法の研究及び作業療法の治療的奏功機序等の研

究が行われています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．脳卒中後遺症の促通反復療法（川平法）の有効性がNHKテレビで広く紹介さ

 れ、医師のみでなく多くの理学療法士及び作業療法士を受け入れて研修を行 

い、研究成果を日常の臨床の場に広く還元しています【医】 

２．文部科学省科学研究費補助金による国際共同研究として、鹿児島県の無医島

で働く看護師、韓国のへき地の保健診療師及び米国のへき地のナースプラクテ

ィショナーの観察とインタビューを行い、看護教育支援システムの確立を目指

した国際比較研究を進めています【保】 

３．奄美の10万人当たりの100歳以上の比率は他の地域よりも上回っているが、

40歳～64歳の中年男性の死亡率は、他の地域の1.5倍に上っていることを明ら

かにしています【医】 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．平成24年１月17日に基礎系研究発表会を開催し、優秀発表者を表彰するとと

もに、研究者間の交流を図りました【医】 

２．平成22年度に整備したサバティカル研修制度を、教員１名が利用して３ヶ月

間外国で新しい知識の習得に努めました【医】 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 

 

      判断理由 

先端的な研究活動を推進し、次のような大型競争的資金の獲得につながりまし

た。 

１．平成23年９月に神経内科・老年病分野の高嶋教授が「次世代遺伝子解析技術

を用いた希少難治性疾患の原因究明及び病態解明に関する研究」で、今後３年

間毎年１億円の厚生労働科学研究費補助金を獲得することが決まりました 

【医】 

２．10月には、消化器疾患・生活習慣病分野の坪内教授が自身で発見した「肝細

胞増殖因子(ＨＧＦ)の医薬品化」をテーマに向う７年間で総額20億円の研究費

をＪＳＴより援助されることが決まっています【医】 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 医学部           

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

 医学部では、社会連携として、大学公開講座、教員免許更新講習、出前授業、

卒業予定者への病院の就職案内等を行っています。また、国際交流として、在学

生の海外臨床修練や海外留学の推進、教員の海外派遣・海外研修の推進、留学生

の受入れ、海外との協同研究、国際会議等を行っています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．リハビリテーション分野で大学公開講座「active aging-リハビリテーショ

 ンからケアまで」を２回開催し、毎回80名を超す方々が参加しました【医】 

２．医学部での教員免許更新講習に総数164名が参加しました【医】【保】 

３．マイアミ大学に医学生４名が１年間留学し、また、10名がマイアミ大学で 

 Clinical Clerkship（１ヶ月から３ケ月）を行いました。さらに、２名がスタ

 ンフォード大学の海外研修基礎コースに参加しています【医】 

４．文部科学省科学研究費補助金で３名の保健学科教員が、米国及び韓国で共同

研究を推進しています【保】 

５．米国人研究者が日本学術振興会外国人招聘研究者（短期）に採択され、1 月間

 滞在し共同研究・学術交流を活発に行いました【保】 
６．看護学教員（教授１名、助教４名）が、カリフォルニア大学サンフランシス

コ校で研修を行いました【保】 

７． ブラジル県費留学生が大学病院看護部と共同研究を行い、論文が保健学科

紀要に受理されています【保】 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．「学生海外研修支援事業」により、海外で学ぶ機会の少ない看護学専攻の学

生４名が、韓国の「中央大学校医科大学看護学科」で研修を行う事ができまし

た【保】 

２．看護学専攻主催で、平成24年度卒業予定者を対象に大学病院への就職説明会

を行ったところ、昨年の７月に行った時よりも参加者が大幅に増加し、在校生

80名が参加しました【保】 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 

  
     判断理由 

１．医学部で明らかにした奄美の中年者10万人当たりの高い死亡率の研究成果を

受け、鹿児島県が健康増進の具体的な取組を開始しました【医】 

２．高校への出前授業には医学部から14科目の授業を提供しており、出前授業を

希望される高校も多く、多くの高校生の興味を引きつけています【医】【保】

３．平成23年10月22日に「第２回かごしま国際看護フォーラム」を行い、全国か

ら230名余りが参加しました。外国（米国、韓国）及び日本から計３名の教授

による招待講演と参加者による活発な討論が行われ、大盛況でした【保】 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 医学部           

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

 医学部の業務運営は、医学科及び保健学科に共通する事項並びに処分に関する

事項は医学部教授会の議題として扱いますが、それぞれの学科に特異的なこと 

は、それぞれの学科会議の議決を医学部決定とし、会議の効率化を図っていま 

す。委員会も同様で、例えば、医学部教務委員会では、両学科に共通する事項の

みを審議し、医学科に関する事項は医学科部会で、保健学科に関する事項は保健

学科部会で審議し、それぞれの学科会議へ議題として提案し、各学科会議で決定

しています。医学部運営会議を除き、各委員会はすべてこのような運営を行って

います。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．医学科入試部会では、医学科の入試改善に取り組んでおり、入試面接官に教

授を優先的に割当てるようにし、５段階評価で行われていた面接を、平成24年

度入試から評価の容易な４段階評価に移行するなどの取組をしました【医】 

２．保健学科教務部会では、平成24年度入学生以降に適用する看護学専攻のカリ

キュラム検討ＷＧを設け、科目の見直しを行い、可能な限り科目の読み替えを

廃止し、合理化を図りました【保】 

３．将来不足するCBT用パソコン30台の整備、病理学実習のバーチャル・スライ

ドシステムの整備を行い、すべての講義室の壁・天井を改修しました【医】 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．医学科のこれまでの入学者の分析を行ったところ、後期入学者の留年が前期

 入学者に比べ有意に多いことが判明し、医学科入試部会では後期入試の廃止を

 も含めた対策を検討しています【医】 

２．医学科入試部会では、医学科の入試でこれまで課していた面接用作文を来年

 度受験生から課さないこととしました【医】 

３．学生の事故等に関する報告が、これまでと比較して迅速に行われるようにな

りました【医】【保】 

４．桜ヶ丘地区個人情報保護管理検討委員会を設置し、個人情報管理の強化を行

いました【医】【保】 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 

  
     判断理由 

１．平成24年度入試は、医学科の受験者が大幅に増え、３名一組の面接チームを

18組を編成する必要がありましたが、ほとんどの面接チームを教授２名と准教

授１名で構成できました【医】 

２．保助看法改正に対応して、平成24年度入学生の助産師養成及び保健師養成に

ついて検討し、助産師養成は大学院修士課程へ移行させ、保健師養成は将来の

大学院修士課程への移行を念頭に15名の選択制とすることとしました【保】 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 
 

部局名： 歯学部            

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

① 若手研究者を中心に、多様な基礎的・基盤的研究を活性化する目的で、歯学

部全講座の大学院生及び若手研究者を対象とした歯系大学院研究発表会を実

施しました。 

② 次世代を担う研究者などを発掘・支援する目的で、年度内に優秀な業績を挙

げた若手研究者を表彰し、研究費を支援する歯学部同窓会奨励賞を新たに導入

しました。 

③ 研究支援体制を整備するために、歯学部研究体制委員会の組織を再編し、歯

学部全研究者を対象としたアンケート調査を実施し、研究業績の評価システム

の改善を行いました。 

④ 研究環境の改善のために、共同研究機器の充実を含めた歯系共同研究利用研

究室の再整備を行いました。 

⑤ 研究成果を広く社会に還元し、国際的な研究を推進するために、歯学部英語

版ホームページの刷新を行い、各講座の研究内容の英語による紹介を充実しま

した。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

① 歯系大学院研究発表会を土曜日に行い、基本的に学部の全教員・大学院生が

参加する大規模なもので、若手研究者の研究意欲を高めるとともに、異分野の

研究内容を聴くことで研究者間の交流、情報交換及び共同研究の契機作りに有

効なものとなりました。 

② 優秀な業績を挙げた若手研究者の奨学金制度を、歯学部同窓会からの支援を

受けて、今年度から実施しました。若手研究者の研究意欲向上に繋がるととも

に、同窓会員への現在の学部研究状況の広告にもなり、同窓会員からも好評を

得ました。 

③ 多数の教員及び大学院生が集まった歯系大学院研究発表会を利用して、参加

者にアンケート調査を行い、学部の研究支援体制への意見及び学部への導入を

希望する共同利用研究機器等について、有意義な統計をまとめることができま

した。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

① 機器の老朽化などに伴って利用頻度の減っていた歯系共同研究利用研究室

の再整備を行ったことで、学部の研究支援体制が向上しました。 

② 歯学部の英語版ホームページを刷新し、各講座の構成員名と研究内容の英語

による紹介を充実させたことで、学部研究についての海外研究者からのアクセ

ス効率が向上しました。 

③ 研究者へのアンケート結果で、歯系共同利用研究室に不足している数種類の

共同利用機器の存在が明らかになり、共同利用研究室の更なる充実を要するこ

とが明白となりました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 
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判断理由 

① 歯系大学院研究発表会は、週末に関わらず142名という多数の参加者（教員 

110名、大学院生32名）を集め、活発な質疑応答と情報交換が行われ、学部の

基礎的・基盤的研究の活性化に有効なものとなりました。 

② 広範なアンケートの実施により、学部の研究支援体制の不備な内容を具体的

に明らかにし、改善に向けて歯系共同研究利用研究室の再整備を行うと同時に

学部研究体制の将来構想に向けての問題点の洗い出しに有意義なものとなり

ました。 

③ 優秀な若手研究者の表彰・支援システムを、歯学部同窓会からの協力のもと

今年度からの導入に成功しました。これにより学部の研究支援体制が充実し、

また、若手研究者の研究意欲を高めることができました。 

④  歯学部の英語版ホームページを刷新することで、海外へ向けての研究成果の

情報発信システムを充実させました。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

部局名： 歯学部            

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 
１．活動の概要 

①  無歯科医地域である十島村、三島村、屋久島町口永良部島への巡回診療を実施

しました。天候の悪化等による遅延はありましたが、予定した診療活動をすべて

の地域で実施することができました。 

②  ミャンマー、ベトナム、インドネシア、エチオピア等で口唇口蓋裂患者の治療

を行うとともに、治療技術について指導しました。 

③  平成 23 年度の公開講座を奄美市で実施して、最新の歯科治療技術に関する講

演を行いました。また、県立大島病院において地域医療に関する意見交換を行

いました。 

④ アラバマ州立大学と歯科材料に関する共同研究を行い、本年度は 15 演題の学

会発表を行いました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 
①優れた点、特色ある点 

無歯科医僻地離島地域での巡回診療を組織立てて行っているのは、全国的にも

本学部だけです。入試面接においても、80％以上の受験生が、本学部が地域医療

を重視しているため応募したと答えています。 

 歯科医療の後進地域である東南アジアへの医療技術指導及び器材の支援は、本

学部が重視している地域医療貢献の海外版です。国内、国外の双方で得たノウハ

ウが交互に組み合わさって、特殊環境における歯科治療システムが構成されてい

ます。 

 アラバマ大学との共同研究は、15 年以上継続しており、歯科用合金の接着技術

の開発をメインテーマとしています。この分野では本学部とアラバマ大学が、世

界的に最も活発な研究活動を行っています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 今年度の巡回診療は、村当局、歯科医師会、本学部との話し合いにより、昨年

度以上に順調に実施することができました。 

 国際共同研究は、さらに多くの外国大学に拡大するべきであり、学術交流協定

の締結なども行い、国際的にも人事交流を図ることが望ましいと思われます。 

歯学部英語版ホームページを刷新することで、研究紹介等現在に即した内容に

なり充実しました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ  おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  

     判断理由 

経験の蓄積により内容は充実したものとなりましたが、多くがこれまでの事業の

継続であり、さらなる拡大が今後の課題です。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

部局名： 歯学部            

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

歯学部長のリーダーシップを発揮できる体制を確立し、業務運営の改善を図る

ために、教授会構成員のみならず准教授や講師の若い人が、歯学部各種委員会委

員に任命されています。また、歯学部将来構想に関する委員会を定期的に開催し

、歯学部構成員に業務運営の改善についてのアンケート調査を行い、その結果を

構成員に報告しています。限りある人員（人件費）を歯学部の教育、研究の充実

のために重点的に配分するために、歯学部定員配置委員会を適宜開催し、適正な

人員配置を図っています。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

歯学部における業務運営の改善並びに将来構想を検討するために、定期的に歯

学部将来構想に関する委員会を開催し、歯学部における教育、研究、社会貢献（

診療）、業務運営などについて問題点を洗い出し、中・長期的な将来構想の方向

性について検討しています。その一貫として、歯学部の業務運営の改善について

歯学部構成員にアンケート調査を行い、その結果をまとめて報告するとともに、

次年度の歯学部の業務運営の改善のための参考資料としています。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

歯学部の最高議決機関である教授会で検討する前に、従来教授会開催の１時間

前に開催していた歯学部運営会議を前日の午後４時から開催し、時間をかけて検

討するように改善しました。また、歯学部運営会議に学部長及び副学部長の他に

教育委員会委員長、学生委員会委員長、事務部長、総務課長及び学務課長にも委

員として参加してもらい、定期的に業務運営の改善について意見を伺うことにし

ました。 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

全体的にみて現在の歯学部の業務運営は、教員と事務職員の協力により、おお

むね良好であります。すなわち、歯学部の最高議決機関である教授会及び歯学部

運営会議は、毎月定期的に開催され、その下に位置する歯学部将来構想に関する

委員会、教育委員会、学生委員会、研究体制委員会、ＦＤ委員会、定員配置委員

会なども定期的ないし頻回に開催されており、的確な業務運営とその改善のため

の役割を果たしています。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：工学部          

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

工学部の教員は理工学研究科に所属して研究活動を行っています。工学部は、

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を育成する機関となる

ことを目指しており、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を

目的としています。この研究目的を受けて、①科学技術に係わる成果が、高い倫理

観をもって人類の幸福と福祉に貢献する研究、②知識基盤社会を科学技術の立場か

ら多様に支える高度な研究、③科学創成の必然性を理解し社会の急速な変貌に伴っ

て起こる様々な問題克服に寄与できる研究、④地域並びに国際社会との調和・共生

を図るために取り組む研究の実践を工学部の研究目標として活動を行っています。

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

工学部の教員は外部資金の獲得を積極的に行っています。平成23年度の科学研

究費採択（新規及び継続）は、特定領域;１件(150万円)、基盤研究A;１件(2060万

円）基盤研究B;11件(5780万円)、基盤研究C;27件(3410万円)、挑戦的萌芽研究;４

件(539.5万円)、若手A;１件(530万円)、若手B;５件(940万円)、研究活動スタート

支援；２件（270万円）でした。他の外部資金（共同研究，受託研究，奨学寄附金

など）と合わせると平成23年度の外部資金受入総額は５億6644万円でした。 

これらの研究費によって研究が遂行され、その成果は学会発表や学術論文とし

て公表されています。平成23年度の論文著書及び学会発表の件数は延べ数でそれ

ぞれ424件及び841件となっています（鹿児島大学教員情報システムへの登録数）

。 

工学部では、地域社会と連携し、地域的課題の解決を目指した研究の推進を継

続して行うことを学部の目標としてきました。平成23年度は、海洋土木工学科と

建築学科が奄美災害調査に参加し、建築学科が鹿児島市との省エネに関する共同研

究を実施しました。また、海洋土木工学科では、県内の多くの市町村における「橋

梁長寿命化修繕計画策定事業」に産官学で連携して取り組んでいます。環境化学プ

ロセス工学科では、県内で産する焼酎粕やバイオ原料から、水素燃料や化学原料を

製造するバイオマスを利用したエネルギー有効利用技術の研究開発に取り組んで

います。また、情報生体システム工学科は、鹿児島市の助成を受け、県内の企業と

ともに新事業の創出に向けた共同研究を行いました。平成24年度に事業を開始する

予定であるほか、特許２件を共同出願しました。 
「各分野における多様な基礎的研究を活性化する」という鹿児島大学の中期目

標を達成するために、工学部研究交流基金によって、平成23年度土木学会西部支

部研究発表会の開催助成を行いました（海洋土木工学科）。また、国内の教育・

研究機関等の教職員招聘及び講演助成事業を１件実施しました（電気電子工学科

）。さらに、若手教員及び大学院生の国内学会発表派遣助成事業として52件（教

員３名、大学院生49名）に助成が行われました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

次世代を担う研究者等を支援する体制整備の一環として、若手教員の論文投稿

料の補助事業、若手教員の国際会議参加費補助事業並びに助教に対する研究費補

助事業が開始されました。 
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３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

上記したような外部予算の獲得状況並びに公表された研究成果と、本学部の規

模（学生定員や教員数）を考慮すると平成23年度は「おおむね良好である。」と

判断できます。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：工学部          

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

工学部は、研究目的・目標に基づき、科学技術の発展に寄与するための研究活動

に取り組み、広い視野と問題解決能力を培うための研究教育を推進し、研究活動の

成果をとおして、地域社会との連携に努めるとともに世界に開かれた学部であるこ

とを目指しています。 
そのため、地域社会への情報発信を行い、地域社会との連携や高校生の教育活動

への協力を行っています。また、海外の大学との交流も推進し、留学生も積極的に

受け入れています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

平成23年度は工学部のホームページをリニューアルしました。これによって、

見やすくなり、必要な情報も探しやすくなりました。 

鹿児島大学の中期目標である生涯学習に対する取組を推進するため、平成23年

７月には、建築学科が担当した公開講座「建築分野の最近の技術・話題」が開催

され、県内外の一級建築士が18名参加しました。また、８月には、技術部が中心

となって、工学部公開講座「ものづくりにチャレンジ」を開催し、小学生・中学

生21名が参加しました。 

情報生体システム工学科では、鹿児島市・鹿児島大学・鹿児島経済同友会・鹿児

島銀行が推進する地域活性化の一環として「わっぜかプロジェクト」のワーキング

グループに参加し、平川動物園・かごしま水族館の集客増大に関する提言を行いま

した。また、化学生命工学科では、鹿児島市と協力して、桜島の降灰調査などの

大気汚染調査を継続的に行っています。 

環境化学プロセス工学科では池田高等学校のスーパーサイエンスハイスクー

ルの運営指導を行いました。海洋土木工学科では岡山県笠岡工業高校に対し、コ

ンクリートの耐久性評価手法に関する支援・指導を実施しました。化学生命工学

科では、日本化学会九州支部主催の「化学への招待」に協力しました。 

受験生の進路選択に役立ててもらうために、工学部案内2011年度版を作成し、

県内の高等学校等へ配布しました。また、鹿児島県内のみでなく県外の高校学校

や高等専門学校へも大学教員の訪問案内を送付して、希望のあった17校（高等学

校９校、高等専門学校８校）については、工学部教員が訪問して、工学部の紹介

を行いました。さらに、鹿児島大学が高大連携の一環として推進している、大学

から高等学校へ教員を派遣して実施している出前授業へは鹿児島県内外の高等

学校で８回（電気電子工学科１回、環境化学プロセス工学科６回、海洋土木工学

科１回）の講義が行われました。 

例年夏休みにオープンキャンパスを実施しています。平成23年度は、８月６日

に「第13回オープンキャンパス―工学は面白い！ものづくりの夢を支えます―」

を開催し、１日かけて、工学部説明会及び各学科の体験講義を実施しました。ま

た、パネル展示・質問コーナーを設け、高校生からの質問に答えることにより、

それぞれの学科の特徴をより理解してもらうことができました。当日は県外から

の参加も含め368名の高校生に訪問していただきました。 

工学部では国際交流を推進するための補助を継続実施しています。平成23年度

の工学部研究交流基金により、若手教職員及び大学院学生の国際会議派遣につい

ては24件（教員５名、大学院生19名）、海外の教育・研究機関等の教職員招聘及

び講演助成については１件（海洋土木工学科）の補助が行われました。また、平
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成23年度の岩崎国際学術交流基金による助成事業では、教職員の海外研修派遣助

