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Ⅰ．はじめに 

 

本学は、平成 19 年度に「鹿児島大学憲章」を制定し、「学問の自由と多様性を堅持しつ

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

指しています。特に、教育においては、「高い倫理性と社会性を備え、向上心を持って自ら

困難に立ち向かい、国際社会で活躍しうる人材を育成する」ことを掲げています。平成 22

年度には学生等自ら起草した「鹿児島大学学生憲章」が制定され、学生の行動指針として、

「進取の精神の継承、地球的視野の涵養、互いの友情や思いやりの醸成、積極的社会参加」

を宣言しています。 

 

そして、平成 23 年度、全学的な大学運営評価として、PDCA サイクルを構築し、効果的に

運用するため、大学全体の評価システムを見直し、自己評価を全学的に定着させる必要が

あることから、新たに教育研究活動の主体である各部局等の取組を十分に踏まえ、全学で

中期目標・中期計画の達成状況及び年度計画の進捗状況について、点検・評価を行うこと

としました。 

 

すなわち、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」の制度を新設し、本制度に基づき、部局等が個別に策定した計画について、

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し、学長に報告することとなっています。 

併せて、各部局等の組織評価報告書を大学全体で取りまとめ、昨年度は、平成 24 年９月

に「鹿児島大学組織評価報告書」として公表しました。 

 

本年度についても、部局等の平成 24 年度年度計画の達成状況を自己点検・評価して、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た「組織評価報告書」を取り

まとめ、公表することとしました。 

 

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を再確認し、

計画達成に向けた取組を続けていくとともに、本学の教育、研究、社会連携・国際交流等

に対する取組が広く社会に周知され、本学に対する理解がより深まることを願っておりま

す。 

 

                                平成 25 年８月 

鹿児島大学長 

前 田 芳 實 
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Ⅱ．鹿児島大学組織図 
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Ⅲ．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］（９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、

共同獣医学部 

［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］（15 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、理学部、医学部、

歯学部、工学部、農学部・農学研究科、水産学部・水産学研究科、共同獣医学

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］（14 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、自然科学教育研究支援センター、医用ミニブタ・先

端医療開発研究センター、産学官連携推進センター、埋蔵文化財調査センター、

地域防災教育研究センター 
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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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Ⅳ．鹿児島大学全体の組織評価報告（平成２４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24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