成事業に１件（機械工学科）と海洋土木工学科がインド・国立カルナタカ工科大

学に大学院生２名を派遣した事業に助成が行われました。また、平成23年度から

実施を始めた若手教員の国際会議参加費補助事業によって11件の補助が行われ

ました。このような補助もあり、平成23年度の工学部教員及び理工学研究科（工

学系）大学院生の国際会議での発表件数は、それぞれ108件と50件でした。 

工学部では、海外からの留学生を積極的に受け入れており、現在、学部留学生

は39名（７名の研究生や特別聴講学生等を含む）在籍しています。鹿児島大学の

英文ニューズレターである「KU Today」の2012年春号では、工学部特集が組まれ

、その作成においては工学部が中心的役割を果たしました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

工学部のオープンキャンパスにおいては、実施方法を見直して、より多くの高

校生に各学科のパネル展示や質問コーナーを訪問していただけるように工夫し

ました。大学への編入学を希望する学生を対象として高等専門学校への大学紹介

を積極的に行うための方法を検討し、平成23年度から実施しました。平成24年度

は英語のホームページの更新を完成させ、留学を希望する海外の学生への情報公

開を積極的に展開します。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

オープンキャンパスなどの恒例の事業は継続的に推進し、その上で上記の改善

点で述べましたように平成23年度も着実に改善を実施しており、「おおむね良好

である。」と判断できます。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：工学部          

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

工学部の教育研究の目的を達成するために業務運営体制及び事務組織を整備

して業務運営に当たっています。教育研究の活性化と効率的な運営のため、学部

長の下に３名の副学部長と１名の学部長補佐を配置し、さらに７つの学科から選

出された委員で構成される14の委員会が設置されています。それぞれの委員会の

役割は明確に定められており、それらに基づく規則を整備して、十分に機能する

ように配慮されています。 

これらの整備された組織においては、次のような項目について活動を行ってい

ます。大学の運営への協力、各学科の運営、防犯・安全対策、環境整備、教員評

価、広報活動、国際交流、教育研究活動の取りまとめと出版、講義室や研究室な

ど設備の効率的な活用と省エネルギーの推進、ネットワークの整備、人事改善、

教員のモチベーション向上と資質の向上対策、教務、JABEE認定、入試業務、学

生の生活や就職活動のサポート、共通教育への協力、共同利用実験装置、危機管

理体制の点検・整備、男女共同参画、緊急連絡網、ハラスメント対策、技術職員

の業務効率化と職務への意欲亢進、教職員のメンタルヘルス対策、外部資金獲得

のための対策、情報化、学生支援、組織運営の改善、事務等の効率化・合理化 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・学部独自で施設の利用状況の調査を実施し、教員室や実験室などスペースの有

効活用を図っています。 

・教室を有効活用するため、継続して講義室予約システムを活用して講義室の有

効利用を実施しています。 

・各棟の電気使用量を全教員に通知し、省エネルギー推進の啓発を図っています

。 

・オープンキャンパスや高校訪問などを通じて広報活動を行っています。 

・教員の資質向上を図るため、FD 講演会を継続的に開催し、学生による授業アン

ケートを行い、それらの結果に基づいた教員の授業改善計画を義務づけていま

す。 

・男女共同参画工学系推進委員会を設置して、女性教員を採用するための具体策

を検討しています。 

・JABEEの受審においては、当該学科に加え、学部としてもバックアップを行っ

ています。 

・若手教員の在外研究を積極的に支援し、若手教職員及び大学院学生の国内及び国

際会議派遣の旅費の補助を行なうことを通して、海外への研究活動の発信に努め

ています。 

・全教員が活動等の自己点検を毎年行ない、活動への取組み状況について自己啓発

しています。 

・教育研究における安全確保のため、全施設の定期的な安全巡視に技術部等の協力

を得て取組み、危険箇所・状態等の改善指摘を行ない、意識改革に取組みつつ安

全確保に努めています。 
・平成23年度は情報セキュリティの管理徹底及びハラスメント防止のためのDVD

視聴を全員が行いました。 
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②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・緊急時等の情報の伝達を速やかに実施するために情報開示できる教員の連絡先

一覧を整備しました。 

・男女共同参画工学系推進委員会を設置して、女性教員を採用するための具体策

を検討しました。平成24年度から実施します。 

・環境化学プロセス工学科では薬品管理体制の点検・見直しを行い、劇毒物管理

のチェック体制を導入しました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

長年にわたって構築された組織ではありますが、より業務運営が効率的に行え

るように工夫を続けており、平成23年度も上記の改善点で述べましたように着実

に改善を実施しており、「おおむね良好である。」と判断できます。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 保健学研究科    

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

保健学研究科は、保健学の面で地域の要請に応える研究を展開するとともに、世

界へ発信する普遍性をもった研究活動を推進することを目的としています。 
 保健学研究科では、保健看護学分野、神経運動障害基礎学分野、臨床精神神経

障害学分野各々で、地域から国際的なレベルに至る幅広いテーマで、保健学に関する

科学的かつ実践的な研究を目指しています。 

特徴的な研究テーマとして、離島での看護教育支援システム、看護における援助

関係、育児支援と母乳哺育の推進、ヘルスサービス利用、筋力の基礎的・臨床的

解析、骨・脊椎疾患等に対する運動療法、高次脳機能障害の認知リハビリテーシ

ョン、精神障害者・発達障害児のリハビリテーション等が挙げられます。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．科研費による国際共同研究として、鹿児島の無医島で働く看護師、韓国のへ

 き地の保健診療師、米国のナースプラクティショナーの観察とインタビューを

 行い、看護教育支援システム確立を目指した国際比較研究を進めています。 

２．へき地保健医療計画における公平なアクセス改善を評価する指標の開発を進

めています。 

３．介護予防のための研究として、老年者の活動能力低下と運動視機能及び身体

運動機能との関連について調べています。 

４．加齢的運動器変性に及ぼす運動療法の効果についての研究を進めています。

５．脳梗塞後の運動療法による神経保護メカニズムに関する研究を進めています

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．保健学研究と臨床及び地域活動との連携に関する取組がより積極的に行われ、

地域社会に大きく貢献しています。 
２．今後さらに、国際的レベルでの幅広い研究が望まれます。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 保健学研究科は、「地域的課題の解決を通じ、全人類的課題の解決に寄与する

研究を推進する」という鹿児島大学の中期目標に基づいて、地域に特有な多くの保

健医療問題を解決する上で必要な実践的・臨床的研究を推進し、地域との密接な連

携のもとに、それらの研究成果の地域への貢献を図っています。 

 また、国際的共同研究も意欲的に推進しています。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 保健学研究科    

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

 保健学研究科では「地域とともに、社会発展に貢献する大学」の中にあって、

教育・研究を通して地域連携・社会貢献及び国際交流について積極的に取り組ん

でいます。 

 そして大学公開講座、出前授業、海外留学の推進、教員の海外派遣・海外研修

の推進、留学生の受入れ、海外との共同研究、国際会議等を行っています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．文部科学省の科研費で３名の看護学教員が、米国及び韓国で共同研究を推進

しています。 

２．看護学教員（教授１名、助教４名）が、カリフォルニア大学サンフランシス

コ校で研修を行いました。 

３．「第２回鹿児島国際看護フォーラム」を行い、全国から230名余りが参加し

ました。外国（米国、韓国）及び日本から計３名の教授による招待講演と参加

者による活発な討論が行われ、大盛況でした。 

４．外国人招聘研究者３名による「第４回看護国際セミナー」を開催し、保健学

研究科大学院生とのあいだで研究についての交流が行われました。 

５．ブラジルからの鹿児島県費留学生２名を研究生として受け入れました。うち

１名は、創傷ケアについて鹿児島大学病院と共同研究を行い、保健学科紀要に

掲載されました。また、研修中の様子はTV放映されています。もう１名は、理

学療法の基礎研究及びブラジルと日本における理学療法の共通性と相違点に

ついて研究しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．教員、大学院生、留学生各々において、国際交流、社会連携を目的とした様

々な試みが積極的に推進されました。 

２．国際的共同研究及び社会連携を視野に入れた諸研究が数多く進められました

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 看護学教員を中心に国際的共同研究、国際セミナー等が意欲的に推進されてい

ます。留学生も積極的に受け入れ、高度技術を習得の上、研究成果を上げること

が出来ました。 

 保健学研究科の特徴を活かした、地域社会の活性化につながる地域貢献活動を

精力的に推進しています。今後は研究成果を論文としてまとめ、広く世界にアピ

ールする努力が必要です。 

 地域連携・社会貢献に関しては、教員による個人的対応が多く、真の地域連携

・社会貢献を実現するには鹿児島大学医学部保健学科が組織として対応を図るこ

とが必要です。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 保健学研究科    

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

保健学研究科の業務運営は、博士前期課程における諸事項については保健学研究

科委員会、博士後期課程における諸事項については保健学研究科博士後期課程委員

会で審議します。 
さらに入試委員会、運営委員会、FD委員会、各種小委員会及びワーキング・グル

ープが教育活動等に係る重要事項を審議し、必要な活動を行っています。 
 平成23年度は、保健学科及び保健学研究科の将来構想について議論され、組織

・入学定員の見直し、適正な教員配置等を含めた組織運営の改善について検討し

ています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．保健学科企画部会において、保健学科・保健学研究科全体の将来構想につい

て検討が開始されました。 

２．入試委員会において、入試における厳密なチェック体制の強化や、質の高い

学生確保のための方策として学生募集パンフレットの配布方法等が検討され

ました。 

３．運営委員会において、高度専門職業人養成のためのコース設置及びカリキュ

ラムの検討並びに学位論文の質を高め博士号の取得を円滑にするための指導

体制、手続等の検討が進められました。 

４．FD委員会において、学期ごとに授業評価アンケートを実施し、教育方法・内

容の改善に努めています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．学部学科から大学院までの将来構想を種々検討することで、一貫した教育ヴ

ィジョンを構築できる端緒となりました。 

２．今後、提案された学部学科から大学院までの将来構想を現実のものとして具

体化し、実行に移すことが急務です。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

放射線看護専門コース（定員２人）を博士前期課程に設置し、平成24年度から

養成を始めることとしました｡ 

平成26年度からの助産師養成課程の大学院化へ向けて、カリキュラムの検討を

開始しました。 

 博士前期課程においては、さらなる高度専門職業人養成に向けての取組、博士

後期課程においては、教育・研究指導者育成に向けての具体的取組が必要です。

 入学定員割れに対する対策の有効性を速やかに検証し、さらなる対策を決定し

て実行に移すことが緊急の課題です。 
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組織評価報告書（平成23年度） 
 

部局名：理工学研究科   
 

Ⅱ．研究 
１．活動の概要 

 

 
○ 理工学研究科は、研究目的を『理工学に関する学問の高度化と多様化に幅広く柔

軟に対応できる次世代を担う研究、及び人間生活を取り巻く自然について総合的

な知識を増進し、今日の諸課題に対応できる倫理的判断基準を涵養するための研

究活動の実践』とし、理系および工系の各専攻で、南九州という自然に恵まれた

地理的特色を生かしながら、基礎科学を中心とする自然科学の最新の研究を進め

るとともに、我が国が掲げる知識基盤社会の持続的発展を念頭に置いた研究に取

り組んでいます。 

○ さらに、『地域の問題を共有し、それらの共同解決をはかることにより、地域社

会が抱える現実的諸問題に深く学び、教育研究の活性化とその新しい展開に果敢

に努めるとともに、その成果をもって地域社会の産業・文化・教育・医療への貢

献を果たす』という中期目標に対しても、理系および工系の各専攻で、鹿児島と

いう地域が抱える研究にも主体的に取組み、また様々な大学や官庁、民間企業と

も協力関係を作り、共同研究を進めるとともに、世界に向けて発信しています。

○理工学研究科では、毎年、主に次の３つの視点から研究活動を点検しています。

① 学会発表等の実績、論文等の公表実績、特許等の出願・取得実績、学会賞等

 の受賞実績といった研究活動の成果に関すること。 

② 学会等の開催等に関連する活動実績、各種委員会等での活動実績、論文査読

等の活動実績といった研究に関わる諸活動に関すること。 
③ 各種科学研費等競争的公募研究資金の獲得実績、共同研究・受託研究・奨学

研究費の獲得実績といった研究資金の獲得に関すること。 

これらの視点に関する各教員の自己点検を通して理工学研究科の研究活動を把握

し、総合的な評価及び改善への指針とし，PDCA サイクルの実行に努めています。

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 
【優れた点】 

① 物理・宇宙専攻を中心として鹿児島人工衛星部会が開発した人工衛星「ハヤト」

2号機 KSAT2が平成 25年度打ち上げ予定の H-IIA ロケットの相乗り衛星として採

択されました(http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/pdf/ksat2-saitaku231216.pdf). (備
考：1号機は 2010 年 5 月に H-IIA ロケットで打上げられ,衛星分離に成功) 

② 日本学術振興会特別研究員（物理・宇宙専攻；現在オランダLeiden大学滞在中）

のCrayXT4システムを用いた研究成果が高く評価され、Science電子速報版に掲載

されました。(http://www.sciencemag.org/content/334/6061/1380.full) 
③ 日本天文学会秋季年会（9月鹿児島大学）で記者発表される3件に「VERA望遠鏡

と鹿児島大望遠鏡で求めた600個のミラ型変光星の立体配置」が選ばれ、新聞(全

国紙含む)等で報道されました。（http://www.astroarts.co.jp/news/2011/09/20variabl
e_position/index-j.shtml、科学新聞2011年9月23日(金曜日) 第3357号(2)） 

④ 「光の質による根粒着生の制御機構」に関する論文が米国科学アカデミー紀要(P
roc.Nat.Acad Sci.USA.2011,Oct.4;108(40):16837-16842)に掲載され,日経プレスリ

リース(http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=291915&lindID=5), 読売新聞オン

ライン版(http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110928-OYT8T00645.htm)でもと

りあげられました。 

⑤ メーザー電波天体の内部構造の観測やメーザー電波天体の年周視差の観測を行

う VERA 計画 (http://milkyway.sci.kagoshima-u.ac.jp/vera/vera1.html)への参画 
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⑥「大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築事業－最

先 端 天 文 学 課 題 の 解 決 に 向 け た 大 学 間 連 携 共 同 研 究 － 」 へ の 参 画

（http://www.nao.ac.jp/releaselist/archive/20110622-cooperation/contents/outline.html） 
⑥ 日本学術振興会「頭脳循環を加速する若手研究者海外派遣プログラム」に申請し

た事業「次世代大型電波干渉計建設に向けた若手研究者の国際連携構築」が採択

され,H25年度までの国際共同研究の競争的活動基金を取得しました。(http://www.
jsps.go.jp/j-zunoujunkan2/data/shinsakekka/H23saitaku.pdf) 

⑦ 教員 17 名が受賞（日本建築学会奨励賞、応用統計学会優秀論文賞など） 
(http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2011/11/-2011.html, http://www.kagoshima-u.ac. 
jp/topics/2011/07/2011.html) 

【特色ある点】 

⑧「電波天文学における信号処理技術開発の国際連携(https://casper.berkeley.edu/)」
に取り組んでいます。 

⑨地域社会と連携し、地域的課題の解決を目指した研究の推進を継続して行う立場

から、奄美災害調査へ参加しています。 

⑩鹿児島市との省エネに関する共同研究を実施しています。 

⑪県内で産する焼酎粕やバイオ原料から水素燃料や化学原料を製造するバイオマス

を利用したエネルギー有効利用技術の研究開発にも取組んでいます。 

⑫ 衛星を利用した地球大気の研究、変光星の観測、突発天体の観測。 

⑬各種の学会、研究集会の開催しました：「九州新幹線全線開通記念・南九州代数

系集会」（平成23年8月）、「日本天文学会2011年秋季年会」(平成23年9月)、「日

本粘土学会」（平成23年9月）、「有機合成化学協会九州・山口支部幹事会・講演会」

（平成23年12月）研究集会「接触構造・特異点・微分方程式およびその周辺」(平成

24年1月) 、「第７回代数・解析・幾何学セミナー」（平成24年2月）、平成23年度

土木学会西部支部研究発表会（平成24年3月）など。 
 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 
 
 特段に改善されたということはありませんが、限られた研究費と時間の中で地道に

研究を続けられるように最善を尽くしています。 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 
     □Ⅲ 良好である。 
     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。      
    
    判断理由 
 

 
○学術論文、特許、研究費： 

(a) 査読付き学術論文数（掲載決定も含む）293 編、(b)国際会 Proceedings 

87 編、(c)著書：4件、(d)学会発表件数:817 件（内、国際学会発表：198 件）、(e)

特許出願件数：国内 25 件、国外 3件、(f)特許取得件数：国内 27 件、国外 8件、(g)

科学研究費:特定領域;１件,基盤研究 A;２件,基盤研究 B;17 件，基盤研究 C;46 件,

挑戦萌芽研究; 5 件,若手 A;1 件,若手 B;12 件, 研究活動スタート支援; 2 件、(h)

その他外部資金：奨学寄付金 111 件、受託研究 41 件、共同研究 47 件。 

 研究のために充分な時間を確保することが難しく、大きな教育負担の状況下で各

教員の活動は良好であり、レベルの高い研究に取組み、卓越した研究成果を適宜挙

げ、その成果は国内外の権威ある学術雑誌に多数掲載されています。また、独立行

政法人日本学術振興会の科学研究費補助金、共同研究、受託研究も多数獲得し、著

書や特許出願の面においても一定以上の実績を上げています。従って、本研究科に

期待される活動水準を考慮するならば、「おおむね良好である」と判断します。 
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            組織評価報告書（平成23年度） 
 

部局名：理工学研究科    

Ⅲ．社会貢献、国際化 
１．活動の概要 

 