鹿児島大学は、第２期中期目標期間の目標・計画の達成に向けて、19年度に策定さ

れた「鹿児島大学憲章」に基づき、自ら困難な課題に果敢に挑戦する「進取の精神」

を有する人材を育成し、地域とともに社会の発展に貢献する知の拠点として、「進取

の気風にあふれる総合大学」を目指し、学長のリーダーシップの下、組織運営の継続

的改善に努め、教育研究等の質の向上に積極的に取り組んでいます。

（１）教育目標等に関する取組

①アドミッション、カリキュラム、ディプロマの３ポリシーの制定

大学の教育目標に準拠した各学部の教育目標を整備し、大学のWebサイトに掲載

するとともに、各学部、学科等の単位で22年度から見直しを進めていたアドミッシ

ョン、カリキュラム、ディプロマの３ポリシーを制定し、各学部のWebサイトに掲

載したことで、各学部の入学から卒業までの学士教育の方針の「見える化」を図り

ました。

②「大学IRコンソーシアム」への参加

同志社大学が主導し、13の国公私立大学が加盟する「大学IRコンソーシアム」

に参加しました。大学IRコンソーシアムは、教学についてのIR（Institutional Re

search）機能を開発・研究することを目的としており、参加大学間の教学に関する

比較分析や教育改革及び評価体制の充実を図ることができます。

（２）「進取の精神」を有する学生の育成

①共通教育等企画室の設置

新たに教育担当理事を室長とする「共通教育等企画室」（「室」は大学の運営に

係る企画立案及び実施をつかさどり学長の下に置かれています。）を設置し、既存

の「教育改革室」「教育センター」と連携して共通教育カリキュラム改革ができる

よう共通教育の企画立案機能の強化を図りました。

②学士力を培うための教育センターの教育改革

教育センターでは、24年度に共通教育科目の学習・教育目標とカリキュラム・ポ

リシーを策定するとともに、24年度まで共通教育科目（教養、情報科学、外国語、

体育・健康、日本語・日本事情）及び基礎教育科目から成り立っていた共通教育科

目について、25年度からは「市民として行動できる能力」を育成するために、人間

力の基本要素である実践力・判断力・精神力・知力・身体力・コミュニケーション

力を養成する「人間力養成プログラム」及び専門教育を学ぶための基礎能力養成を

主眼とした「専門基礎力養成プログラム」に再構築し、開講することになりました。

③大学院共通科目及び大学院全学横断的教育プログラム改革

大学院共通科目で実施していた大学院生の英文構築力及び読解力の向上を目的と

する「インテンシブ英語アカデミック・クラス」を「外国語コミュニケーション教

育コース」に名称変更し、平成24年12月に大学院担当教員及び大学院生に対し「授

業に関するアンケート」を実施し、その分析を基に25年度以降の授業内容等につい

て検討しました。なお、25年度は、講義科目を全研究科教員出動型の講義に再編し、

バリエーションを広げ学生がより受講しやすくするための工夫を行っています。

また、大学院全学横断的教育プログラムでは、「島嶼学教育コース」「環境学教

育コース」「食と健康教育コース」を開講しており、25年度から島嶼学教育コース

において新規に海外研修を含めた「太平洋島嶼学特論」を開講することになりまし

た。
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④社会人向けリカレント教育の充実

社会人向けに履修証明プログラムを５件（うち２件は新規）開講しました。

新規に開設したプログラムの内１件は、稲盛和夫氏（京セラ株式会社名誉会長）

及び京セラ株式会社からの寄附により設置されている「稲盛アカデミー」において、

平成25年１月から鹿児島県域の社会人を対象に、経営者や地域社会のリーダーとし

て活躍する人材を育成していくことを目的として「稲盛経営哲学」を学ぶ「稲盛経

営哲学プログラム」を開講したものです。

また、現職の小・中学校教員向けの履修証明プログラムの「コアサイエンスティ

ーチャー養成プログラム」を開講し、24年度は22人（うち現職教員14人）が修了し

ました。さらに、教員免許状更新講習に関する授業については、開講科目が23年度

と比べて23科目増加（101科目）しました。

（３）学生支援体制の充実・強化

①ピア・サポート制度の発足

24年度からピア・サポート制度（鹿ナビ）が実質的にスタートし、履修登録支援

やワークショップ「教えて先輩！語ろう会」の開催、学生相談、オープンキャンパ

スでの高校生相談、就職支援イベント、障害を有する学生への支援等を行いました。

②学生支援体制の充実・強化

全学の「学生何でも相談室」の機能強化として各学部等にも「学生何でも相談室

窓口」を置くこととし、25年度開設に向けて環境整備を図りました。

また、障害を有する学生の支援のため、「障害を有する学生の修学支援に関する

指針」を制定するとともに、講義室での受講に支障のある学生が保健管理センター

等でリアルタイムに授業を受けることができる遠隔学習システムを導入し、25年度

から運用することになりました。

③新たな学生支援プログラムの創設

「鹿児島大学学生憲章」の趣旨に則り、「進取の精神」を継承していくことを目

的として、学生自らが企画・運営・実施するプログラムを大学が援助する「進取の

精神チャレンジプログラム」制度（学生版GP制度）の検討を行い、25年度から実施

するよう制度の構築を行いました。

また、文部科学省が主催するサイエンス・インカレ事業への応募を支援するため

「サイエンス・インカレ支援要項」を定め、４組の学生や学生グループを支援しま

した。

（４）地域・他大学との連携強化による教育の質の向上

①大学地域コンソーシアム鹿児島の取組

鹿児島県内の12の大学等の連携組織である「大学地域コンソーシアム鹿児島」に

おいて、「かごしま教養プログラム」及び「かごしまフィールドスクール」を実施

し、県内の大学、高専、短大等の学生約70人が参加し、講義とは別に２泊３日のフ

ィールドスクールを実施しました。

また、大学地域コンソーシアム鹿児島と本学FD委員会とで連携し、FD・SD合同フ

ォーラムを11月に「FDの目的再考－実質的なFDとは何か－」のテーマで実施し、県

内各高等教育機関から57人が参加しました。

（５）水産学部附属練習船「かごしま丸」の取組

24年度は、６つの大学・研究科が「かごしま丸」を共同利用し、航海日数中の共同

利用率33％を達成しました。また、平成24年3月に就航した新「かごしま丸」におい

て、本学では初となる「まき曳網」及び「表中層トロール」の操業を行いました。あ

わせて、観測機器等の操作習熟・調整や新たな実習メニューを提供するとともに、着

底トロール操業実習手順の標準化や乗船経験の無い学生のための安全ガイダンス資料

および実習教材を完成させ、実習ガイダンスで活用しました。

さらに、25年度に向けて、放送大学との協議や熊本大学理学部による試行、北海道

大学の「おしょろ丸」との間で共同利用申請書の書式等を統一しました。

なお、25年度は、国内の９つの大学・研究科（東京大学、熊本大学、放送大学が新
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規利用）とフィリピン大学ヴィサヤス校が利用することになりました。

（６）獣医学分野の国際水準を目指した教育機能の強化（共同獣医学部の取組）

平成24年４月より国内初となる共同学部として、山口大学との教育連携に基づく共

同獣医学部が設置され、31人の学生を受け入れました。６月には山口大学とのインタ

ーネット中継を交え、共同獣医学部設置記念式典を両大学で開催しました。またリア

ルタイムに遠隔授業を行うことが可能な双方向性遠隔授業システムを５基設置しまし

た。このシステムは授業ばかりでなく、定期的に開催される共同獣医学部協議会（テ

レビ会議）においても威力を発揮、入試、教務、学生支援、広報、FDなど必要に応じ

た情報交換や協議を、緊密な連携作業で行うことができるようになりました。教員は

もとより事務職員も対面式に近い環境で意見交換でき、効果大でした。講義では、専

門科目においては、双方の学生が互いに移動し一緒に受講する「獣医学概論A・B」が

行われ、学生たちは親交を深め、刺激的交流を体験できました。平成25年３月の協議

会では、授業評価を含め、実施したカリキュラム等の総括を行うと共に、25年度に向

けての対応が協議されました。

一方、欧米水準の獣医学教育を目指し、北海道大学、帯広畜産大学及び山口大学と

の共同による「国立獣医系４大学群による欧米水準の獣医学教育実施に向けた連携体

制の構築」が、文部科学省の国立大学改革強化推進事業に採択されました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、17～43頁をご覧下さい。

２．研究

（１）「島嶼」、「環境」、「食と健康」の研究領域への支援

①「島嶼」に関する研究

平成24年６月、ミクロネシア連邦コスラエ州でデング熱媒介蚊の分布調査を実施

し、８月には、同連邦ポンぺイ州のピンゲラップ環礁及びチューク州ピス島でミク

ロネシア地域における自然・社会環境の変化がどのように個人の生活に影響してい

るのかを明らかにする総合調査を実施しました。また、国内では与論島や屋久島、

硫黄島における農林水産資源の有効活用に関する現地調査を実施しました。なお、

本学の調査後に同連邦コスラエ州でデング熱の流行が発生したことから、調査結果

の提供と対策への助言を行いました。

平成25年３月に鹿児島県島嶼部の多様性に関する研究の成果として、英語書籍の

「The Islands of Kagoshima」を刊行しました。

②「環境」に関する研究

研究コアプロジェクト（環境）の地球温暖化グループでは、鹿児島県出水市と小

水力発電実験の共同研究を行い、小水力発電実験プラントを設置し、平成24年12月

に点灯式を行いました。また、平成24年11月に三井住友財団より外部資金を獲得し、

一年間のスマートハウスの社会実験を実施することになりました。さらに、鹿児島

環境学プロジェクトにおいて、鹿児島県生物多様性戦略の策定に向けて協力を行う

とともに、環境省の受託調査を実施しました。

③「食と健康」に関する研究

平成24年11月に鹿児島県工業倶楽部と共催してシンポジウム「鹿児島の食生活・

食文化と機能性食品」を開催し、190人が参加しました。

（２）国際水準の研究への取組

医用ミニブタを用いたブタ・サル間の異種移植において、腎移植実験の継続に加え、

肺移植実験を世界に先駆けて開始しました。ブタ・ブタ間の同種移植では、組織適合

性抗原確立GalTノックアウトミニブタを国内で初めて作成し、その成果が国際異種移

植学会誌に掲載されました。
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（３）若手研究者・女性研究者支援の取組

若手研究者・女性研究者への研究支援の募集を行い、申請のあった115人に対して、

933万円の助成金を配付しました。また、科学研究費補助金（科研費）の基盤研究（Ｂ）

を申請予定の研究者に対して、過去に科研費の大型研究種目に採択された教員30人を

相談員とし、個別相談を行う体制を整備しました。

また、科研費申請の際のポイントをまとめた「科研費申請のポイント」冊子の作成

や「科研費獲得の方法とコツ」をわかりやすく解説した著書を出版している外部有識

者を招聘し、講演を行いました。

（４）学内共同教育研究施設等を用いた研究支援体制の充実

①学内共同教育研究施設の整理

既存のフロンティアサイエンス研究推進センター（FSRC）を廃止し、自然科学教

育研究支援センターと医用ミニブタ・先端医療開発研究センターの２センターに機

能を分離し、平成24年４月に設置しました。また、産学官連携推進機構を改称し産

学官連携推進センターを設置したことや埋蔵文化財調査室を改称し埋蔵文化財調査

センターを設置するなど、学内共同教育研究施設の整理を行いました。

②各実験施設等における研究環境の整備

動物実験施設では、施設利用料金規則の制定や施設利用予約システムを導入し、

利用しやすい環境を整えました。遺伝子実験施設では、利用予約システムを４月か

ら運用し、２月までの11ヶ月で24,483件のアクセスがあり、1,888件の予約登録が

ありました。また、機器分析施設にレーザーラマン顕微鏡やNMR用ヘリウム凝縮装

置を設置し、アイソトープ実験施設では、高純度Ge半導体検出器の周囲を覆う鉛遮

蔽体を設置するために床面補強工事を行うなど、研究施設の環境を整えました。

（５）大学の特色を活かした研究活動の状況

①「難治癌を標的治療できる完全オリジナルのウイルス遺伝子医薬の実用化のため

の前臨床研究」が厚生労働科学研究費補助金に採択

大学院医歯学総合研究科遺伝子治療・再生医学分野において「難治癌を標的治療

できる完全オリジナルのウイルス遺伝子医薬の実用化のための前臨床研究」が、24

年度の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〔がん関係研究分野〕）に採択され、研究支援として３年間の補助を受けること

になりました。

②24年度科学技術分野文部科学大臣表彰受賞

水産学部と理工学研究科（理学系）の２教授が、青少年を始め広く国民の科学技

術に関する関心及び理解の増進等に寄与し、又は地域において科学技術に関する知

識の普及啓発等に寄与する活動を行ったとして、理解増進部門での文部科学大臣表

彰を受賞しました。

③鹿児島大学ブランド焼酎「進取の気風」の発売

焼酎・発酵学教育研究センターが、鹿児島県内の醸造会社と協力し、新焼酎「進

取の気風」を完成させ、平成25年２月に発売を開始しました。新焼酎は、平成23年

５月にスペースシャトルエンデバーの最終フライトで宇宙に滞在した酵母を基に、

県の協力を得てスクリーニングした宇宙篤姫酵母と黒麹の組み合わせで醸造したも

のです。

なお、個別の部局ごとの詳細については、45～107頁をご覧下さい。

３．社会連携、国際交流 等

社会連携・社会貢献
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（１）地域的課題の解決を目指した連携や研究等の取組

「鹿児島フィールドミュージアム」を発展的に解消し、「鹿児島バーチャル地質博

物館（仮称）」を構築することになり、産業技術総合研究所と共同研究を平成24年９

月に締結し、鹿児島県地学会と共同で編集委員会を立ち上げ、Webで発信する写真や

解説等の収集・編集方針を検討しました。

（２）鹿児島県内の自治体等と連携した取組

①地域防災教育研究センターの取組

文部科学省、県教育庁が実施する「実践的防災教育総合支援事業」への参加要請

に対し、自治体の防災関係委員会への委員派遣や防災教育モデル事業への講師派遣

を行いました。

②薩摩川内市と次世代エネルギーに関する協定の締結

平成24年５月に薩摩川内市と次世代エネルギーに関する協定を締結し、太陽電池

モジュールの信頼性に対する火山灰・火山性ガスの影響調査研究プロジェクトを実

施しました。平成25年１月の第３回産学官交流会において「かごしまの次世代エネ

ルギーと活用事例」を開催し、本学と薩摩川内市の取組について発表を行いました。

国 際 交 流

（１）北米教育研究センターの取組

北米教育研究センター事業において、将来国際的な場で活躍できる研究者、技術者、

教育者、起業家、弁護士、会計士など国際的プロフェッショナル養成のための夏季実

習コースとして、「国際プロフェッショナル養成プログラムinカリフォルニア」を実

施し、本学から18人、共催大学から７人（東京工業大学２人、新潟大学１人、京都大

学１人、徳島大学１人、東京歯科大学１人、福岡工業大学１人）の学生が参加しまし

た。

（２）国際化教育環境の整備

①学生及び教職員の海外研修支援

「海外研修基礎コース」について、北米教育研究センターにおいて実施している

既存のカリフォルニアコース以外に、アルバータ（カナダ）、ハワイ、シンガポー

ル、香港のコースを新たに開講したことで全11コースとなり、24年度に150人の学

生が参加しました。

また、指定校への留学支援事業について、中国、韓国等の大学間交流協定校へ７

人を派遣し、250万円の支援をしました。

若手教員海外研修支援事業については、新たに北米枠を設け、アメリカ、イギリ

ス、フランス、ドイツ、スイス、スウェーデン等に11人の研修者を派遣し、約1,880

万円の支援をしました。

②留学生支援への取組

国際交流会館３号館について、平成24年４月に建設着工し、平成25年３月に竣工

しました。なお、平成25年４月から供用を開始しました。

③海外向けの情報発信等についての取組

英語版Webページの整備・充実を図るためデータ更新等を行い、「留学生ハンド

ブック」の英語版及び韓国語版について、本学のWebページに掲載しました。

④渡日前（現地）入学試験の取組

大学院人文社会科学研究科において、外国人留学生特別選抜指定校推薦入試の募

集要項を公表し、予備資格審査を中国の湘譚大学・山東師範大学・長江師範学院を

対象に、平成25年３月にSkypeを利用し実施しました。

（３）海外の研究機関等との連携について

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）について24年度は

最終年度にあたることから、平成24年11月にインドネシア、マレーシアの関係機関及
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び大学から研究者６人を招聘した記念シンポジウムを開催しました。また、新規に大

学間学術交流協定を４機関（中国、韓国、アメリカ、トルコの各大学）と、部局間学

術交流協定を４機関（韓国２大学、インドネシア２大学）と締結しました。

平成25年２月に留学生センター企画のFD・SD事業としてフランスの研究機関から国

際プロジェクトのコーディネーターを招聘し、英語による「異文化適応支援ワークシ

ョップ」を実施し、教職員12人が参加しました。

（４）「鹿児島大学友好大使」について

24年度に「鹿児島大学友好大使」委嘱及び学術交流・共同研究の可能性を探り、学

長等によるブラジル、タイ、ミャンマーへの訪問を実施しました。

また、カリフォルニア州パロアルト市においてアメリカで初めての友好大使委嘱式

の実施や中国北京市で中国人民大学の教授等に友好大使を委嘱するなど、海外ネット

ワークの拡充を図りました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、45～107頁をご覧下さい。

４．業務運営

業務運営の改善及び効率化

（１）大学運営の企画立案体制の強化

各種案件に対する迅速な対応と情報の共有化が行われる体制を目指して23年度に設

置した「室」（理事・部長を中心に、法人運営に関する企画立案機能をつかさどりま

す。）について運営の状況を検証し、有効に機能していることを確認するとともに、

より機動的な運営が実施できるよう、全ての「室」に適宜必要な人材を加えられるよ

うに要項の改正を行いました。

（２）学長裁量経費等による戦略的資源配分について

学長裁量経費について、中期目標である「進取の精神」を有し、地域社会及び国際

社会で活躍しうる人材育成のため、「進取の精神の涵養、学習環境の充実」の領域と

して鹿児島大学法科大学院奨学金制度や鹿児島大学学生海外研修支援事業等に3,935

万円、「地域とともに社会の発展に貢献」の領域として先進医用ミニブタの開発研究

や奄美豪雨災害の総合的調査研究等に3,770万円、「全構成員の責任ある教育研究運

営への参画」の領域として若手教員海外研修支援事業等に3,900万円、その他、24年

度の年度計画への支援として2,595万円の総額１億4,200万円を配分しました。

（３）教育研究環境整備について

24年度当初予算において、予算編成方針を見直し、新たに教育研究環境整備のため

の「臨時的経費（総額１億円）」を確保し、講義室の机、椅子の整備、附属小学校の

プール補修等の施設整備等に充てました。また、学内変更予算において、排水管理シ

ステム（ICP発光分光分析装置及びガスクロマトグラフ質量分析計）を整備しました。

本システムを導入することにより、排水の状況を綿密に調査することが可能となると

ともに、排水管理教育を行うことができるようになりました。

（４）男女共同参画推進に向けた取組

男女共同参画の推進に向けて「部局等における男女共同参画推進に係る方針等」を

作成し、男女共同参画推進センターと部局等が進捗管理を行うことになりました。ま

た、女子学生のキャリア形成支援の一環として「輝く女性研究者たち－鹿児島大学ロ

ールモデル集－」を作成し、発行しました。
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財務内容の改善