 
○ 理工学研究科は、国際的視野をもった科学者・技術者の育成機関として、地域なら

びに国際社会、さらには自然との調和・共生を図りつつ、持続的に発展可能な世界を

目指し活動に取組んでいます。 

○教員の海外研修派遣に積極的に取組み、環境や文化財等に関する国や地方自治体の審

 議会および協議会に委員として参加し専門的なアドバイスを行うように、公共団体等

 の審議会委員としての参加についても積極的に承認しています。 

○ 海外の大学等研究機関との部局間交流協定についても積極的に取組んでいます。 

○世界有数の活火山「桜島」の研究や、最近活発な活動を始めた霧島新燃岳の地殻変

 動の共同観測を他大学と共同で実施し、地域防災へ貢献しています。 

○時間的制約から半数以上の取組は組織的な活動というわけではありませんが、組織

 として県内外の高等学校等への出前授業等にも積極的に取組んでいます。 

○鹿児島大学と連携している「文部科学省スーパーサイエンスハイスクール事業」を支

 援しています。 

○理工学研究科では、毎年、所属教員の社会連携、国際交流等にかかる活動を、主に次

 の４つの視点から点検しています。 
① 学術・技術等に対する指導及び支援、地域産業の支援、自治体等の公的社会活動、

他大学等との連携実績等の活動実績といった地域社会への貢献に関すること、

  ②公開講座や生涯教育等の活動実績といった大学開放・情報公開に関すること、

  ③外国人留学生の受入れ、学生の海外派遣、留学生に対する指導等の実績といった

   学生・留学生の国際交流に関すること、 

④ 外国人研究者の受入れ、国際会議等の開催、国際協力活動、大学間学術交流協

定事業等の実績といった研究者の国際交流に関するすること。 

 これらの視点に関する各教員の自己点検を通して理工学研究科の社会連携、国際交流

等の活動を把握し、相対的な評価及び改善への指針とし、PDCA サイクルの実行に努め

ています。 

２．特筆すべき取組や成果 
①優れた点、特色ある点 

 
【優れた点】 

① 日本学術振興会「頭脳循環を加速する若手研究者海外派遣プログラム」に申請した

 事業「次世代大型電波干渉計建設に向けた若手研究者の国際連携構築」が採択され、

 H25年度までの国際共同研究の競争的活動基金を取得しました。(http://www.jsps.go.jp
 /j-zunoujunkan2/data/shinsakekka/H23saitaku.pdf) 
② 物理・宇宙専攻の教員が長年の天文学分野での活動の業績[実感できる教材の開発

と活用による天文学の理解増進]で平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受

賞。(H24年4月9日発表http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/04/1319413.htm) 
③ 若手教員3名をそれぞれ,Max Planck数学研究所(ドイツ),Oxford大学(英国),Univer

-sity College London神経学研究所（英国）に派遣しました.(参考：平成21・22年度

「若手教員海外研修」報告会 http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/02/post-202.html)
④ 新たに学術交流を進めるため、マレーシア工科大学及びインドの南グジャラート大

学と部局間交流協定を締結しました。 

⑤ 「日仏越—３国間特異点論研究ネットワーク(GDRI)」の協定を締結しました。(http:
//iml.univ-mrs.fr/sgt/gdri-singularities/) 

【特色ある点】 

⑥ 地域企業との共同研究並びに県内土木技術者の技術力向上のための講習会の開催。
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⑦ 研究科技術部は地域連携活動「ものづくり体験教室」を2回開催しました(http://www.

kagoshima-u.ac.jp/topics/2011/11/post-166.html) 
⑧ 県内で産する焼酎粕やバイオ原料から水素燃料や化学原料を製造するバイオマスを 

利用したエネルギー有効利用技術の研究開発にも取組んでいます。 

⑨ 国土交通省の「九州地方整備局コンクリート評価委員会」へ参加し、「九州地区にお

ける土木コンクリート構造物設計・施工指針（案）」ならびに「手引書（案）」の普及

と実効化に取り組んでいます。 

⑩ 防災に関する、行政への対策アドバイザー（4月鹿児島県土砂災害対策アドバイザー、

 6月国交省災害時緊急派遣ドクター）を務めました。 

⑪ 奄美災害調査へ参加し、奄美市で開催された防災シンポジウムで講演を行いました。

⑫ 鹿児島県内の多くの市町村における「橋梁長寿命化修繕計画策定事業」に産官学連携

して取り組んでいます。 

⑬ JST委託事業「コア・サイエンス・ティーチャー養成事業」で設定されているCST教員

 養成プログラムを大学院生のみならず現職教員に対しても実施しています。（http://w
 ww.sci.kagoshima-u.ac.jp/characteristisc_dir/cst.html） 

⑭ 理科教育普及活動として、小・中・高校生対象に化学グランプリ・化学体験実験など

 を実施しました。（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~kurawaki/2011festival.html） 

⑮ 錦江湾高等学校・池田高等学校スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の活動支援と

して、運営指導、講義（「津波」に関する講義など）、野外調査・実験・発表の指導を

行いました。また、国際大会で発表した研究の指導・助言を行いました。 

⑯ 二国間交流事業を通して大学院学生をハンガリー科学アカデミー生物学研究センタ

 ー、インドのカルナタカ工科大学、マレーシアのサバ大学、インドネシアのバンドン

 工科大学、アンダラス大学などに派遣し、学術交流を進めています。(参照：2011年度

 ITP派遣学生成果発表会http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/ 2012/02/ post-208.html)
また、バンドン工科大学でITP Workshopを開催しました。（http://www.kagoshima-u.ac.
jp/topics/2011/11/post-157.html） 

⑰ 日本学術振興会プロジェクト「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(ITP)」による大学院生及び指導教員の派遣並びに現地の研究者と学術交流を進

 めています。(参照：http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/02/post-208.html) 
⑱ スロベニア、イドリヤ旧水銀鉱山周辺地域で水銀汚染に関する共同調査を行いまし

 た。 

⑲ 日本地球惑星科学連合2011年大会(平成23年5月)で地球科学に関するInternational Sess
ionを岡山大学の研究者と企画・実行しました。(http://www.jpgu.org/meeting_2011/sessi
on/session_html/SMP05.html) 

⑳ 1998年から日本とフランスでほぼ隔年で開催している「日仏特異点論国際シンポジウ

ム」の第６回（福岡）を九州大学,Strasbourg大学の研究者他と開催しました。（参照：

http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/~fj_singularities/FJ2011/) 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 

 
特段に改善された、あるいは改善を要するということはありませんが、限られた研究費

と時間の中で社会貢献および国際化に最善を尽くしています。 

３．自己評価結果 
    ○活動状況について 
     □Ⅲ 良好である。 
     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。      
     判断理由 

 
 教育研究活動の一環として、限られた活動時間範囲で、構成員各位が工夫しつつ全国レ

ベルの様々な活動を実践しており、その中で卓越した社会連携、国際交流の成果を適宜挙

げていることは、「おおむね良好である」と判断します。 
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           組織評価報告書（平成23年度） 
 

部局名：理工学研究科    
 
Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 
 

 
○ 『研究組織の弾力化に努める』ため、全ての教員は専攻等には所属せず専門分野集団

を形成し教育に当たるという組織形態の大学院理工学研究科における業務管理は、大

学院教育を実践する上で、最先端の研究を進め、教育にフィードバックするという機

能保持の観点から行なっています。すなわち、組織を活性化させるような教育研究を

遂行するために専攻・学科が維持され、それを担う教員が配属されるという組織構成

です。 
 

○ 教育研究組織としての研究科があり、各教員がそれを構成する専攻・学科での教育を

維持し、担当する分野の研究力の発信を切磋琢磨して競っています。開かれた研究科

として、外部機関との交流、共同研究、地域社会との連携に努めつつ、理学と工学そ

れぞれの特徴を尊重しながら、協力して融合と深化を目指す業務運営に努めています。

  
○ 理工学研究科では、入学試験だけでも、前期課程で 7 回、後期課程で 10 月入学を含

め 8 回程度行い、一般の学生、就業先のある社会人、留学を希望する外国人に入学の

機会を提供しています。この入試は、毎年７～８回行っている学部の入試と同様に、

入試案内、問題作成、採点、合否判定までの作業を，ミスなく注意深く行うように規

則等のマニュアルも整備し、研究科全員で取組んでいます。 
 

○理工学研究科では、毎年、所属教員の業務運営にかかる活動を、次の２つの視点から

 点検しています。 
① 管理運営にかかわる役職、学内各種委員会での活動、入試関連委員等としての活

動といった教育研究組織の運営に関すること。 

② 管理運営にかかる活動実績、安全管理及び事故防止に関する活動実績といった管

理運営の改善に関すること。 

 これらの視点に関する各教員の自己点検を通して理工学研究科の業務運営にかかる活

 動状況を把握し、相対的な評価及び改善への指針とし、PDCA サイクルの実行に努めて

 います。 
 
 

２．特筆すべき取組や成果 
①優れた点、特色ある点 

【特色ある点】 
① 理工学研究科全教員の活動等の自己点検を毎年行ない、活動への取組み状況につい

て自己啓発しています。 
② FD 委員会では研究科における教育の質の向上を図るため、FD 講演会を継続的に開

催し、学生による授業アンケートに取組み、授業改善の糧としています。 

③ 若手教員の在外研究を積極的に支援し、若手教職員及び大学院学生の国内及び国際

会議派遣の旅費の補助を行なうことを通しても、海外への研究活動の発信に努めて

います。 

④ 研究科の情報発信については、ホームページのリニューアル等を通して充実に取組

み、研究テーマ等を広く情報発信しています。また、英語版ホームページの充実に

も努めています。 

⑤ 教育研究における安全確保のため、全施設の定期的な安全巡視に技術部等の協力を

得て取組み、危険箇所・状態等の改善指摘を行ない、意識改革に取組みつつ安全確

保に努めています。 
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⑥ 省エネへの取組みとしては、電気・ガス使用量の教授会等への提示や定期的な巡回

などの継続的活動を行ない、省エネ推進の啓発を図っています。 

⑦ IT 社会に求められている情報セキュリティ体制を整備し、その対策としてハードウ

エアの見直しと整備に加え、ソフトウェアの更新を確実に実施するための方策につい

て検討しています。 

⑧ 「男女共同参画推進委員会」を設置しました。 

 
 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 
 

 
① 省エネ対策委員を決め、定期的な巡回などにより適切な節電を開始したこと。 

② 男女共同参画の推進を図るため, 「男女共同参画推進委員会」を設置したこと。 

 
 

３．自己評価結果 
    ○活動状況について 
     ■Ⅲ 良好である。 
     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 
 

 
少ない教員数で事務職員と協力して適切な業務運営体制を構築し、教育研究組織の適

切な運営に努め成果を適宜挙げていることは、「良好である」と判断します。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：医歯学総合研究科   

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

平成22年度に発足した発生工学室及び遺伝子組換え実験室の積極的な活用を図り

ました。先端的がん診断治療研究センターでは、がんの臓器バンクの充実を図ると

ともにヒト由来組織ファイリングシステムの作成を、口腔先端科学教育研究センタ

ーでは、他大学と連携した歯学連携ネットワークによる口腔からＱＯＬ向上を目指

す研究を、国際統合生命科学研究センターでは、心身相関の立場から学際的な研究

をそれぞれ推進しました。 
また、治療法の確立を目指した動脈硬化モデル大動物開発プロジェクトでは、遺

伝子組み換えミニブタの創出を図りました。さらに、健康長寿社会の発展に向けて、

悪液質に対する補完・代替医療の総合的研究も行いました。 
研究者間の交流を図るために、平成 23年 12 月 10 日に歯系大学院研究発表会を、

平成 24 年１月 17 日に基礎系研究発表会をそれぞれ開催し、優秀発表者を表彰す

るとともに、さらなる発展的研究の機会創出に努めました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

島嶼、環境、食と健康の各コアプロジェクトをはじめ国際的レベルの研究プロ

ジェクトが推進され、特に、消化器疾患・生活習慣病学分野では、【平成23年度

「研究成果展開事業（研究成果 適展開支援プログラム(A-STEP)）」の委託開発（

創薬分野）】に採択され向う７年間で総額20億円、神経内科・老年病学分野では、

【平成23年度厚生労働科学研究費補助金：難病・がん等の疾患分野の医療の実用化

研究事業】に採択され23年度１億円もの外部資金をそれぞれ獲得し、我が国を代表

する研究拠点を目指しています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

平成22年度に整備したサバティカル研修制度が活用しやすくなり、国際的な人材

育成に寄与しました。また、共同研究を推進するために、平成24年２月時点で医歯

学総合研究科に所属するすべての分野・センター等における研究業績及び研究機器

等をまとめた「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

及び全国の大学・研究所等に配布し、国内研究機関と研究連携強化を図ることが従

来以上に可能となりました。したがって、新しい研究分野開拓が推進されると考え

ています。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 

  
     判断理由 

この１年間にImpact factor付英文論文が約350件掲載（受理）されるとともに、

外部資金（科学研究費、厚労科研費、受託研究費、共同研究費、受託事業費、奨学

寄附金、補助金等）を合計約38億円獲得し、また、特許も13件取得するなど、各分

野において、国際的レベルの先端的な研究が行われました。特に、消化器疾患・生

活習慣病学分野と神経内科・老年病学分野では、計21億円（総額）以上の外部資金

を獲得し、我が国を代表する研究拠点を目指しています。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 医歯学総合研究科  

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

当研究科では、医学及び歯学の分野における共同研究を15件、受託研究を40件

行うとともに、医療スタッフの派遣及び受入れを行って、社会との連携を推進し

ています。また、国際共同研究、研究者・学生の海外派遣、外国からの受入（平

成23年度の留学生数25名）、ネット等を介した海外との情報交換などにより国際

交流も積極的に行っています。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．離島へき地医療人育成センター及び国際離島医療学分野において、離島やへ

き地で活動する医療人の育成を地域と連携して行いました。また、桜島降灰の

健康への影響、奄美住民の健康調査など、地域に根ざした研究を行いました。

２．先端的がん診断治療研究センターや国際統合生命科学研究センター主催の国

際シンポジウムを定期的に開催しています。 

３．平成21年度から文部科学省国費留学生の特別枠として「アジア・イスラム圏

諸国の公衆衛生専門家養成」プログラムを開始し、国費留学生の受入れを積極

的に行っています。平成23年度までに、9名の留学生を受け入れており、その

他に3名の外国人留学生が同プログラムに在籍して勉学しました。 

４．国際離島医療学分野において、大洋州諸国の保健医療に関わる人材育成を目

的としたJICA研修コースを実施し８名の研修員を受け入れました。さらにフィ

ジーでワークショップを実施しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．若手スタッフの減少により、派遣医師の減少など地域の医療現場との連携に

問題点が見られますが、調整機能を強化して地域の要望に応えられるよう改善

する必要があります。 

２．研究者及び留学生の受入れ数が減少傾向にありますが、受入れを増やすため

の対策を立てる必要があります。 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 

  
     判断理由 

社会との連携は、離島へき地医療人の育成や地域住民の健康・長寿に関する研

究など、教育面や研究面においては良好と考えられますが、地域の医療現場との

連携などの面で改善すべき点があります。 

国際交流においては、基盤的な国際共同研究の推進に加え、国際シンポジウム

の開催や特別プログラムによる留学生受入れ、さらにJICA研修員の受入れの点で

良好であると考えます。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 医歯学総合研究科   

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

当研究科では、医歯学の研究者及び医療現場の高度専門職業人等の育成をめざ

した大学院教育を行うとともに、医歯学の研究を通して地域レベルから全人類レ

ベルに到る諸課題を解決し、社会に貢献することを目標としています。このため

に、適切な教育研究環境を整える活動として、教育研究組織の再編、教育課程の

見直し、 新研究設備の導入などを行ってきました。また、学生の教育環境の改

善に努めました。 

研究面では、学内資金により研究機器の更新を行いました。また、研究者の研

究内容・成果を紹介し共同研究を促進する冊子を発行しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．新設の糖尿病・内分泌学分野、呼吸器内科学分野、呼吸器外科学分野及び救

急・集中治療医学分野の陣容が整い、教育研究の幅が広がりました。 

２．学生の経済的支援のための研究科奨学助成事業を拡充させ、受講科目の拡充

やｅ-ラーニングによる遠隔受講を促進するなど学生の教育環境の改善に努め

ました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．老朽化した研究機器が更新されました。しかし、更新すべき機器や導入希望

の先端機器がまだ残っており、今後の対応が必要です。 

２．キャンパス内の点検を行い、トイレや空調設備、照明器具及び給排水設備の

改修・整備を行いました。しかし、共同研究室、大型先端機器の実験室及び若

手研究者のスペース確保のための「先端医学医療研究センター棟」の建設計画

は、実現のメドが立っていない状況です。 

３．個人情報ファイルの紛失事案が発生したので、個人情報保護管理検討委員会

を新設し、同対策を強化することとしました。 

４．修士課程の積極的な広報を行うとともに、再編に向けて活動しました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 

  
     判断理由 

新分野の設置による教育研究の充実、修士課程再編の計画推進、教育研究設備

・環境の改善、大学院生を含む若手研究者の支援強化などの計画が順調に達成さ

れたので、活動状況は良好であると判断しました。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 司法政策研究科（法科大学院）  

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

 司法政策研究科における研究活動には、「地域に学び、地域を支える」という理

念の下で、各教員の専門分野に根ざした法理論の基礎から法の解釈を含む司法制度

の動態や地域と法の関わりを探求する応用面に渡る研究活動を実施することと、法

曹養成に取り組む専門職大学院としての役割を果たすために必要な教育に関する

研究活動を実施するという、二つのミッションがあります。 
 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 
司法政策研究科では、各教員の専門分野を基礎とする基礎・応用研究の取組み（

アカデミック・フェイズ）と、教育方法の研究や開発に関わる取組み（エデュケー

ション・フェイズ）とする２領域としてとらえ、組織的な取組を行っています。

アカデミック・フェイズに含まれる研究としては、法理論の体系的な研究、社会

問題や社会的な背景と法についての研究、理論と実務を架橋する研究があります。

エデュケーション・フェイズに含まれる研究としては、法曹養成のための教育方法

に関する研究や教材開発、それに寄与する取組が含まれています。 

（１）アカデミック・フェイズ 

 平成２３年度においては、４３編が公表されており、体系的な法理論について

の研究成果、社会問題・社会的背景と法についての研究成果、理論と実務を架橋

する研究成果を出しています。また、司法政策研究センターを基盤に、人事マネ

ジメント実務法研究会を開催し、理論と実務の架橋を図る取組をしています。 

（２）エデュケーション・フェイズ 

 ①法科大学院における教育や教材研究 

 判例百選などの法科大学院の主要教材に寄稿している教員、法科大学院の

教育に関わる有力雑誌に連載で演習問題とその解説を寄稿している教員や、

司法試験の問題の解説記事を執筆している教員がいます。 

 ②臨床法学教育科目の研究の取組 

 法科大学院では、実務の場面を想定した実務教育（臨床法学教育）を実施

することになっています。司法政策研究科では、司法政策研究センターを基

盤に、司法修習生・若手実務家向けの法律相談を中心とするロイヤリング・

スキルを主題とする「ロイヤリング実践セミナー」を開催しており、そこで

の成果を法科大学院の教育面に生かす取組みをしています。 

このほか、平成２３年度の外部研究費の獲得状況としては、科学研究費につい

て、研究代表者として３件が採択されており、延べ５名が科学研究費採択研究の

分担研究者として参加しています。特に、米田憲市教授が研究代表者を務める司

法過疎の研究については、平成２３年度より大規模研究組織で取り組む基盤研究

（Ａ）で採択されており、この研究の研究拠点としての機能を果たしています。

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 現在の研究の体系での取組みは平成２２年度以前から継続的に取り組まれて