（１）人件費ポイント制の導入

24年度から合理的な人事・人件費管理を可能とするため、16年度の文部科学省人件

費積算単価を基準値として算出される「定数ポイント」に対して、年齢や構成員の職

階により変動する「職階ポイント」が超過しないように採用・昇任等を行う「人件費

ポイント」制を導入しました。

（２）管理的経費削減に向けた取組

24年度管理的経費は、８億6,673万円で、削減計画の目標額に対して2,222万円の減

額で、21年度削減基準額に対しては5.4％削減（目標削減率３％）となり、年度計画

を上回る削減となりました。

（３）保有資産の効率的・効果的運用

22年度に売却を決定した職員会館「天心荘」は、建物を取り壊し、跡地を競争入札

に付し、落札されました。

（４）安全かつ収益性に配慮した資金運用

使途特定寄附金の余裕金21億5,000万円を運用し、他の財源で生じた余裕金につい

ても短期運用を積極的に行った結果、総額1,433万円の収益を獲得し、その収益を学

業成績優秀学生85人及び大学院司法政策研究科学生９人に対して奨学金として給付し

ました。

自己点検・評価及び情報提供

（１）自己点検・評価・改善システムの強化・拡充

①Fact Book（第二版）の作成

「大学概要」「学校基本調査」「大学情報データベース」の各種データを基に23

年度に初めて作成・発行した「Fact Book」について、第二版を作成し大学の全構

成員に配付することで、大学の現状について周知を図りました。

②九州地区大学IR機構への参画

九州大学が主導する評価・IR人材の育成システムのネットワークを構築する「九

州地区大学IR機構」へ参画しました。

（２）広報体制の充実と積極的な情報提供活動の推進

広報体制の強化のため、企画立案及び実施をつかさどる「広報室」と企画立案され

た事項を実施する「広報センター」の位置付けを明確にしました。また、学内に設置

されているインフォメーションセンターにおいて、大学ブランド焼酎やグッズの販売

を再開し、新焼酎「進取の気風」が年間100万円近くの売り上げとなりました。その

他、県外に対する広報活動の拡充のため、朝日新聞の「大学ランキング」、読売新聞

の「読売高等教育ルネサンスフォーラム2012」に本学の紹介を掲載しました。

その他の業務運営

（１）法令遵守に向けた取組

全学的なコンプライアンス推進のため、平成24年４月に「コンプライアンス推進に

関する規則」及び「コンプライアンス推進室要項」を制定し、同４月に運営に関する

企画立案を行う「コンプライアンス室」と室の事務を担う「コンプライアンス推進係」

を設置しました。12月には、「コンプライアンスに関する研修会」を監査法人のトー

マツから講師を招き、桜ヶ丘地区と郡元地区においてテレビ会議システムを用いて実
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施しました。本研修会では、個人情報保護管理及び法人文書管理に関する研修も実施

し、約150人が受講しました。

また、公的研究費に関する不正防止基本計画の見直しを行い、不正に関する具体的

な要因や背景を体系的に整理し、その要因に対する取組及び今後必要な計画を示した

「不正防止計画」を策定しました。

（２）情報セキュリティ体制強化と情報管理の徹底

情報セキュリティ体制の強化として、学術情報基盤センターで「情報セキュリティ

・マネジメント・システム」（ISMS）取得のための１次審査、２次審査を受審し、全

ての事項で適合と判定されました。

また、昨年から継続している山口大学とのデータバックアップ実証実験では、リア

ルタイムのバックアップに向けての準備が完了しました。

さらに、学内の諸会議や打合せ等でのペーパーレス化を促進するため、タブレット

端末の利用を始め、併せて端末利用の利便性の向上のため、事務局内の無線LAN環境

を整備しました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、45～107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14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。

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自然科学教育研究支援センター、⑪医用ミニ

ブタ・先端医療開発研究センター、⑫産学官連携推進センター、⑬埋蔵文化財調査セ

ンター、⑭地域防災教育研究センター

なお、自然科学教育研究支援センター及び医用ミニブタ・先端医療開発研究センタ

ーは、フロンティアサイエンス研究推進センターを24年度に改組した施設です。また、

埋蔵文化財調査センターは、埋蔵文化財調査室を24年度に改称した施設です。

主な活動として、次が挙げられます。

（１）稲盛アカデミーの取組

稲盛和夫氏及び京セラ株式会社からの寄附により設置されている「稲盛アカデミー」

において、平成25年１月から鹿児島県域の社会人を対象に、経営者や地域社会のリー

ダーとして活躍する人材を育成していくことを目的として「稲盛経営哲学」を学ぶ「稲

盛経営哲学プログラム」を開講しました。（「１．教育（１）④」の一部を再掲）

（２）地域防災教育研究センターの取組

文部科学省、県教育庁が実施する「実践的防災教育総合支援事業」への参加要請に

対し、自治体の防災関係委員会への委員派遣や防災教育モデル事業への講師派遣を行

いました。 （「３．社会連携、国際交流 等 社会連携・社会貢献（２）①」の再

掲）

なお、個別の施設ごとの詳細については、109～136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
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「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

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。

（６）附属病院に関する取組状況

１）教育・研究面

①卒後研修の充実への取組

23年度に改正されたプログラムを実施し、18人が研修を終え、研修医へのアン

ケート等の結果を協力施設にフィードバックすることとなりました。また、病院

内の研修ローテーションを研修医の要望に応じて変更するなど、研修環境の充実

を図りました。

②人材育成の取組

病院の診療科と協力し、研修医向け講義を19回、研修センター内での研修医主

催の勉強会を７回、Webカンファを７回開催しました。また、新たに全診療科参

加のワーキンググループを設置し、研修医の研修状況や要望の把握、講義等の充

実を図りました。

③先進医療等の開発、研究への取組

「慢性心不全に対する和温療法（入院患者のみ該当）」「急性リンパ性白血病

細胞の免疫遺伝子再生構成を利用した定量的PCR法による骨髄微少残存病変（MR

I）量の測定」が先進医療として認可されました。

２）診療面

①関連病院との連携強化について

鹿児島県肝疾患拠点病院等連絡協議会や鹿児島県肝疾患診療連携ネットワーク

研修会等を開催し、関連病院等との連携強化を図りました。

また、がん治療に特化した高度先進的知識と技術を修得し、必要な資格取得を

目指す薬剤師を対象に「がんプロフェッショナル養成基盤推進プランがん専門薬

剤師養成コース（インテンシブ）」を実施し、平成25年１月に北薩地区、大島地

区、２月に曽於・肝属地区、南薩地区で９人の薬剤師が講義・実技指導を行いま

した。

②医療安全・感染対策等の取組

一部の医療材料について、規格及び洗浄・消毒等の運用手順を統一化しました。

また、多剤耐性菌の伝播の要因となる蓄尿の抑制通知、感染制御部門と栄養管理

部門を中心として食中毒対応マニュアルの作成を開始する等の感染症対策を行い

ました。

また、職員の抗体価について、病院で管理するだけでなく職員個人で管理がで

きるよう、データを通知するとともに、常時携帯する「医療安全・感染対策 医

療スタッフマニュアル」（第３版）に記載することとしました。

３）運営面

①患者本位の運営体制の強化について

医療ソーシャルワーカー（MSW）を３人増員するととともに退院支援看護師を

配置し、退院支援体制の強化・整備を図りました。また、ボランティアによるク

リスマスコンサートや絵画、写真等の展示など、院内環境の改善を図る取組を行

いました。

②病院の再開発等の取組

建設中の新病棟について、診療科配置やモックアップの検証結果に基づく病室

内医療コンソールの修正、特室レイアウトの修正等を検討しました。また、ヘリ

ポート設置等に伴う関係機関への訪問説明や基幹整備となる新病棟ライフライン

用設備廊下設置工事が平成25年３月に完了するなど、新病棟稼働に向け順調に進

捗しています。

③病院収入の増加に関する取組

空床の有効利用のため、病床マネージメントワーキンググループを立ち上げ、
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アンケート調査や効率化係数の検討を行い、病床配分の基準を定め、２回の病床

配分を実施したことで、病床稼働率83％台を維持しました。

また、適正な診療報酬請求を行うため、DPCコーディング委員会で、DPC未入力

や不備への対応を検討し、病棟クラークを中心に医務課入院係、診療情報管理士

の３部署が連携し、医師の病名・DPC決定に対してサポートする新DPCコーディン

グ体制を構築しました。

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。

（７）附属学校に関する取組状況

１）学部等との連携による共同研究・研修の取組

学部教員と附属学校園教員が連携し、13件（23年度10件）の共同研究（幼稚園２

件、小学校４件、中学校４件、特別支援学校３件）を実施しました。

なお、小学校では、公開研究会の指導助言者をしていた学部教員を共同研究者と

位置付け、研究構想段階から連携を図りながら共同研究を実施する体制を構築しま

した。特別支援学校では、これまでの共同研究の成果を学部教員との共著で平成25

年２月に「特別支援教育の学習指導案と授業研究」として刊行しました。

２）新学習指導要領に基づく学習指導法の研究への取組

附属中学校において、４年間の研究をまとめた授業設計冊子を発行し、平成24年

５月の研究公開において、冊子内容についての授業と分科会を実施し、県内外から

多数の参加を得ました。

３）教員養成カリキュラムの開発等

教員としての職能形成過程と到達度を可視化する評価システム開発を継続して実

施し、可視化した情報を基に、学部と共同で改訂した教育実習評価規準・基準によ

る教育実地研究の受講学生の評価を実施しました。

教員免許状更新講習で、附属学校園の教員を中心に８科目を開設、124人が受講

しました。附属幼稚園では、学部教員と連携し、教育要領を踏まえて幼稚園教育の

本質と今日的課題について実技や方法交換を交えながら、ゲストティーチャーを招

いてきめ細かな内容で実施しました。附属小学校では、受講者の要望に応えて全教

科を２つのグループに分けて実施しました。

４）公開研究会等の取組

公開研究会について、附属小学校において分割方式で実施していた分科会を、１

分科会としてまとめ、ワークショップ形式やパネルディスカッション方式を採用す

る等の改善をしました。また、附属中学校では、研究公開終了後に「自らよりよい

未来を創る生徒の育成」という研究テーマを設定し、36回の研究委員会と10回の校

内研究を行い、理論的・実践的な研究を行いました。

なお、公開研究会の学内外からの教職員及び学生の参加者は、附属幼稚園120人、

附属小学校730人超、附属中学校598人、特別支援学校230人でした。

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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Ⅴ．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・・・・・・・・・・・・・ 17 （１）附属図書館・・・・・・・・・・・109

（２）教育学部・・・・・・・・・・・・・ 18 （２）保健管理センター・・・・・・・・111

（３）理学部・・・・・・・・・・・・・・ 20 （３）国際島嶼教育研究センター・・・・113

（４）医学部・・・・・・・・・・・・・・ 22 （４）留学生センター・・・・・・・・・115

（５）歯学部・・・・・・・・・・・・・・ 23 （５）総合研究博物館・・・・・・・・・117

（６）工学部・・・・・・・・・・・・・・ 25 （６）学術情報基盤センター・・・・・・119

（７）農学部・・・・・・・・・・・・・・ 27 （７）生涯学習教育研究センター・・・・121

（８）水産学部・・・・・・・・・・・・・ 28 （８）教育センター・・・・・・・・・・123

（９）共同獣医学部・・・・・・・・・・・ 29 （９）稲盛アカデミー・・・・・・・・・126

（10）人文社会科学研究科・・・・・・・・ 30 （10）自然科学教育研究支援センター・・127

（11）教育学研究科・・・・・・・・・・・ 31 （11）医用ミニブタ・先端医療開発

（12）保健学研究科・・・・・・・・・・・ 32 　　　研究センター・・・・・・・・・・129

（13）理工学研究科・・・・・・・・・・・ 33 （12）産学官連携推進センター・・・・・131

（14）農学研究科・・・・・・・・・・・・ 36 （13）埋蔵文化財調査センター・・・・・133

（15）水産学研究科・・・・・・・・・・・ 37 （14）地域防災教育研究センター・・・・135

（16）医歯学総合研究科・・・・・・・・・ 38

（17）司法政策研究科・・・・・・・・・・ 39 ４．医学部・歯学部附属病院

（18）臨床心理学研究科・・・・・・・・・ 41 　　医学部・歯学部附属病院・・・・・・138

（19）大学院連合農学研究科・・・・・・・ 42

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・・・ 45 （２）附属小学校・・・・・・・・・・・143

（２）教育学部・教育学研究科・・・・・・ 48 （３）附属中学校・・・・・・・・・・・144

（３）理学部・・・・・・・・・・・・・・ 53 （４）附属特別支援学校・・・・・・・・146

（４）医学部・・・・・・・・・・・・・・ 60

（５）歯学部・・・・・・・・・・・・・・ 63

（６）工学部・・・・・・・・・・・・・・ 68

（７）農学部・農学研究科・・・・・・・・ 74

（８）水産学部・水産学研究科・・・・・・ 77

（９）共同獣医学部・・・・・・・・・・・ 80

（10）保健学研究科・・・・・・・・・・・ 83

（11）理工学研究科・・・・・・・・・・・ 86

（12）医歯学総合研究科・・・・・・・・・ 93

（13）司法政策研究科・・・・・・・・・・ 96

（14）臨床心理学研究科・・・・・・・・・101

（15）大学院連合農学研究科・・・・・・・104

＜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２４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）の見直しを行いました。アドミッションポリ