いるものですが、平成２３年度からは、次の点を特に新たな取組みとして指摘で

きます。 

（１）人事マネジメント実務法研究会の開催 

 アカデミック・フェイズの取組の中で、弁護士や社会保険労務士など人事
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マネジメントにかかる関係士業を交えての研究会を開催するようになりまし

た。 

（２）司法過疎研究の研究拠点としての活動 

 司法政策研究科では、離島等司法過疎地における法律相談実習を必修科目

とするなど、従前来、司法過疎地域への法サービスの在り方に関心を持った

取組みを行い、知見の蓄積を行ってきました。平成２３年度より、この取組

みが科学研究費（Ａ）で採択されたことにより、全国規模の研究組織を編成

し、その研究拠点として活動するようになりました。 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 「良好である」と判断した理由として、①アカデミック・フェイズとエデュケ

ーション・フェイズという二つの面に渡る取組みが行われていることは、専門職

大学院としてふさわしい取組みであり、②公表論文件数が一人あたり平均2.9件

と充実した件数を示していること、③司法過疎を主題とする研究拠点機能を果た

すなど、「地域に学び、地域を支える」という研究科の目的に沿った研究課題の

取組みをしていることを挙げることができます。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 司法政策研究科（法科大学院）  

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

 司法サービスについて「地域に学び、地域を支える」ことが司法政策研究科の目

的であり、司法政策研究センターを基盤として、無料法律相談の実施や地元の実務

家を対象とするセミナーや研究会を開催するとともに、地域の法的啓蒙の取組みを

行っています。また、鹿児島県弁護士会・宮崎県弁護士会と教育支援協定を結んで

おり、地域の実務家の協力を得て、教育課程の充実と修了生の支援を行っています

。教員として鹿児島地方裁判所の現役裁判官と福岡高等検察庁宮崎支部の現役検察

官が授業を担当していることも、社会連携の一端といえます。 
 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

平成２３年度の司法政策研究科の社会連携の取組として、 
(1)離島等司法過疎地における法律相談実習の実施、 
(2)司法政策研究センターでの無料法律相談の実施、 
(3)司法修習生や若手実務家を対象とした法律相談の技術を中心としたロイヤリ

ング実践セミナーの開催、 
(4)鹿児島市立玉龍中高等学校のキャリア教育プログラムへの協力、 
(5)人事マネジメント実務法研究会の実施 

などを挙げることができます。また、授業科目の刑事模擬裁判を公開で行うことで

、市民の法的啓蒙にも寄与しています。 
法律実務家である法曹を養成することを旨とする法科大学院として、司法政策研

究科では、鹿児島県弁護士会・宮崎県弁護士会とのあいだで教育支援協定を結び、

弁護士を教員として派遣してもうことや、授業外のチューター指導の体制の支援を

受けることにより、教育課程の充実を図っています。 
 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 ①で挙げられている点は、多くが平成２２年以前から継続的に取組まれている

ものです。このうち、離島等司法過疎地における法律相談実習については、これ

までの屋久島・種子島から、徳之島の徳之島町と天城町に開催地を移し、社会連

携の対象を拡大しました。また人事マネジメント実務法研究会は弁護士や社会保

険労務士など関係士業との連携のもとに開催されたものであり、改善として挙げ

ることができます。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 「良好である」と判断する理由として、授業科目を地域で展開し、司法修習生

や地元実務家向けのセミナーや研究会を開催していること、さらに、地域の法教

育に貢献していることなど、小規模組織として極めて充実した社会連携を実現し

ていることを挙げることができます。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名： 司法政策研究科（法科大学院）  

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

 「地域に学び、地域を支える」ことを旨とした法科大学院として、充実した研

究・教育活動を展開するとともにその広報に努め、研究科運営のＰＤＣＡサイク

ルを実現するために、その成果をついて毎年教育活動報告書にまとめるとともに

、情報公開を進め教育活動について広く理解を得るためにニューズレターを発行

しています。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

司法政策研究科では、研究科運営の充実のためのＰＤＣＡサイクルの実現のた

めに、次の取組みをしています。 

（１）教育改善の取組み 

教育活動点検評価委員会（通称ＦＤ委員会）が中心となって、各学期の中期に

授業ビデオの撮影とそのWeb上での公開を行うとともに、授業アンケートを実施

しており、その成果を教授会後に開催されるＦＤ懇談会で検討することで、学期

後半での授業改善に役立てています。 

また、前期と年間の2回の教育活動報告書を発行し、通年でのPDCAサイクルの

実行に取り組みました。 

（２）ニューズレターの定期発行 

 学生とのコミュニケーション・ツールとしてと同時に教育活動を広報するため

に、毎月１回以上、ニューズレターの第19号から第32号を発行しました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 教育活動報告書は、平成２１年に発行が開始されましたが、年に１回でした。

平成２３年度から、前後期の学期ごとの改善と年度内での改善に取組み、ＰＤＣ

Ａサイクルの稼働とそれを記録するために、前期終了時までと通年でのデータを

まとめたものの２回の発行としました。 

 ニューズレターの継続的な発行により、学生を含めた組織の一体化と活性化を

図り、対外的に教育活動のＰＲ活動を行いました。 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 「良好である」と判断した根拠として、ＰＤＣＡサイクルを意識した業務運営

上の点検とその成果の公表が行われている点、学生とのコミュニケーション・ツ

ールとしてニューズレターを発行するなど、学生を含めた組織の一体感の創出と

活性化の取組が行われている点を挙げることができます。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：  臨床心理学研究科   

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

平成22年度から文部科学省の支援による「地域支援の臨床実践と実務教育を架

橋した新たな『実践型教育プログラム』の開発」の実践研究を行ってきましたが

、平成23年度はその２年目の取り組みとして、平成23年７月,10月,平成24年１月

,２月と地域へ出向き、新たな『実践型教育プログラム』の構築のための地域連

携を進めました。また、平成23年度報告書の作成および日本心理臨床学会での発

表へ向けた準備を進め、積極的な研究活動を行いました。さらに、地域支援研究

の先進国であるスウェーデン県BUP及びKarolinska InstituteのKINDとの連携の

基礎を作るべく連絡体制を整備しました。 

また、平成20年度から文部科学省委託事業として行ってきた九州大学大学院人

間環境学府実践臨床心理学専攻との共同プロジェクトである「臨床心理実習にお

ける客観的評価方法の構築」による研究成果を実際の臨床実習評価として反映さ

せるための研究を継続して行いました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 優れた点として、本学の基本的な目標の一つに掲げられている地域社会の活性

化に対して、国民の心の問題に即応できる高度専門職業人としての臨床心理士養

成を目的とする本研究科独自の特色を活かした実践研究により、地域社会の活性

化に貢献しているという点があげられます。 

 一方、平成20年度から文部科学省委託事業として行ってきた「臨床心理実習に

おける客観的評価方法の構築」は、高度専門職業人としての臨床心理士養成にと

って喫緊の課題であり、全国に先駆けて取り組んでいることは注目に値する特色

ある点です。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 今後、改善を要する点として、どのような形で地域支援の臨床実践と実務教育

を架橋した新たな『実践型教育プログラム』構築が可能かの検討を進める必要が

あります。 

 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準）  

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 地域へ出向き、新たな『実践型教育プログラム』の構築のための地域連携を進

めたことにより、地域社会と連携し、地域的課題の解決を目指した研究を積極的

に推進することができていると判断できるため。この取り組みについては、日本

臨床心理士資格認定協会による認証評価報告においても高い評価を受けていま

す。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：  臨床心理学研究科   

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

 平成23年度は、「地域支援の臨床実践と実務教育を架橋した新たな『実践型教

育プログラム』の開発」の実践研究の一環として、平成23年７月,10月に伊佐地

域,平成24年１月に霧島地域、２月に枕崎地域へ出向き、各地域で臨床実践を行

っている専門家への指導・研修を行いました。その中で地域との連携を促進し、

また、リーダーとなる人材を育成し地域の活性化に寄与してきました。先進的取

り組みを行っているスウェーデンの専門家と連絡を取り合いながら国際交流の

準備を進めています。 

 鹿児島大学で推進している若手研究者の海外派遣事業に本研究科からも応募

し本研究科から１名が採択され、平成24年度から１年間の海外研修を行うことが

決まりました。 

さらには独立行政法人教員研修センターにおける海外派遣プログラムのシニ

アアドバイザーとしてスウェーデンを訪問し、本研究科の教育領域における臨床

心理実践の一環であるストレスマネジメント教育の視察を行い、国際交流を行い

ました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 優れた点として、平成23年度は、「地域支援の臨床実践と実務教育を架橋した

新たな『実践型教育プログラム』の開発」の実践研究に伴う社会連携やスウェー

デンとの国際交流を通して、地域に根差したこころの問題に即応できる高度専門

職業人としての臨床心理士養成を行うための新たな教育方法の開発の可能性が

開かれたことがあげられます。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 今後改善を要する点として、プロジェクト予算を確保するために科研費等の外

部資金獲得の努力が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

「地域支援の臨床実践と実務教育を架橋した新たな『実践型教育プログラム』の

開発」の実践研究の取り組みは、日本臨床心理士資格認定協会による専門職大学

院認証評価報告においても高い評価を受けているため。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局名：  臨床心理学研究科   

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

 本研究科における管理運営に関しても、日本臨床心理士資格認定協会による専

門職大学院認証評価結果において、「管理運営の独自性」,「自己点検評価」,「

情報の公示」,「情報の保管」に関する全ての項目に対して基準を満たしており

、臨床心理士養成に必要な管理・運営体制を有していると評価されています。具

体的には、①教育活動を適切に実施するための独自の運営体制、事務体制の整備

、財政的基礎を有していること、②教育水準の維持・向上を図り、専門職大学院

の目的及び社会的使命を達成するため、自己点検評価を行い公表していること、

自己点検評価の結果を教育活動の改善に活用していること、③教育活動の状況に

ついて印刷物の刊行及びウェブサイトへの掲載等、広く社会に周知していること

、の３点について平成23年度においても実施してきました。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

高度専門職業人としての臨床心理士養成に特化した、我が国初の独立研究科で

ある点。 

本研究科所属の専任教員９名及び特任教員１名全員が臨床心理士有資格者で

あり、高度専門職業人としての臨床心理士養成のための教育・研究・臨床実習が

充実していること。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

改善された点として、日本臨床心理士資格認定協会による認証評価報告におい

ての要望事項で示された①学内実習施設の臨床心理士の専任化と増員、教員組織

における「助教」の配置も視野に入れてより充実した支援体制の整備に取り組む

こと②教員の授業外負担を含めたワークバランスをチェックする仕組みの構築

の指摘を受けました。これらの指摘を受けて、「助教」の配置が計画され、平成

24年度からの人員の配置が決定し、さらには、研究科附属施設である心理臨床相

談室の事務補佐員の増員も計画され新たな事務補佐員の採用が決定しました。 

 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について   

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 日本臨床心理士資格認定協会による認証評価結果において、「管理運営の独自

性」,「自己点検評価」,「情報の公示」,「情報の保管」に関する全ての項目に

対して基準を満たしており、臨床心理士養成に必要な管理・運営体制を有してい

ると評価されましたが、今後改善を要する点があり、運営体制の強化に対してさ

らなる努力を必要とするため。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 
 

部局名：大学院連合農学研究科 
 
Ⅱ．研究 

１．活動の概要 
 本研究科は、温暖帯から熱帯・亜熱帯地域に及ぶ生物・環境科学的研究を基盤として、

生物生産科学、応用生命科学、農水圏資源環境科学についての先端的かつ学際的な研究を推

進しています。特に水産学の研究分野をもつことが他の連大にない特徴となっています。

 ３大学が連合して博士課程の高等教育を実施することにより、母体である各大学研究科

の研究レベルを著しく向上させてきた側面もあります。すなわち、連大生の研究指導を 1

大学の枠を越えて行うことで協力関係が生じ、共同研究や学際研究推進の気運が醸成され

ます。その結果、連大生の研究活動が活発になり、研究レベルも向上し、各構成大学の活

性化も著しく促進されます。 

 また、国際的に評価の高い学術雑誌への投稿を推進するために、優秀論文発表を行った

学生と教員に対して研究費支援を実施しています。 

 一方、本研究科において平成 23 年度から開始された｢若手研究者養成プログラム｣に関し

ても本研究科の学生並びに若手教員に対して個人の研究活動支援を実施しています。 

 以上のように、本研究科は、博士課程として最先端でその分野をリードする研究の達成を

目的に、レベルの高い学術雑誌、特に国際誌への投稿および国際学会等での発表を推進して

います。 

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 
本学が推進している「島嶼」、「環境」、「食と健康」の各プロジェクトを積極的に支

援し構成大学間の研究連携を強化するために、平成 23 年度から構成大学教員からなる研究

会に対し研究活動を支援する制度を開始しました。平成 23 年度は、「島嶼」と「食と健

康」の２つのテーマについての研究会が発足し、研究科長裁量経費によりその活動支援を

実施したところです。 
 国際的に評価の高い学術雑誌への投稿を推進するために、平成 23 年度から優秀論文発表

を行った教員に対し研究支援制度を開始しました。インパクトファクター3 以上の論文発

表に対し、研究科長裁量経費よる研究支援（年間 9 件）を行いました。 
 ｢若手研究者養成プログラム｣に関しては、4 月に学生 89 人、若手教員 1 人、10 月には入

学生 6 人、若手教員 2 人に対し個人の研究活動支援がなされたところです。 

  
 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 
平成 23 年度より、構成大学教員からなる研究会に対し、研究科長裁量経費で活動支援金

を支給しました。このことは大学間プロジェクト研究の編成が容易になり、外部資金獲得

に向けた支援体制として有効であると思われます。 

また、平成 23 年度より、国際的に評価の高い学術雑誌への投稿を推進するために、研究

科長裁量経費で優秀論文発表を行った教員に対し研究支援制度を開始しました。 

なお、連大生の研究活動の活発化、並びに研究レベルの向上に関しては、連大として引

き続き努力していく所存です。 
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３．自己評価結果 
    ○活動状況について 
     ■Ⅲ 良好である。 
     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 
  
     判断理由 

本研究科の学生 1 名あたりの発表論文数は、ほぼ毎年１を越え、発表論文総数ならびに指

導教員の外部資金の獲得率なども順調に推移しています。本研究科の研究活動は活発である

と判断しました。このことは、平成 23 年 3 月実施の本研究科自己評価書に基づく外部評価

委員会の総合評価でもあります。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 
 

部局名：大学院連合農学研究科 
Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 
 本研究科は、温帯から熱帯資源の生産・利用を中心に地域・国際農水産学、環境農水産

学及び先端生命化学に関する高度の専門的能力と豊かな学識をそなえた研究者を養成し、

斯学の進歩と農水産業及び地域の発展に寄与することを目的としており、社会人並びに外

国人留学生、特に中国及び東南アジア等の諸国から農水産学系の留学生希望者を積極的に

受け入れ、東アジアにおける農学の教育研究の中核となることを目指しています。 
平成 23 年 4 月 1 日現在において、在籍学生 134 名中、69 名が外国人留学生（19 カ国）

です。特に、インドネシア（15 人）、バングラデシュ（11 人）、中国（8 人）、ベトナム

（6 人）、ミャンマー（5 人）などの東アジアからの留学生が多いですが、ケニア、タンザ

ニア（各１名）などアフリカ諸国からの留学生も見られます。 
 また、本研究科は 10 月入学制度を実施しており、平成 23 年 10 月入学者は 6 人（うち留

学生 4 人）でした。 

 グローバルな視野をもつ人材を養成するために、国際農学特別講義や水産学部練習船を

用いる洋上セミナーなどを実施しています。 
 各構成大学に属する連大教員は、協同研究などを通してそれぞれの研究科で個別に社会連

携・国際活動を行っており、連大としては上記のカリキュラムの他に、構成大学で開催され

る国際シンポジウムに支援を行っています。また、人材養成セミナーを通じて企業との連携

を図っています。 
 

２．特筆すべき取組や成果 
①優れた点、特色ある点 

 国際的に活躍できる人材を育成するための環境整備として、国際会議でポスター発表を

行った学生に対する支援として、当該学生の主指導教員への研究費支援を行っています。

また、タカラバイオ（株）と連携大学院を応用生命科学専攻先端応用生命科学連合講座に設

置して、タカラバイオの社員を客員教員として参加させ、併せて共同研究を行っています。

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 
 連大として積極的にアジアを中心とした留学生の受け入れをしており、入学者数は持続さ

れています。これからも積極的に留学生を受け入れる予定ですが、入学希望者を選抜しなく

てはならない状況も考えられます。 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 
     □Ⅲ 良好である。 
     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 
  
     判断理由 

連大教員は所属する各構成大学で個別に社会連携・国際交流を行っています。また、中国

及び東南アジア等の諸国からの農水産学系の留学生受入に関しても、積極的に受け入れが

実施されています。また、秋入学（１０月入学）も継続して実施されています。したがっ

て、国際化への対応は十分なされていると考えます。このことは、平成 23 年 3 月実施の本

研究科自己評価書に基づく外部評価委員会の総合評価でもあります。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 
 

部局名：大学院連合農学研究科 
 
Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 
 本研究科は、３大学の連合によって構成された一つの独立した組織であり、業務統括及

び構成大学間の調整は、研究科長及び専任教員が担い、研究科の最終的な意思決定は、指

導教員として発令された研究科教員で構成する連合農学研究科教授会（年２回）が行いま

す。 
構成大学が地理的に離れており、研究科の運営を円滑化するために、教務事項などは教授

会の委任事項として毎月開催される代議委員会で審議されます。更に、構成大学間の連絡調

整を円滑に行うため、構成大学の学長、学部長などからなる構成法人連絡調整委員会が設け

られています。また、本研究科は連携大学院として民間企業タカラバイオ（株）と協定を締

結しており、連大としては全国唯一です。 

日常的には、研究科長、専任教員、数名の連大事務職員で主たる業務運営を行っており、

佐賀大学農学部及び琉球大学農学部の関係職員と連絡を密にしながら進めています。連大教

育・研究のサポート、行事の遂行、学生と教員支援、連大予算の管理と執行、連大棟の補

修・改善などを担っています。 

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 
 構成大学が地理的に離れているために教授会は年２回しか開催されませんが、本研究科

の基本的運営・管理方針については、研究科長、専任教員、および各構成大学研究科から選

出された主指導教員資格をもつ教授からなる代議委員会の中で審議決定され、日常的な業務

運営にうまく反映される仕組みになっています。また、連大事務組織の役割分担の明確化、

教員および構成大学との連絡が十分に出来ています。 
 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 
 連大としては１部局として少ない事務職員により全ての業務に携わらなくてはならないの

で、増え続ける業務を効率よく処理することが求められています。 
 
 

３．自己評価結果 
    ○活動状況について 
     ■Ⅲ 良好である。 
     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 
     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 
  
     判断理由 
 各構成大学研究科から選出された主指導教員資格をもつ教授 13 名からなる代議委員会を

毎月開催し、教務事項をはじめ、殆どの基本事項について審議決定する仕組みを構築してお

り、構成大学が地理的に離れていて運営が困難という点をうまく補っています。 
 事務の効率化、職員の連携・協力態勢の強化などにより運営をスムーズに行っており、多

様な業務に対応できています。このことは、平成 23 年 3月実施の本研究科自己評価書に基

づく外部評価委員会の総合評価でもあります。 
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３．学内共同教育研究施設等 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

施設名：附属図書館  

 

１．組織の概要 

 鹿児島大学附属図書館は、鹿児島大学の基本理念に基づき、高等教育と学術研究活動を

支える重要な学術情報基盤としての役割を担うとともに、地域社会の学術情報の流通拠点

として、教育・研究の学術的成果を社会に対して発信し、社会の発展に寄与する役割を担っ

ています。施設は中央図書館と桜ヶ丘分館および水産学部分館によって構成され、これら

の施設は一般にも開放されています。 

２．活動の概要 

 教育および研究の円滑な遂行を支援するため、学術図書や論文などの収集･整理･管理･提

供というコア機能に加え、情報リテラシー教育、学生の学習を多角的・多面的に支援する

『ラーニングコモンズ』の機能強化、研究活動を支援する『リサーチャーズコモンズ』の

実現に向けた取組などを行っています。また、『鹿児島大学リポジトリ』によって学内で

生産された学術的成果をインターネットにより社会に情報発信するとともに、中央図書館

１階のギャラリーでは、学内外に向けて貴重書の公開や学術的成果などの展示を行ってい

ます。 

３．特筆すべき取組や成果（一部過去３年間の取り組みを含めて記述しています。） 

①すぐれた点、特色ある点 

・ラーニングコモンズの実現と利用者増：開館時間の延長、グループ学習室の増設、アメ

ニティルームの設置、レファレンス機能の強化など、利用者の多様な学習スタイルに対応

した学習環境の提供とサポート体制の一体的な運用を行うラーニングコモンズの実現に

よって、法人化以降減少傾向であった図書館利用者の順調な増加（対Ｈ19 年度比で 17％増）

を実現しました。ただし、入退館管理システム導入後の９月以降の入館者数は、手続き厳

格化等があり、一定数減少しています。 

・ハイブリッド型図書館の実現に向けた取組：電子ジャーナルの安定的利用環境の維持に

務めると共に、バックファイルや電子書籍などのデジタルコンテンツの導入を積極的に

行ってきました。また電子サービスの機能強化を目的としたホームページの更新も進め、

学術情報の電子的利用環境の充実に向けて一歩前進しました。 

・知的ネットワーク作りに向けたユーザーとの積極的な対話：優れたサービスを提供する

ために、学生モニター懇談会や教員インタビューを定期的に実施するとともに、組織横断

的な連携を目指して教育センターとの意見交換会を実施するなど、組織をあげて教育・研

究現場との知的ネットワーク作りに向けた取組を行っています。 

・地域の学術機関との連携と地域貢献：鹿児島県大学図書館協議会において毎年講演会や

研修会を実施し加盟館職員の資質向上と図書館機能の向上に共同して取り組んでいます。

また県内の複数の大学が協力して鹿児島県学術共同リポジトリ(KARN)を立ち上げ、地域に
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おける学術情報の流通を促進しました。さらに本学が保有する貴重書をベースに、隔年で

学外の機関（鹿児島県歴史資料センター『黎明館』や南さつま市歴史資料センター『輝津

館』など）と共同で貴重書展を開催し質の高い展示を行うとともに、他組織の学芸員との

共同作業を通して双方の資質並びに技能向上に寄与している点でもすぐれた取り組みと言

えます。 

・職員力と組織力の向上に向けた多角的な取り組み：館長・部長による職員への積極的な

メッセージの発信、事務情報の共有サイトの開設と活用、タスクフォースによる迅速で効

果的な課題解決方法の導入、外部研修の結果を全員で共有する報告会や内部研修会の開催

など、多角的な取り組みによって、職員のスキルアップと組織力の向上を図りました。 

・総合的な安全対策の強化：年間 45 万人の利用者に対して安全・安心な利用環境を提供す

るために、危機管理マニュアルの策定と訓練の実施、セキュリティ講習会や救命講習会へ

の参加、セキュリティ向上のための設備の導入、職員による館内巡視など、総合的な安全

対策を実施しています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

［改善された点］ 

上記「特色ある取り組みと成果」に加え、以下のような改善がなされてきました。 

・ホスピタリティの向上：ユーザー第一主義による対応が職員に浸透してきました。 

［今後改善を要する点］ 

・継続的な機能強化：図書をはじめとする学術資料の充実、研究支援体制の強化、国際化

への対応、電子図書館的機能の強化、職員の更なる専門性の向上に向けた計画的な取組が

必要です。 

・安定的で柔軟性のある財政基盤の確立：附属図書館は独自財源を持たないため戦略的な

施策を柔軟にかつ継続的に実施することが難しく、今後、学生数などを積算根拠とした財

源の確保によってニーズに即した機能強化と利用者サービスの充実を図る必要がありま

す。 

４．自己評価結果 

  ○活動状況について 

   ■Ⅲ 良好である 

   □Ⅱ おおむね良好である 

   □Ⅰ 不十分である 

判断理由 

 ユーザー第一主義の考えの下に、図書館機能の強化を図ると共に附属図書館運営の効率

化と人材育成に積極的に取り組み、上記「特筆すべき取組や成果」で示したような成果に

結びつけることができました。それらの成果をベースに、次世代を見据えた持続可能な附

属図書館の将来ビジョン『クリエイティブ・ライブラリー2012』を策定することができま

した。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

施設名：保健管理センター  
 

１．施設の概要（設置目的） 

 

鹿児島大学の学生及び職員の心身の健康の保持増進を目的としています。 

 

①学校保健活動 

定期健康診断等を実施し、治療すべき病気や問題となる環境の早期発見、感染

症流行の予防、健康教育などにつなげています。 

その他、急性疾患や外傷に対するプライマリーケア、医療相談、心理相談、予

防接種、感染症に対する危機管理等を実施しています。 

 

②学生支援活動 

新入生に対して健康調査を実施し、支援の必要性の早期把握と支援の早期実施

を行っています。 

また，必要な場合は担当教員や家族と連携を取り学習支援から就活支援まで実

施しています。 

 

③産業医活動 

キャンパス内の安全確認（巡視や実験に関連する事故などの検証）、禁煙教育

・卒煙支援、職員支援（メンタルヘルスに関するものを含む）、職員健診、保健

指導、職場復帰支援、過重労働対策などを実施しています。 

 

 

２．活動の概要 

  

①平成２３年度計画の実施状況 

 

○「キャンパスソーシャルワーカー等の増員により、学生・教職員のメンルケア

等の支援体制を強化する」 

平成２３年度にキャンパスソーシャルワーカーが２名増員され、３名のソーシ

ャルワーカーがカウンセラーと共に学生の学習支援や生活支援などを行いまし

た。平成２３年度の支援件数は３,０００件を超え、学生支援については質・量

とも全国有数のサポート体制となっています。 

また、各学部の担当教員との連携も行っており、法文学部との連携でピアサポ

ーターによる学生支援も実施しました。 

○「全学生を対象にした予約制による保健管理センターでの定期健康診断受診 

率の更なる向上を図る」 

平成２３年度の定期健康診断受診率は、学部生８８.９％、大学院生５９．２

％、全体で８４．１％となっています。 

 例年受診率が低い大学院の一部の学部については、２３年度初めて学生にアン

ケート調査を実施し原因の分析を行いました。 

 

②その他 

 

禁煙教育・卒煙支援、心肺蘇生講習会、就活支援（就職支援室及びハローワー

クとの連携）などを実施しました。 
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３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 

・キャンパスソーシャルワーカーの配置 

キャンパスソーシャルワーカー３名を設置した結果、生活支援までも含めたき

め細やかな学生支援が可能となりました。 

 

・禁煙教育・卒煙支援の充実 

受動喫煙防止対策と禁煙防止教育の促進は、大学の責務の一つとなっています

禁煙教育啓発の一環として、１０月２０日に「あなたとあなたの大切な人を守

ろう：楽しい禁煙支援のすすめかた」と題して外部講師（奈良女子大学保健管理

センター高橋裕子教授）を招き、禁煙支援公開講座を実施しました。 

また、卒煙支援の体制充実のために禁煙支援士育成も積極的に実施し、平成２

３年度は２名が資格を取得しました。 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 
・改善された点 
○メンタルヘルス体制の充実 

キャンパスソーシャルワーカーの増員などメンタルヘルス体制の充実を図っ

た結果、平成２３年度の学生支援は延べ３,０００件以上となりました。 

また、かねてから要望のあった下荒田キャンパスへのカウンセラー派遣を週１

回実施しました。 

○インフルエンザ予防接種の充実 

インフルエンザ予防接種について、職員の人数制限を撤廃し平成２３年度は職

員と学生の合計でこれまで最高の８２４人に対して予防接種を行いました。 

○禁煙教育・卒煙支援の充実 

禁煙教育については１０月に禁煙支援公開講座を実施し、卒煙支援については

３０件実施しました。また、卒煙支援では新たにスパイロメータを導入し、肺年

齢を参考データとして提供しました。 

 
・今後改善を要する点 
○学生定期健康診断の受診率の向上 

 受診率の低い大学院の一部に対して実施した学生アンケート等で原因の分析

行い、受診率向上の方策を検討する予定です。 

 

 

４．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 
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     判断理由 

 

・メンタルヘルス支援について，キャンパスソーシャルワーカーの増員やピアサ

ポーター導入による支援体制及び支援内容の充実によって充分実施することが

出来ました。 

・禁煙教育・卒煙支援について、公開講座等の啓発活動の実施や禁煙支援士育成

など支援体制を充実することが出来ました。 

・他の支援については、インフルエンザ予防接種の充実、心肺蘇生講習会実施な

ど、学生・教職員の心身の健康の保持増進に対する支援体制を充実することが出

来ました。 

 

以上のことから、「学生・教職員のメンルケア等の支援体制」については充分

達成できましたが、「定期健康診断受診率の更なる向上」について改善に向けて

の検討を行っていく必要があるので、自己評価とはしてはおおむね良好（標準）

と判断しました。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

施設名：国際島嶼教育研究センター  

 

１．施設の概要（設置目的） 

鹿児島大学憲章に基づき、「鹿児島県島嶼域～アジア・太平洋島嶼域」におけ

る鹿児島大学の教育および研究戦略のコアとしての役割を果たす施設とし、将来

的には、国内外の教育・研究者が集結可能で情報発信力のある全国共同利用・共

同研究施設（ナショナルセンター）としての発展を目指します。特に、島嶼域の

問題について、本大学の資源を集中し先進的な教育・研究を目指すとともに、各

研究成果を地域に還元し、鹿児島大学の研究科横断的な教育システムにも役割を

果たします。 

 

２．活動の概要 

【教育活動】島嶼地域に関係する科目を開講しました。共通教育科目の“鹿児島

探訪：離島対策”と“島のしくみ（集中講義，与論島で開講）”、大学院生を対

象とした島嶼学教育コースのコア科目の“島嶼学概論Ⅰ”と“島嶼学概論Ⅱ”、

講義の一部は三島村の硫黄島と十島村の中之島で実施しました。 

【研究活動】科学研究費を獲得して“ミクロネシア連邦でのデング熱媒介蚊の分

布調査と予防対策のための地域社会調査”、“亜熱帯地域における「小さな島」

の多様性に関する学融的研究”および“南太平洋島嶼沿岸域における「人と自然

の連動システム」に関する学融的研究”を実施しました。鹿児島大学重点研究プ

ロジェクトの“島嶼”と“食と健康”や“奄美豪雨災害の総合的調査研究”に参

加しました。 

【シンポジウム・研究会】シンポジウム“島エネルギーの自給可能性を考える”、

“太平洋島嶼地域における韓国多島海と日本南西弧島”（法文学部と共催）およ

び“Small islands: Ecology, Taxonomy and Ethnobiology”(インドネシアでLIPI

と共催)を開催しました。定期的に開催している研究会を12回開催しました。 

【組織・その他】分野担当責任者や国内外のアドバイザーを選定・依頼し組織の

強化を図りました。資料センターとしての機能を強化するために島嶼に関する資

料を収集しました。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

国際島嶼教育研究センターでは島嶼地域の諸問題について教育・研究を積極的

に推進しています。共通教育科目の“島のしくみ”や大学院生を対象とした島嶼

学教育コースのコア科目である“島嶼学概論Ⅰ”と“島嶼学概論Ⅱ”では全部ま

たは一部を離島（与論島・硫黄島・中之島）に出かけて実施しました。研究では

外部資金の獲得に努力し，科学研究費３件を得て、太平洋地域（ミクロネシア・

フィジー）および鹿児島県の離島地域で広範な研究を実施しました。鹿児島大学

のプロジェクトにも参加しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

分野担当者と海外協力員を選定・依頼し組織の強化を図りました。しかし，重

要なのは今後どのように分野担当責任者やアドバイザーと協力して、さらに教育

・研究を活発化することであり，そのための検討と努力を行なわなければなりま

せん。 
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４．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。   ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

１．外部資金（科学研究費）を３件（直接経費680万円・間接経費204万円）を獲

得し，国内外で活発な研究活動を行いました。 

２．３件のシンポジウムを国内外で開催しました。 

３．大学院研究科横断型の特別コースの運営を担当し，コア２科目の一部を離島

で実施しました。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

施設名：留学生センター  

 

１．施設の概要（設置目的） 

 

 留学生センターは、平成12年（2000年）４月に大使館推薦国費外国人研究留学

生を受け入れる日本語研修コースの開設を主目的とする省令施設として設置され

ました。平成14年には日韓共同理工系学部留学生研修コース、平成15年には短期

交換留学生が単位を取得できるスタディ・ジャパン・プログラム、平成20年には

留学生の家族等を対象とする日本語５週間プログラムを開設し、留学生向けの多

彩な授業を提供しています。 

これらの日本語日本文化教育を軸に、新入留学生のサポートを行うチューター

へのガイダンス、日本人学生向けの派遣留学説明会、国際交流行事支援等、留学

生及び留学に関わる各種業務の実施を主たる業務としています。 

 

 

２．活動の概要 

 
 留学生センターは、平成 23 年度前期に日本語・日本事情科目 37 科目を提供

し、のべ 209 人、後期には 38 科目を提供し、のべ 260 人の留学生がこれらの科

目を受講しました。これに加えて平成 23 年度は、前・後期の多言語オリエンテ

ーション、運営委員会の開催、オープンクラス、ポスターセッション、各種超

短期留学生・研修生対象のプログラムの実施、各種行事及び実地見学旅行支援、

留学フェア・進学説明会への参加、派遣留学説明会、派遣前セミナーの開催等、

一連の定例活動のほか、８月には日本学生支援機構に採択されたスタディ・カ

ゴシマ・ショートステイ・プログラムを実施しました。また３月には屋久島環

境文化財団の協力を得て、屋久島異文化交流セミナーを実施しました。 

 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 
  平成 23 年８月に実施したスタディ・カゴシマ・

ショートステイ・プログラムは、日本学生支援機構

に申請し、７名分の奨学金を獲得したプログラムで

す。中国・韓国・インド・米国の協定校から留学生

を招聘し、12 日間にわたって日本語研修及び英語

による鹿児島・異文化理解の講義を行い、事前学習

を伴うフィールドトリップを３回実施するという

充実した内容でした。このプログラムは、留学生の

モチベーション強化に役立つなど、協定校からも高い評価を得ました。 
 平成 24 年３月に実施した屋久島異文化交流セミナーは、屋久島環境文化財団

の協力を得、留学生 26 名、日本人学生３名、屋久島

の中学生 10 名が参加し、島嶼国出身の留学生による

プレゼンテーションやアイス・ブレーキング（導入

活動）、中学生とともに行う参加型活動を通じて異

文化理解と相互交流・自然環境理解を深化させる有

意義な試みでした。 
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②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 
 留学生センターの主要プログラムであるスタディ・ジャパン・プログラム（SJP）

の開講科目の一部を見直し、プログラムの改善を図りました。協定校からの短

期交換留学生は年を追うごとに、日本語能力のレベルが向上しており、従来の

SJP プログラムでは十分に対応しきれないという反省から、中級レベルと上級レ

ベルの中間に、中上級レベルの日本語科目を新たに開講することとしました。

その結果、短期交換留学生は従来以上に多様な選択肢を与えられ、能力に応じ

たクラス配置が可能となりました。 

また留学生の家族等を主たる対象とする日本語５週間プログラムも一部改善

を図り、桜ヶ丘キャンパスで初級レベルを１レベルから２レベルに増やして週

７コマ開講し、能力差のある受講者に配慮した体制をとりました。 

 

 

４．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     

  
     判断理由 

 
 スタディ・ジャパン・プログラム、日本語５週間プログラムでは例年、学習

者による授業評価を実施しています。その結果により、プログラムの円滑な実

施が確認できます。また両プログラムの授業担当者からは、授業実施に関わる

自己評価報告書を提出してもらい、その結果に基づいて、各レベルのコーディ

ネーターを中心に PDCA サイクルに基づく改善効果等の確認を行っています。 

 またポスターセッションは見学者による評価を行い、スタディ・カゴシマ・

ショートステイ・プログラムでは受講生、講師による評価を実施し、報告書を

鹿児島大学留学生センターリポジトリで公開しています。これらのデータの結

果により、留学生センターの活動状況は良好であると判断いたしました。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

施設名：総合研究博物館  

 

１．施設の概要（設置目的） 

総合研究博物館は、2001年に全国で7番目に設置された大学博物館です。地方

大学では唯一の博物館として設置が認められました。前進の学校（第七高等学校

；鹿児島師範学校；鹿児島高等農林学校；鹿児島水産専門学校；鹿児島県立医学

校等）も含め、鹿児島大学の教育研究に使用された貴重な学術標本や資料、研究

に使われた実験機材等を一元的に管理し、登録して、学内外あるいは国外の教育

研究活動の利用に資することが最大の目的です。おもな業務は、1）学術標本資

料の収集及びその利用に関すること、2）学術標本資料の解析及び学術評価に関

すること、3）学術標本資料の情報化に関すること、4）その他博物館の目的を達

成するために必要なこと、と定められています。 

 