シーについては受験生に向けて入学者選抜要項に掲載し、ディプロマポリシー、

カリキュラムポリシーについては在学生に向けて『法文学部修学の手引』に掲載

しました。また、学部ホームページにも公表しております。 

 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、学生を米国や東南アジアに派遣しました。 

 社会科学分野における「進取の精神を備えた先見力養成プログラム」において

、学生による小学校出前授業が行われました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 法文学部の３つの学科について、３ポリシーの見直しが完了し、受験生、在学

生に公表されました。 

 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）に現在取り組んでいます。 

 社会科学分野における「進取の精神を備えた先見力養成プログラム」において

、小学校出前授業が行われ、実施先の小学校教員も交えた小学校出前授業の報告

会が実施されました。 

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）および３ポリシーの見直しによ

って、法文学部のカリキュラムは、「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。     

 

     判断理由 

 平成25年度入学者選抜要項及び『平成25年度法文学部修学の手引』に掲載され

た法文学部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

ムポリシーから判断されます。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：教育学部  

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

平成25年度に開講する「教職実践演習」について、教務委員会を中心に学部

教育体制を整えると同時に、「履修カルテ」の改善や教育実地研究の新評価基準

の策定を行いました。 

平成19年度に始まった本学部の教員養成カリキュラム改革では、こうした取組

を重ね、実践的科目群の位置づけを明確にしながら整備が進んでいます。また、

学生の教育ボランティア活動への支援も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 

教員免許法に基づく「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中心的役割を果たしながら、他５

学部を含む全学の「教職実践演習」を整備した点、また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、教

育実地研究（教育実習）の新評価基準の策定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、日置市の小規模小学校複式学級への学生のTA

派遣やいちき串木野市の小中学生学習・体験活動への学生派遣、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活動を積極的に支援しています。加えて、今年度より霧島市

内の小学校においてICT活用に関するTA制度（大学院生・学部生の派遣）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） 

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、その活用が始まりました。 

 ディプロマポリシーとカリキュラムポリシー・カリキュラムマップ(新設)に

ついて、全学の修正方針の下で改訂し、Web上に公開しました。 
 教員就職状況の改善に向け、教員採用試験対策の講義や講演会について年度を

通じて実施した結果、教員採用試験合格者数が増加しました。 

 

 

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。      
  
     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派遣等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。 
 また、特別教育研究経費事業「教員としての職能形成に資する教育システム
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の構築と運用」の最終年度としてフォーラムを実施し、教員養成と職能形成を

つなぐシステム構築の３年間の成果を内外に公表しました。このような本学部

の教員養成カリキュラム改革は、国立教育政策研究所の調査報告でも極めて高

い評価が与えられています。 

 一方で、平成24年３月卒業生の平成25年５月１日時点での教員就職率は５割を

超えましたが、さらなる改善の取組が必要です。 
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組織評価報告書（平成２４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72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 サマーサイエンスキャンプDX（Deepen&Extend）(サイエンスキャンプ本部事務

局：公益財団法人日本科学技術振興財団)電波望遠鏡と光赤外線望遠鏡を使う

天体観測実習を開催しました。http://milkyway.sci.kagoshima-u.ac.jp/gr

oups/sciencecamp/ 
② サイエンス・クラブの受講生達が文部科学省主催第２回サイエンス・インカレ

研究発表会(http://www.science-i.jp/information/:平成25年３月２日-３日

会場: 幕張メッセ国際会議場（千葉県千葉市美浜区）)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.science-i.jp/info
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rmation/pdf/poster_section.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。 

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

今年度は３回開催し、就職活動へ向けた意識向上に努めました。 

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毎週金曜日（13:00〜1

7:00）に行っています。 

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 キャリアパス支援として日本鉄鋼協会「学部学生の製鐵所見学事業」に応募し

採択されました。 

⑩ 学生教育の一助として、卒業生による研究集会「第２回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。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

大学の教育目標に沿った学部・学科の教育目標に基づき、各学科のディプロマポ

リシー、カリキュラムポリシーを策定し、 大学および理学部のホームページに掲

載しました。 

 

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。      
  
     判断理由 

上記に記載された優れた点、特色ある点にあるような活動を継続して行ってい

る。また、平成25年４月１日時点での就職内定率92.8%は昨年同時期82.8％より大

幅に増えたこと等を考慮して「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２４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24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、入学定員増により急激に増える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を行いました。 

 また、保健学科の重点事項として、助産師養成課程の大学院博士前期課程への

移行準備、看護教育における大学病院看護部との連携及び中途退学等防止への取

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を１学年当たり20名受け入れて

います。【医】 

２．地域枠の卒業予定学生に、卒業後の研修プランを複数提案し、本人が希望す

るコースの研修を卒業後に行うことができるようにしています。【医】 

３．講義室の机と椅子の更新を行い、教育環境の整備を行いました。【医】 

４．大学病院看護部より延べ34名の看護師の協力を得て、実践的な学内演習を実

施しました。【保】 

５．平成24年度からの新カリキュラム科目「チーム医療論Ⅰ」において、看護学・

理学療法学・作業療法学３専攻の１年生が医療施設での初期体験実習を通して、

患者の療養・生活環境の理解を深めました。【保】 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．カリキュラム検討委員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、引き続き改善に努めています。【医】 

２．中途退学者等は、①入学前の進路選択に問題がある者、②講義が進むにつれ

自己の適性に疑問が生じる者、③成績不振の者の３つのタイプがあることが判

明しました。早急に具体的な対策を取る必要があります。【保】 

３．平成24年度看護学卒業生29名が大学病院へ就職予定であり、大学病院への就

職率が大幅に改善されました。【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。     

  
     判断理由 

１．平成25年２月に行われた第107回医師国家試験の合格率は、91/100(91%)で国

立大学43校中34位でした。【医】 

２．保健学科学生の国家試験合格率は、看護師70/76(92.1%)､助産師9/9(100%)､

保健師84/86(97.7%)、理学療法士20/20(100%)、作業療法士14/17(82.4%)でし

た。【保】 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名： 歯学部  

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

歯学部では、平成24年度に①アドミッション、カリキュラム及びディプロマの

３ポリシーの再確認と新規策定、②参加型臨床実習充実のための実習運営体制改

変、③（共通教育の改革に対応した）歯学部における共通教育課程の見直し、④

学生支援充実のための担任制度の見直しという４つの大きな取組を行いました。

 さらに、昨年度好評であったキャリアアップのための説明会（選択科目、大学

院進学、卒後臨床研修）及び教員能力改善のためのFD研修会を引き続き実施する

とともに、新時代の評価に耐えうるような新しいカリキュラム作成のための検討

に着手しました。 

 歯学部は、学生への更なる教育成果の向上のために、教育の方略や方法を常に

検討し、改善を行っています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

【特筆すべき取組】 

 歯学部は、将来求められるであろう認証評価をはじめとした各種の学部評価に

耐えうるために、カリキュラム改革のワーキング・グループの立ち上げを行い、

改革の方針決定に着手しました。大方針であるカリキュラムポリシーの策定や 

ディプロマポリシーの見直しを行う一方で、全教員と学部学生を対象として、現

行カリキュラムの問題点と長所の洗い出しを行うための調査を行い、改革のため

の明確な方針決定の段階に入ろうとしています。具体的には、臨床教育改革のた

めのMinimum requirementの策定と、指導教員のもとで、研修医、学部学生が一

つの実習単位として効率的に実習を行う屋根瓦方式の実施について検討を行い

ました。また、離島歯科巡回診療同行実習の指導充実のための組織委員会の見直

し、認証評価を見据えたシラバス記述改善など、新しい評価を見据え、それに耐

えうる改革準備に着手したことは、本年度の特筆すべき取組です。 

【特色ある点】 

歯学部には、他大学の歯学部にはない２つの大きな特色があります。１つは、

無歯科医離島地域での歯科巡回診療同行実習です。これは、５､６年生を対象に

離島歯科巡回診療同行実習への参加者を募集し、離島歯科診療における基本を修

得させようとするものです。歯学部ホームページでも紹介しており、入試面接の

際に、この実習を志望動機の筆頭にあげる受験生も多数いることからも関心の高

さが覗えます。離島歯科巡回診療同行実習に関するホームページをさらに充実さ

せる取組も行っています。２つ目は、リサーチマインド涵養に関する教育です。

例えば、歯学部には「選択科目」という科目があり、選択必修科目ではなく、卒

業要件にかからないものですが、自分の興味ある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

度も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を本年度も実

施しました。 

 さらに、これらの教育に直接に結びつく活動ばかりでなく、学生（留学生も含

め）の生活をより快適にするためのサポート活動として、学生表彰制度を導入し

ました。また、各学年の代表と学部長との食事懇談会、留学生と学部長、国際交

流委員会委員、学生委員会委員長及び教育委員会委員長との懇談会を行い、学生

への直接的な教育指導ばかりではなく、あらゆる面からの学生サポートを行うた

めの制度を導入したことが本年度の特色といえます。 
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②改善された点（又は今後改善を要する点） 

歯学部の教育目標でもある全人的歯科医療を行える人材を輩出するためには、

優れた臨床能力をもつ歯科医師を養成しなければなりません。そのためには、臨

床実習の改善は緊急の課題であり、前述した様に、Minimum requirementの策定

や屋根瓦方式の実習について検討し、実際に取り組める段階まであと少しのとこ

ろまで来ております。しかしながら、臨床実習を充実させるためには、患者さん

の協力が不可欠であり、臨床実習について患者さんへ丁寧に説明し、ご理解ご協

力をいただくための努力をさらに続けていかなければならないと考えています。

同時に、少ない患者数でも、効率よく臨床実習を行うシステムをより一層研究 

し、地域の実情に合致した教育体制を構築していかなければならないと考えてい

ます。また、昨年同様、離島歯科巡回診療同行実習と歯科大学院生研究発表会 

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

的な実施のための予算獲得とシステム効率化が課題であると考えています。 

 

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。      
  
     判断理由 

歯学部の教育目標に準拠して、将来を見据えた改革に着手すると同時に、優れ

た人材輩出という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さらに進めました。統合系科目

の改善を行い、カリキュラムの新編成を目指しています。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。もう一つのユニークな科目である「離島歯科巡回診療同行

実習」に関しても、実習日程の見直しと実習期間の拡大を行いました。今後この

実習に全ての学生が参加できるよう拡充し、１～６年次生の間に少なくとも１回

はこの実習に参加できるような実習システムにするため、本実習の委員会組織を

見直し、組織改変に着手しました。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：工学部  

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

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およ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 

日本技術者教育認定機構（JABEE）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23年度までに、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、海洋土木工学科および化学生命工学科がすでにJABEEの認定を受け

ています。 

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講演会も開催いたしました。 

学生の学習支援を行うために、担任や指導教員による学生との面談を定期的に

行い、学生がなんでも相談できる環境作りも行っています。 

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。平

成24年度は大学の教育目標に沿うように学部と学科の教育目標、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を改定しました。 

・平成24年度は環境化学プロセス工学科がJABEEの中間審査を受けました。 

・教育の質保証をさらに進めるため、今後は科目ナンバリングの整備などの検討

も行います。 

 

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 

JABEE認定６学科７プログラムの平成24年度卒業者全員がJABEE修了生として

の資格を満たしていました。また、ほとんどの学生が大学で学んだことを活かせ

る仕事につ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、今後も検討すべき項目が残って
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いるため、「おおむね良好」と判断いたしました。 

 

-26-



組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：農学部   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

農学部の教育目標、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーを策定するとと

もに、カリキュラムマップを作成しました。授業の改善を目的としたFD活動で、

授業アンケート、授業公開・参観を実施し、FD報告書を発行しました。学生の国

際感覚を養うための国際協力農業体験講座(タイ、ミャンマー、ベトナムコース)

の実施主体部局として活動し、また日本学生支援機構(JASSO)の事業で「鹿児島

大学・雲南農業大学・学生交流プログラム」を新規に実施しました。対外的には

「女子中高生のための鹿大科学体験塾」の実施、玉龍中学の体験学習、幼稚園か

ら中学校の児童生徒等の農業体験やインターンシップ（中高生）の受け入れ、コ

アサイエンステーチャープログラム（CST）事業への協力、履修証明プログラム

（焼酎マイスターコース、高度林業人育成プログラム）、「学び直し」事業（林

業生産専門技術者養成プログラム）を実施しました。農学部将来構想については

、「企画委員会」で平成27年度改組に向けて検討を進めています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

学生の国際化を促すために、継続的および新規取り組みを行いました。 

履修証明プログラムの実施など、社会人向け教育も積極的に行いました。 

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を行いなが

ら、将来構想の構築については着実に進めています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

策定した教育目標、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー、カリキュラム

マップに基づく専門教育カリキュラム改革を推進する必要があります。    

FD活動については、教員個人の授業改善の取り組みから学部組織としての取り組み

による教育環境作りに展開していく必要があります。 

平成23年度に引き続き、オープンキャンパスを２回行いました。２回目の参加

者は事前案内を強化したことで前年より幾分増加しましたが、まだ改善が必要で

す。 

農学部将来構想の検討は着実に進めましたが、平成27年度改組に向けてロードマ

ップを作成し、さらに「ミッションの再定義」などの観点を取り入れるとともに

スピードアップが必要です。  

 

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。 

  
     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68.6%）。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 
 

部局名： 水産学部  

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

・ 平成23年度に決定した、学部教育の改革方針として掲げられた、 

1. 水産学士としての専門性が身に付く教育 2. 就職に強い教育 

3. 学生に親切である教育 4. ドロップアウトが少ない教育 

を実現するために、平成27年度実施に向けたカリキュラム改訂、入試変更の計画

作業を進めました。 

・ 平成25年度の授業改善のために、PCMワークショップに基づき、カリキュラム

PDMの一部改正をしました。 

・ 独自に開発したISO教育システムにより教育の質を継続的に改善しています。

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 大富潤教授が「プレゼンテーション能力養成型の持続的な水産科学の理解増

進」の実績で平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（理

解増進部門）を受賞しました。 

・ 平成17年に策定したDP、CP、APを一部改正し、公表しました。 

・ 周辺漁協等との協力関係を深め、学部教育での現場体験を充実させました。

・ 新かごしま丸を６つの大学・研究科が共同利用し当初の共同利用計画を大き

く上回ると共に、安全マニュアル、実習ガイダンス等を作成し、共同教育ネ

ットワーク構築を進めました。 

・ 図書館水産学部分館におけるピアサポートを継続させ，さらに水産学部大学

院生によるピアサポートを本館でも実施しました。 

・ ・保健管理センターと協力しパソコンを利用した遠隔診療室を設けるととも

に，発達障害に関する学生支援についての講演会を実施しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 全学部構成員によるPCMワークショップを開催し、スーパーゴールに対して、