２．活動の概要 

 総合研究博物館の23年度の活動概要を各分野に分けて以下に記します。 

教育：共通教育及び大学院教育の充実を図り、5学部（教育・法文・理・農・

水産）で開講されている学芸員関連科目の実施支援を行いました。3名の教員が3

学部（教育・理・水産）で「博物館概論」と「博物館資料論」を担当し、5名の

教員が博物館実習補講を2学部（理・水産）13名に対して行いました。また、共

通教育科目「博物館へのいざない（前期）」と「学芸員の業務と役割— 文化のプ

ロデューサー（後期）」を開講しました。さらに、理工学研究科、水産学研究科、

連合農学研究科で講義を行うとともに、これらの研究科において2名の教員が大

学院生8名の指導を行いました。 

研究：博物館教員がそれぞれの専門分野について研究を進めたことはもちろん

ですが、学問分野をこえて学際的な研究を行いました。国際共同研究では、博物

館教員がウィーン大学（オーストリア）、トレンガヌ大学とサバ大学（マレーシ

ア）、ハサヌディン大学（インドネシア）、オーストラリア博物館、オーストラ

リア連邦科学産業研究機関の研究者と共同調査・研究を行い、伝統芸術・民族学

センター（ラオス）の特別展示においてパネルの日本語翻訳に協力しました。 

社会貢献：県内の自治体と連携し、「鹿児島フィールドミュージアム」の地域

貢献事業を進めました。平成23年度は、同事業として支援した南種子町の「河内

化石」が県指定文化財に指定され、知名町の「大型有孔虫」と「ビーチロック」

が県指定文化財として答申されました。また、鹿児島県が進めている地質露頭の

保存を支援しました。その他にも県内外で文化財の調査指導、講演会を行ってい

ます。 

イベント：平成23年度は、特別展（やきものづくりの考古学— 鹿児島の縄文土

器から薩摩焼まで— ）、研究交流会（世界遺産アンコール遺跡群の自然）、市民

講座（工芸と観光— バリ島におけるビーズたちの変身）、市民講座（鹿児島やき

ものづくりの考古学）、公開講座（土器作りの実験考古学）、自然体験ツアー（薩

摩焼のカオリンと指宿ジオサイトめぐり）、ミニコンサート（フルートの美しき

音色withハープ・チェロ・ピアノ）、特別講演会（オーストララシアの魚類学）、

特別講演会（豪雨災害を越えて— 「奄美遺産」を未来へ— ）を企画・実施しまし

た。 

出版広報：ホームページの情報を随時更新するとともに、ブログで情報発信を

行いました。また、平成22年度年報、ニューズレターNo. 29、特別展解説書を出

版しました。 

標本資料：「総合研究博物館標本収蔵室」が完成し、劣悪な環境にあった標本

の一部を移管しました。また、所蔵標本・資料の整理・登録を進めました。 
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３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

博物館教員が、博物館業務に加え教育研究、国際共同研究・支援、社会貢献等

をバランス良く行っていることは優れた点といえます。博物館活動の特色とし

て、情報発信や地域との連携、市民を対象としたイベントを積極的に行い、博物

館が大学の窓口としての役割を果たしている点が挙げられます。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

改善された点は、「総合研究博物館標本収蔵室」が設置されたことによって、

多くの標本・資料が収納されたことです。これは、今後の標本・資料の整理登録

および活用を考えると、大きな成果です。また、国際共同研究や交流も含めて、

学際的研究がより充実したものになったなどが挙げられます。 

今後改善を要する点として、現在も、学内に分散して保管されている標本・資

料を一元化するために、博物館施設の新設も視野に入れ、取り組まなければなら

ないことです。 

緊急を要する改善点として、平成24年度から学芸員資格取得に関するカリキュ

ラムが大幅に変更され、博物館実習とくに学内実習が必修とされているにもかか

わらず、博物館に標本実習室がなく、十分に貢献することができないことが挙げ

られます。また、インターンシップの受け入れや各学部の教員・学生が標本・資

料を活用するための実習室等のスペースもありません。膨大な数の貴重な標本・

資料があるにも係わらず、それらを十分に活用することができない現状を打開す

べく、標本実習室等のスペースの確保を急がなければなりません。 

 

４．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。   ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

「総合研究博物館標本収蔵室」が出来たこと、博物館業務はもちろんであるが、

その他の教育研究、国際共同研究・支援、社会貢献等もバランス良く行われ、昨

年度に比べて前進こそすれ、後退した点がほとんど認められないことによりま

す。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

施設名：学術情報基盤センター   

 

１．施設の概要（設置目的） 

学術情報基盤センターは計算機システムの教育・研究利用への支援及びキャンパ

ス情報ネットワークの運用管理を行うほか、学内外の情報関連組織と連携して主体

的に研究開発を行い、学内外の情報基盤整備に関して中核的な役割を果たすことを

目的として平成15年4月に設置されました。 

 

２．活動の概要 

平成 23 年度 学術情報基盤センターの実績 
１．学内教育用計算機および学内ネットワークの維持管理 
・電子計算機システムの運用、キャンパス情報ネットワークの運用管理を行って

います。 
２．学生向けのＩＴ資格講座を開催 

・生涯メール講習会（4/27）、ＩＴ資格取得講座（5/16～5/27）、IT パスポート

試験対策講座(9/26～9/30)、Web サイト構築セミナー（8/29～9/2） 
３．学内ネットワークの更新 

・学内ネットワークについて、SINET4 に切り替え、対外接続ネットワークの増

強及び無線 LAN アクセスポイントの増強を図りました。 
４．研究成果に関する情報の収集・整理を全学的に推進 

・研究者総覧に、大学が保有する研究シーズ集が公開できる機能を構築し、両

システムの連携を行いました。 
５．地域社会の活性化につながる地域貢献活動を推進 

・東日本大震災の支援事業の一環として、特定非営利活動法人「イーパーツ」

と「リユースＰＣ寄贈に関する同意書」を締結し、再利用ＰＣを学生ボランテ

ィアの協力を得て、ソフト等の設定・入れ替えを行い被災地へ 70 台送りました。

６．広報活動への協力 
・インターネット配信により、入学式（4/7）卒業式（3/23）の情報発信を行い

ました。 
７．専門的事務能力を持つ人材を育成 

・ＩＴスキルアップ講座（9/13～9/16）を開催しました。 
８．費用対効果の観点から検証を行い経費を節減 

・タブレット型情報通信端末（iPad）を利用し、資料の印刷経費の削減および、

ＴＶ会議システムを利用した委員会を開催しました。 
９．各種システムの運用・更新 

・各種情報システムの開発運用および仮想化システムによる各種サービスの提

供を行うとともに、大学ホームページの技術的支援を行いました。 

・兼業システムの運用を開始（平成２３年４月開始）しました。 

10．法令や情報セキュリティを遵守 
・情報セキュリティ講習会（6/22、2/17、3/7）を開催しました。 

11．情報セキュリティ体制を強化し、情報管理を徹底 
・情報セキュリティポリシー基本方針の改訂及び情報セキュリティガイドライ

ン（利用者心得）を策定し、ＨＰページへ掲載し、全構成員へ周知しました。

・教職員全員に対して、情報セキュリティガイドラインの配布、セキリティＤ

ＶＤの視聴および注意喚起のポスター掲示を行いました。 
・新入生全員に対して、情報倫理ガイドブックを作成し、入学式で配布すると

ともに、在学生には、学部の窓口から配布しました。 
・平成 24 年度から新入生全員に対して、授業の１コマで情報セキュリティに関
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する講義を行うことにしました。 
・情報セキュリティ対策強化のため、不正アクセスパケットの捕捉や情報流出

パケットの記録・証拠保全が可能なシステムの導入を検討し、サイバー攻撃や

ネットワークを介した情報漏洩などの情報セキュリティインシデント発生時の

追跡を行うためのシステムの導入に着手しました。 
12．危機管理対策 

・他国立大学と相互バックアップにおける実証実験について、同意書を締結し、

実験を開始しました。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．地域社会の活性化につながる地域貢献活動を推進 

東日本大震災の支援事業の一環として、特定非営利活動法人イーパーツと同意書

を締結し、ボランティア学生が授業の合間を利用して、PCの洗浄、ソフトの設定・

入れ替えなどを行ったうえでリユースPCの寄贈作業を行っています。鹿児島大学か

らは、70台のリユースPCを被災地の小学校・幼稚園の避難所の方々、仮設住宅の集

会所などに発送しました。 

２．危機管理対策 
全国に先駆けて、大学間連携事業の一環として、鹿児島大学で運用中のサーバな

どの機器やネットワーク等が災害等により使用不能となった場合であっても、学生

等に向けて、 低限の情報発信や大学の情報資産の保全等ができる仕組みの構築を

目的として、他国立大学と大学間データバックアップの実証実験を開始しました。

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．学内ネットワークの更新 
学内ネットワークについて、SINET4 に切り替え、対外接続ネットワークの増強

を図りました。 
２．情報セキュリティ体制を強化し、情報管理を徹底 

情報セキュリティ対策強化のため、不正アクセスパケットの捕捉や情報流出パケ

ットの記録・証拠保全が可能なシステムの導入を検討し、サイバー攻撃やネットワ

ークを介した情報漏洩などの情報セキュリティインシデント発生時の追跡を行う

ためのシステムの導入に着手しました。 

 

４．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

     判断理由 

・東日本大震災の支援事業（PCの寄贈）、危機管理対策（他国立大学との連携）

など早急に取り組むべき課題に対して、迅速に対応しています。 
・ネットワークのSINET4への切り替えやセキュリティ対策への対応など情報基盤

にかかる活動も行っています。 
以上のようなことから、良好に活動していると判断しました。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

施設名：生涯学習教育研究センター  

 

１．施設の概要（設置目的） 

生涯学習教育研究センターは、2003年に鹿児島大学の資源を生涯学習の観点か

ら地域に広く開放していくことを目的に設置されました。次にあげる３つ目標を

柱に教育と研究に取り組んでいます。その目標とは、①鹿児島県の学習文化を育

む発信源となる、②地域リーダー養成の拠点を目指す、③地域に拓かれた生涯学

習体制を整備することの3つです。センターの主な事業としては、公開授業、公

開講座、地域リーダー養成事業などがあり、大学全体で生涯学習を推進するため

の制度設計や教職員のサポートのほか、生涯学習モデル形成に取り組んでいます

。当センターは、センター長（兼務）、専任教員が2名（1名欠員）、兼務教員、

事務補佐員の体制で業務にあたっています。 

 

２．活動の概要 

センターの3つの目標にもとづき、次の活動に従事しました。前期、後期2回あ

る公開授業実施業務とその改善・充実に取り組みました。主に学内に向けては教

職員の理解促進と事務作業の効率化、学外に向けては広報強化と受講生サービス

の向上に努めました。地域リーダー養成に関しては、年度前半までは「かごしま

ルネッサンスアカデミー」健康環境文化コースの教育業務と管理運営、年度後半

は、新生アカデミー立ち上げの準備で、構想案を取りまとめるほか、「地域防災

リーダー養成プログラム」を新規に立ち上げるために自治体との連携に向けた具

体的な協議を行いました。生涯学習体制の整備に関しては、センターと各部局の

教務課等との連携強化に向けた課題の把握、事務経費の確保に向けた活動を行い

ました。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 生涯学習教育研究センターでは、平成18年度より文部科学省振興調整費地域人

材養成拠点形成「かごしまルネッサンスアカデミー」における、健康環境文化コ

ースを所管してきました。本年度事業を終えるに当たり、当該事業について事業

委託元から、総合評価Ａを受けることができました。また、本事業で巣立った受

講生らが、ＮＰＯ法人かごしまルネッサンスを立ち上げるなど、継続して地域再

生リーダーとして活躍しています。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 センターの限られた資源の中で、より効果的に各種事業の管理運営に当たるた

めに次にあげる改善に取り組みました。公開授業ついては、受講生管理データ―

ベースの構築や事務手続きの見直し等を行い、事務の効率化を高めました。一方

、受講生の増加に伴う事務経費を賄うため、受講料配分についての見直しを行い

ました。また、公開授業に対するより効果的な広報を図るために生涯学習講師デ

ーターベースの構築と活用、メルマガ導入準備等も行いました。さらに、公開授

業への学内教員の理解・協力を促すために各部局教務委員会に出向き説明、一定

の成果をあげることができました。 
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４．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

■公開授業については、下記に実績を示す 

 

 

 

 

 

 

 

■かごしまルネッサンスアカデミーについては、下記に実績を示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ポスト・かごしまルネッサンスアカデミーの準備状況 

〈垂水市との協議状況〉 

平成23年11月11日 垂水市実務者打ち合わせ 

平成23年11月22日 垂水市長訪問 

平成23年12月15日 垂水市長訪問 

平成24年1月16日 第1回地域防災リーダー養成に関する垂水―鹿大協議会 

平成24年2月24日 第2回地域防災リーダー養成に関する垂水―鹿大協議会 

平成24年3月23日 第3回地域防災リーダー養成に関する垂水―鹿大協議会 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

施設名：  教育センター    

 

１．施設の概要（設置目的） 

 

教育センター規則第２条で、「センターは、高等教育に関する研究・開発・提

言、全学協力体制に基づいて実施する共通教育・基礎教育の企画・立案・実施、

外国語教育の企画・提言、教育に係る全学的な連絡調整等を行うことにより、鹿

児島大学の教育の充実・発展を図ることを目的とする。」と明記されています。

 このように、全学的に開設されている教育については、原則的に教育センター

が担っていく方向で、教育の充実・発展を図ることとなっております。特に第２

期中期目標・中期計画の中で、以下の５項目に関する目標を設定しています。 

（Ⅰ）進取の精神に支えられた人間力（社会参画意欲を持ち、正しい倫理観を持って社会に貢

献できる強い意思と能力）を培うプログラムを構築するとともに、カリキュラム・マップ

による教育課程の明確化を実施する。 
（Ⅱ）共通・基礎教育課程において、基本的に専任教員により継続的に担っていく方式の導入

を検討する。この基本的な方針は、全学の専任教員が教育に対して同等の負担をすべきで

あるというルール、教育負担基本原則を構築することである。 
（Ⅲ）大学憲章に謳われている「国際社会で活躍できる人材」を養成する必要から、質の良い

外国語教育を推進するために、外国語教育の専任教員を教育センターに確保し、そののち

外国語教育センター（仮称）の設置に繋げ、共通・専門教育における外国語教育の実施母

体とする。 
（Ⅳ）質の良い共通教育を継続的に行うために、教育に係る学共施設等（教育センター、生涯

学習教育研究センター、留学生センター、稲盛アカデミー、国際戦略本部、中央図書館、学

術情報基盤センター、北米センターなど）が連携し、共通教育の企画・運営を効率よく進め

るための組織、高等教育機構（仮称）のような組織の設置を検討し、この組織のあり方に

ついて、教育センターを中心に実務的な実績を積み上げる。 
（Ⅴ）その他、全学的に取り組む必要がある教育プログラム、例えば、学芸員資格関係科目群

や大学院共通科目群などについて、教育センターの下で新しい運営組織を設置することに

より、統括的に企画・運営が行える体制とする。 

 以上の５項目を目標として、教育センターの運営を行っています。 

 

 

２．活動の概要 

 

 平成23年度の主な活動目標は、以下の４項目です。 

（１）人間力養成を主眼とする共通教育改革の完成 

（２）大学院共通科目の運営を教育センターが行う 

（３）学芸員資格科目の必修８科目を教育センターで開講する 

（４）教育センターの企画力向上を明確にし、持続可能なシステムとする 

 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 

第２期中期目標・中期計画に基づき、平成23年度活動目標の4項目について、

以下に説明します。 

（１）共通教育の改革は、当初、平成23年度中に完成し、24年度から導入する予

定でした。しかし、全学部における検討に時間がかかり、学部の意見が平成24

年2月に出揃いました。その結果は、1学部を除く7学部からは原則了承の回答
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が得られましたが、改善等の提案もあり、さらに充実した教育改革案へ進化さ

せて、平成25年度から導入するために再検討することとなりました。 

（２）平成23年12月に、教育研究評議会において、教育センター規則及び教育セ

ンター会議規則の改正が認められ、大学院共通科目・特別コース推進部会と島

嶼学・環境学・食と健康・外国語コミュニケーション教育コース運営委員会が

教育センター会議の下に設置されました。その後、教育センター内で準備を進

め、平成24年度からの本格実施につなげることができました。 

（３）平成23年12月の教育研究評議会において、教育センター共通教育企画実施

部会の下に、学芸員資格科目委員会の設置が認められ、平成24年度からの本格

実施が可能となりました。 

（４）従来から運用されてきた教育センター企画会議（根拠規則なし）と連携す

る形で、共通教育等企画室が平成24年4月から設置されることが決まり、これ

で、企画会議の審議事項の中で、全学的な重要案件とセンター内の案件を分離

して措置できるシステムが整ったことになります。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 

上記の活動目標の項目別に、今後の改善点等を述べます。 

（１）種々の意見等を踏まえ、共通教育課程を人間力養成プログラムと専門基礎

力養成プログラムとして再定義し、平成24年度前半に完成させ、平成25年度か

ら新しい共通教育をスタートさせるべく、最終調整中です。なお、この改革に

おいては、共通教育課程における学習・教育目標とカリキュラム・ポリシーの

設定、学士力との整合性、卒業要件単位数の再検討が含まれています。 

（２）島嶼学教育コースと環境学教育コースの科目群の内容を精査し、重複等の

問題を整理するとともに、副専攻の設置についても検討を始めます。また、外

国語コミュニケーション教育コースについては、各研究科の要望についてアン

ケート調査を行い、適切な科目提供を進めます。さらに、海外短期研修などの

科目群の新設についても検討を進めます。 

（３）学芸員資格科目委員会の運営については、教育センター移行後に、特に問

題なく、順調に運営が進んでいます。 

（４）平成24年度には、新しい共通教育の確定に伴い、運営組織等の見直しを行

う計画です。この組織改編に伴い、教育センター規則及び教育センター会議規

則の改正を行う計画です。特に上記の（Ⅱ）について、共通教育の質保証の観

点から、検討を進めます。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 

 平成23年度の大枠の目標は、上記「２．活動の概要」に述べているように、４つ

の事項でありました。（２）と（３）は一応完成しましたが、大きな課題である 

（１）については、予定通りに進まず１年遅れとなってしまいました。（４）につ

いては、共通教育等企画室が設置されることとなりましたが、共通教育の改革に伴

う組織改編が残っており、達成度はまずまずのところであります。 

 以上のことから、自己評価は「おおむね良好である」と判定します。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

施設名：稲盛アカデミー   
１． 施設の概要（設置目的） 

 

稲盛アカデミーは、鹿児島大学の学内共同教育研究施設として、学生

に対し、倫理、哲学及びその他人間教育の基本的事項に関する教育科

目や経営哲学に関する教育科目を共通教育に提供するとともに、公開

講座や外国人留学生の支援等を通して地域社会及び国際社会との連

携を図ることを目的としております。 

 

２． 活動の概要 
 

１．研究として、『稲盛アカデミー研究紀要』を例年発行し、経営の理念や実践例

等を掲載し、全国の中小企業や商工会議所へ送付しております。 

２．国際交流として、日中稲盛経営研究会を開催し、中国企業の健全な発展に資す

る一方、ベトナム社会科学院にオフィスを設置し、学術交流を通じて、ベトナムの

社会発展に寄与しております。 

３．『稲盛アカデミー叢書』を例年発行し、稲盛和夫氏や著名な識者や経営者の講

義をまとめ、学生にも配布し、人間力養成にも幅広く役立てております。 

４．教育としては、稲盛アカデミーは人間力の育成に関して、幅広い観点から多種

多彩な科目を設置し、学生が自らの人生と真摯に向き合うことに重点を置いており

ます。 

 
３． 特筆すべき取組や成果 

 

①優れた点、特色ある点 

１．昨今の不景気による企業経営の低迷に対し、約 7000 社にも及ぶ企業群から優

れた事例を抽出し、研究を行うことで、景気の低迷における健全な企業発展に貢献

しております。 

２．『人間力の育成』に本学では先んじて真正面から取組み、受講生のアンケート

でも評価されるなど、一定の成果が見られます。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

稲盛アカデミーが発足してまだ３年程度という発展途上の段階にあり、今後も、研

究紀要を毎年発行する一方、科目をさらに充実していくことが必要となっておりま

す。 

 

４． 自己評価結果 
 

    ＜活動状況について＞ 

    □Ⅲ 良好である。 

    ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

    □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

     ＜判断理由＞ 
 

設立されて３年経過しましたが、実際にこの間、研究紀要を特別号含め４号発行し

、稲盛アカデミー叢書を２冊発行しました。受講生数が延べ8000名を超えて、この

蓄積を生かし、昨年、正式に国連の要請を受け、ニューヨーク国連本部・世界人権

会議で演説を行う等、国際的にも評価を受けております。 
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組織評価報告書（平成 23 年度） 

 

施設名：フロンティアサイエンス研究推進センター 

 

１．施設の概要（設置目的） 

本センターは、本学における多彩な研究活動や教育活動を支える四つの施設(

動物実験施設、遺伝子実験施設、機器分析施設、アイソトープ実験施設)と、本

学における先端科学研究を推進し、全人類的課題の解決に挑む三つの研究分野(

先端医療開発分野、異種移植外科分野、遺伝子発現制御分野)とから構成されて

います。 

 

２．活動の概要 

 本学における多彩な研究活動や教育活動を支え、施設を利用する人たちの便宜

を図るために、各施設の整備・充実に取り組みました。 

動物実験施設では、新規に動物実験に取り組む研究者向けの講習会を12回(100

名受講)開催し、外壁の塗装や手すりの更新をおこなうことで、施設の安全管理

の強化を図り、さらに実験動物用の麻酔器や人工呼吸器を更新し、動物愛護に配

慮した動物実験の強化を図りました。遺伝子実験施設では、飛行時間型質量分析

装置を新たに設置し、タンパク質の研究に威力を発揮するとともに、さらに本装

置を用いた微生物同定等の新分野への利用を促しました。DNA依頼解析は約14,70

0サンプルとなりました。機器分析施設では、狭隘化の解消と管理運営の合理化

を図るために、占有面積を494㎡へと拡張するとともに、大学連携研究設備ネッ

トワークシステムを活用拡大し、大学間共同利用と共同研究を推進し、さらに研

究機器を利用する学生・研究者向けの講習会を６回(144名受講)開催しました。

 その結果、本年度に、動物実験施設では15,198名が利用し、遺伝子実験施設で

は324名が利用者として登録し、機器分析施設の利用者は5,336名となっておりま

す。 

また、アイソトープ実験施設の特徴としては、毎年開催する放射線取扱者の安

全講習会(７回、150名受講)以外に、福島の原子力発電所の事故を機に鹿児島市

の放射線の線量率の継続的測定、国へのサーベイメータの提供、人材派遣の他、

福島県農業総合センターの依頼に応じ農産物と土壌の放射能測定をおこないま

した。 

本学における先端科学研究を推進し、全人類的課題の解決に挑むことを主な目

的とする研究部門では、それぞれの研究目標に向かって着実な成果をあげていま

す。 

先端医療開発分野では、膵臓癌の癌幹細胞についての新しい成果を国際学会な

らびに論文で公表し、さらに異種移植に関する成果を基盤研究(S)研究報告書と

して公表することができました。異種移植外科分野では、同種移植の免疫寛容誘

導に関し国際移植学会雑誌の表紙を飾る論文を報告し、また異種移植実験では、

ブタの膵島を糖尿病化したサルへの異種膵島膵島移植による２カ月の正常血糖

維持に国内で初めて成功したことに加え、異種抗原を排除した遺伝子改変ミニブ

タ・サル間腎臓移植で、超急性拒絶反応の回避にも成功し、異種移植実現へと直

結する大きな前臨床移植実験の成果を得ています。遺伝子発現制御学分野では、

異種移植関連遺伝子を導入された遺伝子改変ブタ細胞の効率的取得についての

成果をあげ、論文として公表することができております。 

センターの特徴を活かした多彩な啓蒙活動を実施しました。 

アイソトープ実験施設が中心となり、小・中学生を対象とした「公開講座：放

射線ってどんなもの？」と錦江湾高等学校理数科の生徒を対象の「夏休みサイエ

ンスウィーク―放射線の基礎－」を開催し、それぞれ30名及び20名の参加を得て

おります。さらに、動物実験施設が中心となり、実験動物の分野でも近年注目度
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の高い「ブタを用いた動物実験」に関わる知識と技術の習得をめざして、本学で

「国立大学法人動物実験施設協議会平成23年度実験動物関係教職員高度技術研

修」を開催し、全国から講師・受講生あわせて30名の参加を得ました。機器分析

施設が中心となり、「目の前の海の生物から２億年前の海に記録された隕石衝突

による生物絶滅の危機まで、海を共通点として、種々の共同利用分析機器を駆使

した研究成果」を講演会「海」として開催し、74名の参加を得ています。遺伝子

実験施設では2回の遺伝子実験施設セミナーや13回の技術講習会を通して新技術

の普及に貢献しました。また、異種移植外科分野が中心となって開催した「先進

医用ブタの開発と前臨床研究拠点形成プロジェクト」の公開シンポジウムでは、

国内有数の研究者に加え、産業・政界から約210名の参加者があり、産学官連携

プロジェクトの推進に貢献しています。先端医療開発分野では、若い外科医、研

修医および医学生を対象として、ミニブタを用いた内視鏡手術の講習会などを９

年間継続しておこない、23年度ではセミナーを含めて50名の参加を得ました。 

各施設の利用状況などを公表するために、動物実験施設年報第６号や遺伝子実

験施設年報第７号、機器分析施設年報第11号を発行しました。 

中期計画で掲げられた本年度の課題であるセンターの見直しに関する課題で

は、昨年度の外部評価などの結果に基づいて、研究部門と教育研究支援部門とが、

それぞれ異なるセンターへと改組することが決められました。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

動物実験施設が中心となった「国立大学法人動物実験施設協議会平成23年度実

験動物関係教職員高度技術研修」や機器分析施設が開催した講演会「海」、研究

部門が中心となった「先進医用ブタの開発と前臨床研究拠点形成プロジェクトの

公開シンポジウム」、遺伝子実験施設の所有機器を利用した職員による「DNA解

析初心者向け技術講習会」の開催など、本センターの特徴を活かした講演会や研

修会などが開催され、予想以上の参加者を得ました。 

先端医療開発分野を中心としたミニブタを利用した内視鏡手術の実技講習会

やセミナーの効果が予想以上に大きく、研修医や若手外科医の育成にさらなる効

果が期待できます。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

遺伝子実験施設と動物実験施設における研究機器の整備が進むと共に、機器分

析施設における狭隘化対策が少し前進した。また、機器利用の利便性に関して遺

伝子実験施設においては予約システムを導入した。 

 

４．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。   ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

動物実験施設の利用者が平成18年度では14,310名であったが、平成23年度では

15,198名が利用するなどに代表されるように、センターの役割である本学の多彩

な研究活動や教育活動を支える機能が向上していることを示しています。 

また、先端科学研究を推進し、全人類的課題の解決に挑むことを目標とする研

究部門においても、「先進医用ブタの開発と前臨床研究拠点形成プロジェクト」

のシンポジウムに約210名の参加者を得るなど、研究成果に大きな期待が寄せら

れています。 
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組織評価報告書(平成 23 年度) 
 

施設名：産学官連携推進機構 

 
１． 施設の概要(設置目的) 

産学官連携推進機構は、鹿児島大学の産学官連携活動を積極的に推進することを目的と

し、次に掲げる業務を行っています。 

(1) 共同研究等及び産学官交流の推進に関すること。 

(2) 研究成果の発掘・評価及び知的財産の維持管理に関すること。 

(3) 起業化への研究支援及び人材育成に関すること。 

(4) その他機構の目的を達成するために必要なこと。 

これらの達成のために、産学官連携部門、知的財産部門、ベンチャービジネス部門、管理

部門（研究国際部研究協力課）を設けています。 

 

２． 活動の概要 

(1)産学官連携部門 

 本学で生まれた研究シーズと社会ニーズ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と技術移転を推進するために、産学共同研究のコーディネ

ートや、地域産業界等からの技術相談への対応、公募事業等獲得支援、自治体と共同した

産学官プロジェクトの企画・立案等を行い、また大学の研究成果等の情報発信、産学官交

流活動を支援します。 

(2)知的財産部門 

 各学部・各研究科等と連携し、本学の職員等の教育研究活動から生まれる発明等の知的

財産の創出、権利化及び活用を戦略的に推進します。さらに、知的財産の側面から産学官

連携活動を推進し、「大学の第三の使命である社会貢献」に寄与します。 

(3)ベンチャービジネス部門 

 本学で生まれた研究シーズの利活用として新たな分野への挑戦を支援し、未来へ向かう

力を伸ばすため様々な研究・支援体制を構築します。具体的には、ベンチャー企業や産学

官連携推進事業のためのインキュベーション機能を有する教育研究施設としての機能強

化を目指します。また、ベンチャー創業時に必要な実践ビジネス教育プログラムを大学院

科目として、開講します。 
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３． 特筆すべき取組や成果 

① 優れた点、特色ある点 

（産学官連携部門） 

・産学連携・地域連携コーディネートの実施、鹿児島コーディネーターネットワークの

形成、平川動物公園、鹿児島水族館を活かした地域活性化プロジェクトの実施、またか

ごしま産学官交流会「かごしまの宇宙研究と地域産業」開催等を通じて地域の産学官連

携に貢献しました。 

（知的財産部門） 

・本学大型プロジェクトに関して、特許マップの企画・作成、提供による研究戦略支援

と知的財産戦略との連携を図りました。・知財セミナーを 4 回開催し、企業や一般市民に

も公開し、地域の知財マインドの向上に寄与しました。・知財スタッフ全員が知的財産管

理技能検定 2 級を取得しました。 

（ベンチャービジネス部門） 

・研究プロジェクトへの施設提供による支援 ・教育プログラムの推進 

② 改善された点(又は今後改善を要する点) 

（産学官連携部門） 

・新たなコーディネート手法を工夫して、地域、産業界との連携を研究面だけでなく教育

面に波及させ、人材育成にも貢献しました。 

・鹿児島地域外への情報の発信体制をより一層強化しました。 

（ベンチャービジネス部門） 

・事業化支援のためのデータベースの利活用と「地域産学官連携推進員」との連携を行い

ました。 

・大学発ベンチャーの認証制度とレンタルラボの登記制度を検討しました。 

・教育プログラムのさらなる整備を行いました。  

・施設の一層の整備と運用の効率化を図りました。 

以上の業務を行うために「事業化支援部門」への発展的改組を行いました。 

４． 自己評価結果 

○活動状況について 

 □Ⅲ 良好である。 

 ■Ⅱ おおむね良好である。(標準) 

 □Ⅰ 不十分である。 

判断理由 

産学連携・地域連携を年度計画に沿って着実に推進したことに加え、その活動基盤を構築

しています。知的財産の側面からは、本学の大型プロジェクトの一つについて研究戦略を支

援する特許マップを提供する他、知財セミナーを 4 回開催し、学外に公開することで、地域

の知財マインドの向上に寄与しました。ベンチャー育成の側面からは、これまでの活動をよ

り一層「事業化」へ向かうよう発展的改組が検討され、教育への取り組みも行われています。
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

施設名： 埋蔵文化財調査室    

 

１．施設の概要（設置目的） 

本学キャンパスには 2 つの周知の遺跡（鹿児島大学構内遺跡郡元団地、鹿児島大

学構内遺跡桜ヶ丘団地）が存在し、さらに農学部附属の入来牧場と唐湊学生寮に埋

蔵文化財が包蔵されていることが確認されています。埋蔵文化財調査室は，これら

の鹿児島大学の埋蔵文化財の調査に関する業務を行い，本学内に存在する埋蔵文化

財の保護対策を講ずることを目的としています。 
 

 

２．活動の概要 

平成23年度には学内の施設整備事業に伴い、発掘調査2件、試掘調査2件、立会

調査10件を実施しました。その他、発掘調査等で出土した遺物整理作業は4件分

実施し、そのうち遺物整理作業が終了したものについて発掘調査報告書を作成し

ました。試掘調査や立会調査など小規模な調査成果については、鹿児島大学埋蔵

文化財調査室年報に掲載しています。その他、学内に収蔵している保管場所確認

作業や木製品保存作業を実施しました。 

埋蔵文化財への普及・啓蒙活動としては、学内遺跡調査成果や教員スタッフの

研究成果をもとにした公開講座や小学生の遺跡見学受入事業を実施しています。

その他、教員スタッフは島嶼研究や植物利用や食に関する調査研究にも積極的

に参加、研究発表を行いました。教育面では所有する機器類や調査システム等を

用いた考古学専攻生への調査技術向上に協力、また、学内出土資料も卒論等で使

用するデータとして提供しています。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

埋蔵文化財調査室の特色ある取組としては、国立大学の埋蔵文化財調査部門に

おいて発掘調査用の探査機として導入事例の少ない三次元地中レーダー探査機

を導入していることが挙げられます。本探査機は、発掘調査前に地下の状況を発

掘調査前に把握することができるものです。効率的な調査が可能となり、今後、

より一層の成果が上がることが期待できます。 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．安全衛生面の改善 

調査時における安全管理マニュアルを作成しました。また、平成22年度から遺

物整理作業のために使用していた作業スペースが、換気・照明・湿気などの点で

作業環境が悪く、懸案事項でしたが、平成23年度には施設部の協力も得て、3年の

時限付で環境のよい作業スペースを確保できました。 
 
２．改善を要する点 

 出土品は、学内に数か所に分けて収納していますが、遺物の管理・活用の面か

らも一括収納が望ましく、改善を要するものです。 
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４．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     ※３つのうちいずれかにチェックを入れてください。 

  
     判断理由 

 平成23年度に計画された埋蔵文化財調査については、「２．活動の概要」のと

おりいずれも滞りなく実施しました。発掘調査報告書作成事業についても、遺物

整理作業とともに実施し、報告書1冊を刊行しました。来年度報告予定の遺物整

理作業までほぼ終了しています。 

 教員スタッフはこれらの業務とともに、島嶼や食に関する考古学的調査研究を

実施し、研究活動を行っています。 
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組織評価報告書(平成 23 年度) 
 

施設名：地域防災教育研究センター  

 
１． 施設の概要(設置目的) 

南九州は、風水害や火山災害等の自然災害が頻繁に発生する地域です。こうした災害の

防止と軽減を図るため、地域防災教育研究センターを設置し、災害の実態把握と仕組みの

解明、予測、防災教育、災害応急対応、災害復旧復興等の諸課題に全学的に取り組む体制

を構築しています。災害は時代とともに変遷し、大規模化、複合化しています。こうした

新たな事態に対応した地域防災体制の確立と、それを支える総合的防災教育研究の推進が

喫緊の課題となっていることから、当該センターを設置しました。 

 

２． 活動の概要 

・地域防災教育研究センターの兼務教職員（教員、技術職員）の募集を行い、56 名が兼

務教職員として登録しています。 

・平成 22 年度から２年度にわたって奄美豪雨災害調査を実施した。その結果を報告書に

とりまとめました。 

・奄美豪雨災害から１周年にあたる 10 月 23 日に奄美市において奄美防災シンポジウムを

開催しました。 

 

３． 特筆すべき取組や成果 

① 優れた点、特色ある点 

・学内から 56 名という多くの教員・技術職員の参画を得て、防災に取り組む組織体制が

整っています。 

・平成 22 年奄美豪雨災害の調査研究に取り組み、現地でシンポジウムを開催するととも

に、調査結果を報告書として取りまとめました。 

② 改善された点(又は今後改善を要する点) 

 

 特筆事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

-135-



４． 自己評価結果 

○活動状況について 

 ■Ⅲ 良好である。 

 □Ⅱ おおむね良好である。(標準) 

 □Ⅰ 不十分である。 

 

判断理由 

・組織体制を確立したこと。 

・平成 22 年奄美豪雨災害の調査研究の実施と報告書の作成を行ったこと。 

・平成 23 年 10 月 23 日奄美市におけるシンポジウムを実施したこと。 
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４．医学部・歯学部附属病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-137-



組織評価報告書（平成２３年度） 

 

施設名：医学部・歯学部附属病院 

 

１．施設の概要 

 

鹿児島大学病院は、明治２年３月に薩摩藩医学校及び病院として設立され、現

在では、１７診療センター、２９中央診療施設等で構成される地域の中核的医療

機関として、常に患者さん本位の原点に立った安心で安全な質の高い医療の提供

を目指しています。 

 また、鹿児島県では唯一の特定機能病院として高度な医療を提供するとともに

、医療の安全管理・感染管理体制の一層の強化、人間性豊かな使命感あふれる医

療人の育成、先端的医療技術の開発と診療への導入を推進しています。 

 

 

２．活動の概要 

 

 患者さん本位の診療体制を強化するために、予約制度の強化・充実、診療科間

の連携を促進し、また、地域における中核的医療機関として、地域医療連携の強

化を図るため、救急隊及び各診療科と連携しつつ心肺停止患者の受け入れ体制を

整備しました。 

県内唯一の特定機能病院としての役割を担うべく、医療の安全管理・感染管理

体制の一層の強化のため、職員の研修参加への意識を高め、病院全体としての医

療の質向上を図りました。また、医療人に必要な知(知識)、徳(態度、チームワ

ーク)、体(技術)を身につけさせる体制を整備するため、卒後臨床研修制度の充

実、多様な看護師のキャリア形成支援及び看護師の教育体制の充実、各種専門技

術セミナーの受講と認定資格の取得奨励等を実施しました。先進医療等の承認件

数の増加、難治疾患等も含めた新たな術式の届出促進により先進医療等の開発に

も積極的に取り組みました。 

なお、本院は桜ヶ丘地区に移転してから３７年が経過していることから、良質

なアメニティーの提供、病院機能強化のため、病院再開発を進めており、平成２

５年度の新病棟竣工に向け、工事の円滑な進捗を図りました。 

 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 

 国立大学法人としての責務を果たすべく、平成２３年３月１１日に発生した東

日本大震災における医療支援活動を積極的に実施しました。３月２５日～５月１

日の間に、宮城県石巻市へ医師、看護師、薬剤師、事務職員の構成からなる１２

チーム、９４名を派遣し、また、この他、日本小児救急学会からの要請により岩

手県陸前高田市へ小児外科医師１名、鹿児島県が派遣する「こころのケアチーム

」メンバーとして精神科医師８名、福島県警からの要請により「遺体検案前サー

ベイ要員」１名、日本歯科医師会からの要請により歯科医師１名、歯科衛生士１

名等派遣しました。 

 また、鹿児島県における厳しい医師不足の現状を踏まえ、地域の効率的・安定

的な医師派遣体制を構築するため、平成２３年度から本院に地域医療支援システ

ム学講座（鹿児島県からの寄附講座）を３年間設置し、地域ごとの医療提供体制

の課題の分析や、派遣医師の研修・業務支援体制の研究を行っています。平成２

３年４月に地域医療支援センターを同時に設置し、本寄附講座の研究成果を活用
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し、市町村や医療機関等からの医師派遣の要請に対し総合相談窓口として、医師

派遣の調整等を行えるよう準備を進めています。 

 がん診療に関する鹿児島県拠点病院として県協議会を開催し、地域の病院でも

最新のがん治療を受けられるように拠点病院とかかりつけ医が連携して治療で

きるような仕組みを構築しました。また、鹿児島県下で唯一の日本病院薬剤師会

、日本医療薬学会のがん専門薬剤師養成ならびに九州ガンプロフェッショナル養

成プランの受入れ施設として、高度化する医療に対応する薬剤師養成の支援をし

ています。技術面においても、放射線治療分野において、先進技術のIGRT（画像

誘導放射線治療）を開始しました。これにより高精度放射線治療が可能となり、

毎回の放射線治療精度の向上が達成でき治療効果の向上に貢献しています。正常

組織は極力照射せず腫瘍組織に高線量を照射するIMRT（強度変調放射線治療）も

平成24年度前半に開始予定で準備を進めており、さらにがん診療に貢献しようと

努めています。 

その他、肝疾患相談センターにおいては、鹿児島県とともに県内の保健師等を

対象に地域肝炎治療コーディネータ養成研修を行い、また、臨床検査部門におい

ては、日本臨床衛生検査技師会より「精度保証施設認証」を取得、更なる検査の

質向上のため「ISO15189（臨床検査室－品質と能力に関する特定要求事項）」を

受審し認定施設となりました。 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 

特定機能病院あるいは地域の中核的医療機関として必要な高度医療機器等の整

備充実を図り、安全で質の高い医療環境を提供することができました。特に、PET
-CTの新設や３台目のCT増設により、精密な検査体制を充実させるとともに、検査

待ち時間の解消、患者さんサービスの増進を図りました。 
 また、医師・看護師が患者さん本位の医療に専念できるよう、補助者を適所に

配置し、適正な医療提供体制を整備しました。例えば、入退院支援室の設置によ

り、患者さんへ広くご説明することで、入院予約や入院手続きをよりスムーズに

行っていただけるようになり、また、入院患者さん、外来患者さんへのアンケー

ト調査を実施し、その結果を患者さんのサービスに反映させるように努めていま

す。 

 平成16年から導入された卒後臨床研修制度に対応するため、卒後臨床研修セン

ターを設置し、鹿児島県における医師不足解消等を図っています。本制度の充実

のため、研修プログラムの変更、研修センター内に研修医専用の学習室やラウン

ジルームの開設、最新のシミュレータ機器の導入、実技研修の内容充実、レジデ

ントハウスの開設による研修医の環境改善、研修医に対する各種講習会や講義、

勉強会の定期的な開催等を実施しました。 

なお、良質なアメニティーの提供、病院機能強化のため、病院再開発を進めて

おり、平成２３年度に新病棟の建築工事を開始、平成２５年度には竣工稼働予定

になっています。新病棟稼働の際には、患者さんの療養環境、スタッフの職場環

境の改善が図られます。 
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４．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

 

 ○国立大学法人及び地域の中核的医療機関として、東日本大震災における医療

支援活動を積極的に実施し、また、厳しい医師不足の現状を踏まえその研究

体制、支援体制(寄附講座及び地域医療支援センター設置)を整備しました。

 ○地域の病院でも最新のがん治療を受けられるように拠点病院とかかりつけ

医が連携して治療できる仕組みを構築しました。 

 ○薬学部学生の実務実習において全国から30数名を受入れ入れ、国立大学病院

長会議からの要請に応えるとともに、鹿児島県下の受入れ26施設（104名）

を取りまとめる役を果たしました。 

 ○放射線治療分野において、先進技術のIGRT(画像誘導放射線治療)を開始し、

また、PET-CTの新設や３台目のＣＴ増設により、精密な検査体制を充実させ

るとともに、検査待ち時間の解消、患者さんサービスの増進を図りました。

 ○臨床検査部門においては、日本臨床衛生検査技師会より「制度保証施設認証

」を取得し、また、「ISO15189(臨床検査室－品質と能力に関する特定要求

事項)」の認定施設となりました。 

 ○今年度の研修医マッチング者数は４０名で前年度の２９名を大幅に上回り

ました。 

 ○病院再開発計画の新病棟建築は、予定どおり平成２３年度に建築工事が始ま

り平成２５年度に竣工・稼働予定です。 
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５．教育学部附属学校園 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局等名：  鹿児島大学教育学部附属幼稚園   

 

 

１．活動の概要 

 保護者の理解と協力を得て，教育課程に準じて意図的計画的に保育を進め，全

ての園児の健全な心身の育ちについて成果を上げています。 

また，附属学校園としての本園の在り方について常に改善を図りながら，国の

拠点園・地域のモデル園としての取組，教育実習の実施などについて努力してい

ます。 

 

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

〇 本年度より教員免許状更新講習を学部の協力を得て８月９日（火）に開催し

幼稚園教諭を中心に40名を越える受講者がありました。 

〇 本年度は，学部の心理学科と協力して放送大学（鹿児島学習センター）の第

２学期面接授業「発達心理学基礎実験」（共通科目：心理と教育）を11月24日

（木）・25日（金）に開催し，15名の参加がありました。その際，本園におい

て保育参観，発達心理学実験（被験者は園児）を行いました。  

〇 昨年度よりインターンシップ制（仮称）を実施し，１月下旬～２月に学生４

名の参加がありました。学生にとっては幼稚園の就職に向けてキャリアを積む

ことができるとともに，本園にとっては保育の充実を図ることができ，互恵的

な取組となりました。 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

〇 学部との共同研究ともあいまって，特別な支援が必要な子どもに対する保育

の在り方等について，障害児学科や附属特別支援学校の協力を得て保育参観を

通した指導助言をいただく機会が増え，特別支援教育における職員の資質向上

につながり，当該保護者はもちろん関係機関との連携も深まりつつあります。

また，先進園の視察，関係資料の収集等も進み，得られた知見を意図的計画的

に保育の中で具体的に生かすなど実践の充実を図っています。 

〇 園児の心身ともに健全な成長を支えるPTAについて，全会員が参加する活動

をめざして組織や活動の改革を進めています。 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

 第２回幼稚園評価（職員，２月実施）において65項目中63項目で「大変よかっ

た」「良かった」が７割以上を占め，保護者アンケート（11月実施）において43

項目中42項目で「よく当てはまる」「当てはまる」が７割以上を占めました。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局等名： 鹿児島大学教育学部附属小学校   

 

 

１．活動の概要 

学部と連携して，附属小学校の特色を生かした共同研究や研修を推進します。

 特に，複式教育の研修など，地域の特性に応じた教育研究に取り組み，その成

果と課題を検証することを通して地域社会に還元します。 

 

 

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

本年度より，学部との共同研究を開始し,算数科，外国語活動，家庭科，複式

の４教科等にて取り組んでいます。特に，複式では，年２回の「複式学級を語る

会」で学習指導法の研究を中心に研修を行い，県内外からの問い合わせもあり，

充実した研修会を実施することができました。このような取組により，複式の学

習指導を学ぶ来校研修の受け入れにも対応しております。 

 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 県下の学校への研究の還元として，公開研究会の在り方を工夫していく必要が

あります。特に，分科会については，これまで以上に充実した研究討議となるよ

うに時間枠や内容面を改善しながら，会員のニーズにも対応していきます。 

 

 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

 共同研究は，初年度の取組でしたが，学部と連携を図り，継続的な研究体制が

整備されつつあります。また，年度末には，それぞれの教科等が報告書をまとめ

ることができました。 

今後も共同研究が，県下の先生方へ還元できるようにするためには，ハード面

やソフト面でさらに工夫をするなど改善すべき点があり，学部との連携を深め，

継続的な研究を推進していく必要があります。 

  

 

 

 

 

-143-



 

組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局等名：鹿児島大学教育学部附属中学校 

 

１．活動の概要 

学部教員と附属学校園の連携を図り，教育界の動向や平成２４年度から全面実施
される学習指導要領に対応した実践的・実験的な研究を推進します。特に，以下の
３点を，具体的な取組事項として取り上げます。 
・ 学部と連携ができる利点を生かして,「教育実習」,｢数学教育｣,｢英語教育｣の
３項目については,学部教員と附属学校園教員との共同研究を進めます。 

・  学習指導要領の全面実施に対応できるような授業づくりを大学職員の指導・
助言等を参考にしながら進め，授業づくりのポイントを一冊の本にまとめま
す。 

・ 授業時数，各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間の学習内容，会合
等の見直しを図り，２学期制の利点を生かせるような教育課程の編成を行いま
す。 

 力量ある教員の養成を目指して，参加観察実習，教育実習，採用前実習の推進と
拡充を進め，特に，３年次「教育実習」では，運動会の時期と重ね，学校行事の意
義やよさを経験できるように編成したり，４年次「教職応用研究」では，学生の自
己課題を解決できるように，それぞれの専門教科で研究授業や授業研究を行いまし
た。 

教育研究に取り組んだことを地域社会に還元するために研究公開を実施し，県内
外の各学校に広く情報発信しました。また，事前授業等には学部より学生（教育実
習生含）も参加し，授業の作り方や研究の考え方など学習する機会となり，教員養
成の一端を担った取組にもすることができました。 

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 附属中学校で設定した数学科における学部との共同研究では，学部教員と附属中
学校の教諭が共通のテーマを設定し，年度末（２月 18 日 18：00～キャンセにて）
に県内の数学教育者を集めた鹿児島県数学教育会において，研究テーマについて実
践発表（写真）を実施することができました。 
 

校内において 22 回の研究委員会，10 回の校 
内研究，９回の研究授業を実施し，学部，県・ 
市教育委員会から指導助言をいただき，各教科 
ごとに研究のまとめを行いました。 
 

平成 23 年度の５月 27 日に行われた研究公開 
では，教職員関係者約 339 人，教育学部生 211 
人の計 550 人の参加があり，盛会なものとなり 
ました。また，研究公開では，学部よりゲストティーチャーを招き，指導法研
修のための公開授業を実施することもできました。 
 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 研究公開においては，全体発表と授業のみを見に来られる教育関係者が多いのが

現状で、午後からの分科会と講演会について，出席者を確保できるような取組をし

ていく必要があります。 
大学との共同研究においては，情報収集や公開ができるように会合を設定したり

，研究の結果を冊子にまとめたりするなどの取組を行う必要があります。 
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 ４年次の教育応用研究の希望者が少ない現状があります。教育実習期間以降も，
実習生の部活動参加，教員採用試験に向けての支援，面接，模擬授業指導など継続
したかかわりをもっともつ必要があります。 
 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

 

 「教育実習」，「数学教育」，「英語教育」の３つの分野において共同研究を

進められたことや大学教員から指導助言をいただき授業設計のポイントを１冊の

本にまとめられたことは大きな成果であります。 

 
教育課程の編成において，22 回の研究委員会，10 回の校内研究，９回の研究授

業を実施し，計画的に研究を進められたことは成果としてあげられます。 
 
大学と連携する時間や教育実習生への指導の時間を十分に確保できない現状が

ありました。 
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組織評価報告書（平成２３年度） 

 

部局等名：鹿児島大学教育学部附属特別支援学校 

 

 

１．活動の概要 

(1) 教育学部の教員等と連携を図り，特別支援教育における実践的な指導法研究

を推進します。 

(2) 教育学部の教員養成カリキュラムに協力し，特別支援学校教員をめざす学生

の教育実習を充実します。 

(3) 地域の特別支援教育におけるセンター的な役割を果たすために，保育所，幼

稚園，小・中学校，高等学校への支援を推進します。 

(4) 県内外の特別支援教育関係者を対象に，研修会を実施したり公開研究会を実

施したりすることで，本校の研究成果を発信します。 

 
 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

(1)  教育学部の教員やボランティア学生の協力を得て，FSC（附特スポーツクラ

ブ）を実施し公開します。 

(2)  県内外の特別支援学校に採用予定の学生を対象に，より実践的な採用前実習

を実施します。  

(3)  教育学部以外で，高等学校の免許取得を希望する学生に対して，介護等体験

を実施し特別支援教育の理解啓発を図ります。 

(4)  未就学の子供を対象に，早期教育相談を実施し，障害のある乳幼児に対する

早期の支援を進めます。 

(5)  地域住民を対象に，ボランティア講座（年６回）を開講し，特別支援教育に

対する理解啓発を進めます。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

(1)  限られた職員の中で，より円滑な運営をめざすために，校務分掌を見直し効

率的な組織運営が図られるように工夫しました。 

(2)  教職員の専門性を深めるために，障害児教育学科以外の大学教員も講師とし

て招聘し，校内研究を充実させました。 

  

 
 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

(1) 大学教員と連携した校内研究会を計16回実施し，研究を深めました。 

(2) FSC（附特スポーツクラブ）を，年間38回実施しました。 

(3) 高等学校免許取得希望者５人に対して，介護等体験を実施しました。 

(4) 特別支援学校に採用予定の学生１人を対象に，採用前実習を実施しました。

(5) 保育所，幼稚園への巡回相談を計108回実施，校外支援にあたりました。 
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○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 
平成23年6月28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。 
(実施) 

第2 部局等評価は、国立大学法人評価等への対応、部局等におけるPDCA(Plan―Do―
Check―Action)サイクルの確立とともに、社会に対する説明責任を果たすため、毎年度

実施する。 
2 前項で規定する評価のほかに、部局等は当該部局等において必要な事項を定め、自己

評価を実施することができる。 
(評価方法) 

第3 部局等は、本学が掲げる中期目標、中期計画及び年度計画を確認した上で、部局等

における年度計画を立て、その進捗状況等について、四半期ごとに点検・評価を行う。

評価水準は別表第1に基づくものとする。 
2 前項の年度計画及び四半期ごとの点検・評価結果については学長に報告する。その期

限について、年度計画は当該年度の4月までに、四半期ごとの点検・評価結果については

当該四半期終了後1か月以内とする。 
3 部局等は、毎年度終了後、1か月以内に、前年度における年度計画及び点検・評価結果

を総括し、組織評価報告書(別記様式第1号)を作成して、学長に報告する。 
(結果の公表) 

第4 部局等の組織評価報告書は、本学全体でとりまとめ、本学の組織評価報告書(別記様

式第2号)とともに公表する。 
(結果の活用) 

第5 学長は、部局等からの報告等に対し、改善を要すると判断した場合は、適切な措置

をとることができる。 
(意見聴取) 

第6 学長は、部局等からの報告等に関し、学生等の意見を聴取できる。 
(雑則) 

第7 この要項に定めるもののほか、部局等評価に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この要項は、平成23年6月28日から実施する。 

 

-148-



 
別記様式第1号(第3関係) 
 

組織評価報告書(平成○○年度) 
 

部局名：             
 
Ⅰ 教育 
 1 活動の概要 

  

 
 
 2 特筆すべき取組や成果 
  ①優れた点、特色ある点 

  

 
  ②改善された点(又は今後改善を要する点) 
  

 
 
 3 自己評価結果 
   ○活動状況について 
    □Ⅲ 良好である。 
    □Ⅱ おおむね良好である。(標準) 
    □Ⅰ 不十分である。    ※3つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 
 
  判断理由 
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組織評価報告書(平成○○年度) 

 
部局名：             

 
Ⅱ 研究 
 1 活動の概要 

  

 
 
 2 特筆すべき取組や成果 
  ①優れた点、特色ある点 

  

 
  ②改善された点(又は今後改善を要する点) 
  

 
 
 3 自己評価結果 
   ○活動状況について 
    □Ⅲ 良好である。 
    □Ⅱ おおむね良好である。(標準) 
    □Ⅰ 不十分である。    ※3つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 
 
  判断理由 
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組織評価報告書(平成○○年度) 

 
部局名：             

 
Ⅲ 社会連携、国際交流 等 
 1 活動の概要 

  

 
 
 2 特筆すべき取組や成果 
  ①優れた点、特色ある点 

  

 
  ②改善された点(又は今後改善を要する点) 
  

 
 
 3 自己評価結果 
   ○活動状況について 
    □Ⅲ 良好である。 
    □Ⅱ おおむね良好である。(標準) 
    □Ⅰ 不十分である。    ※3つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 
 
  判断理由 
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組織評価報告書(平成○○年度) 

 
部局名：             

 
Ⅳ 業務運営 
 1 活動の概要 

  

 
 
 2 特筆すべき取組や成果 
  ①優れた点、特色ある点 

  

 
  ②改善された点(又は今後改善を要する点) 
  

 
 
 3 自己評価結果 
   ○活動状況について 
    □Ⅲ 良好である。 
    □Ⅱ おおむね良好である。(標準) 
    □Ⅰ 不十分である。    ※3つのうちいずれかにチェックを入れて下さい。 
 
  判断理由 
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別記様式第2号(第4関係) 
 
  
  
  
  
  

平成○○年度 
 
  
  

組織評価報告書 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

平成○○年○月 
 

鹿児島大学 
 

  

-153-



 
鹿児島大学組織評価報告書(平成○○年度) 

 
  
Ⅰ 教育 

 

1 活動の概要について 

 

  

  

  

2 特筆すべき取組や成果について 

 ①優れた点、特色ある点 

 

  

  

  

  

 ②改善された点(又は今後改善を要する点) 

 

  

  

  

  

 
  
Ⅱ 研究 

 

1 活動の概要について 

 

  

  

  

  

2 特筆すべき取組や成果について 

 ①優れた点、特色ある点 
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 ②改善された点(又は今後改善を要する点) 

 

  

  

  

  

 
  
  
Ⅲ 社会連携、国際交流 等 

 

1 活動の概要について 

 

  

  

  

  

2 特筆すべき取組や成果について 

 ①優れた点、特色ある点 

 

  

  

  

  

 ②改善された点(又は今後改善を要する点) 
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Ⅳ 業務運営 

 

1 活動の概要について 

 

  

  

  

  

2 特筆すべき取組や成果について 

 ①優れた点、特色ある点 

 

  

  

  

  

 ②改善された点(又は今後改善を要する点) 
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別表第1(第3関係) 評価水準 
段階 評価水準 

Ⅳ 年度計画を上回って実施している 

Ⅲ 年度計画を十分に実施している 

Ⅱ 年度計画を十分には実施していない 

Ⅰ 年度計画を実施していない 
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