学部の抱える問題点を浮き彫りにしました。 

・ 水産学部に対する社会の要請の変化に対応するため、改組と並行して専門教

育カリキュラムの再編成に着手しました。 

・ ・学部独自のFD講習会、学生へのアンケートを踏まえて、次年度の課題解決

のためのアクションを提案しました。 

 

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。     

  
     判断理由 

・ シラバスチェックによる授業の事前評価、授業モニタリング、授業アンケー

トによる事後評価、卒業時アンケートなどの情報が各教員へ伝達され、また

全職員が参加するPCMワークショップで抽出された組織的な対応が必要な課

題は、マネジメントレビューで議題にされるなど、教育の継続的改善が行わ

れるシステムを有しています。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：共同獣医学部  

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

農学部獣医学科から独立し、共同獣医学部としてスタートしました。 

新学部としてのアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー及びディプロ

マポリシーを制定し、学部の教育理念と教育目標を明確にしました。 

この共同獣医学部は、山口大学共同獣医学部との同一カリキュラム、同一シラ

バスによる共同教育課程に沿って連携教育を行うものです。本学部では新１年生

が31人入学し、新カリキュラムに沿った教育が実施されました。授業科目の多く

は共通教育科目でしたが、一部は双方向性遠隔講義システムを用いたメディア授

業として実施しました。また、両大学の学生がそれぞれの大学に出向き、対面式

の授業として、専門科目「獣医学概論Ａ,Ｂ」が実施され、学生には大変好評で

した。 

教育連携に必要な双方向性遠隔講義システムを５基そろえ活用を始めました。

また、獣医学教育改善の一環として全国の獣医系大学が合同で取り組んでいる

コア・カリキュラム用の共通テキストの作成及び共用試験実施に参加しました。

同時に、２～６年生（農学部獣医学科）の教育も従来のカリキュラムに沿って

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 

 獣医学教育の改革を更に推進するため、北海道大学、帯広畜産大学及び山口大

学との共同による文科省の国立大学改革強化推進事業「国立獣医系４大学群によ

る欧米水準の獣医学教育実施に向けた連携体制の構築」に採択されました。この

事業は、獣医学教育の国際認証を取得することを目標とするもので、北と南の地

域特性を生かした、獣医学教育課程の一層の高度化と新たな教育プログラムの開

発を目指すもので、平成29年度までの補助事業です。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 共同獣医学部での新連携教育課程自体が改善そのものですが、農学部獣医学科

の学生（２～６年生）は在籍中で、従来のカリキュラムで教育が継続実施されて

います。今後も新カリキュラムと従来カリキュラムが平行しながら実施されます

が、順次新カリキュラムへウエイトを移しながら、スムーズに移行する必要があ

ります。 

平成24年度の獣医師国試験合格者は88.7％であり、今後は100％を目指します

。 

 

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。  

  
     判断理由 

共同獣医学部をスタートし、１年目の教育課程を山口大と共同でスムーズに進

めることができ、また今後の目標とした欧米水準の獣医学教育を目指すための国

立大学改革強化推進事業に他３大学と共同で採択されました。 
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組織評価報告書（平成２４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

が完成しました。 

 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。 

 平成25年度外国人留学生特別選抜「指定校推薦入試（秋入学）」の制度を新た

に始め、１月に学生募集要項を公表し、３月には予備資格審査を実施し、５月の

現地入試を経て、平成25年度後期より秋入学の留学生を受け入れることになりま

した。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 人文社会科学研究科５専攻について、３ポリシーが完成しました。 

 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。 

 外国人留学生特別選抜「指定校推薦入試（秋入学）」の制度を新たに始めまし

た。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 春学期で年度が終了する事の多い外国人留学生に、連続して日本での修学の機

会を増やすために、秋入学制度及び現地入試制度（外国人留学生特別選抜「指定

校推薦入試（秋入学）」）を新たに始めました。 

 

 

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 

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24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24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』及び『平成25年度（2013年度）鹿

児島大学大学院人文社会科学研究科 外国人留学生特別選抜 指定校推薦入試

（秋入学）学生募集要項（博士前期課程）』『平成25年度（2013年度）鹿児島大

学大学院人文社会科学研究科 外国人留学生特別選抜 指定校推薦入試（秋入学

）学生募集要項（博士後期課程）』から判断されます。 

-30-



 
 

組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：教育学研究科  

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

平成23年度から始まった、３年プログラムの「小学校教員免許取得コース」の

院生に対する適切な履修指導の方針を定めるとともに、実施上の問題点の改善を

はかる等を行い、内容を整備しました。 
 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、平成23年度から

開講された「環境学教育コース」と「食と健康教育コース」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。 
 平成23年度から始まった「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。 

 現職教員が夜間に履修できるコースに対して、現職教員が３年間で履修するコ

ース（長期履修）を設置するなどの取組が実現できました。こうした取組は現職

教員の要望に応えたもののために、それらのコースへの受験生が増加しました。

 台北教育大学との交流協定を結び、院生の国際交流の環境整備が進みました。

平成24年度夏季研修には院生２名が参加しました。 

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）において、現職

教員大学院生を中心に大学院生も交流に参加しました。 

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、研究環境の整備を前進させました。 
 北米教育研究センターの「国際プロフェッショナル養成プログラム」を平成25

年度から単位認定することになりました。 

 

 

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。     

  
     判断理由 

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２年目をむかえ、履修指導の方針を定めるとともに、実施上の問題点の改善が

行われました。 
 現職教員が夜間に履修できるコースの設置に対して、現職教員が３年間で履修

するコース（長期履修）を設置したことで現職教員の要望に応えることができ、

それらのコースへの受験生が増加しました。 
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組織評価報告書（平成２４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、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があります。 

 平成24年度は放射線看護専門コースを開設し、さらに助産師養成課程の平成26

年度設置に向けて準備を進めました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

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名）を博士前期課程に設置し、平成24年度から養成教育を始めました｡これ

は優れた取組として、平成24年度大学改革推進等補助金「専門的看護師・薬剤

師等医療人材養成事業」に採択されました。 

２．平成26年度からの助産師養成課程の設置に向けて、カリキュラムを決定する

とともに文部科学省との事前相談を行いました。 

３．アウトリーチ実践者養成コースの開設に向けて、ワーキング・グループを立

ち上げ、在宅ケアにおける課題等について意見交換し、実際に地域に出向き地

域住民と意見交換及び情報収集を行う計画を決定しました。 

４．アドミッション、カリキュラム及びディプロマの３ポリシーを整備し、大学

院教育カリキュラムの改革に着手しました。 

５．学期ごとに授業評価アンケートを実施し、授業方法・内容の改善に努めてい

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） 

放射線看護専門コースでの養成教育を開始するとともに、助産師養成課程の博

士前期課程設置に向けてカリキュラムを決定し、文部科学省との事前相談を行い

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。     

  
     判断理由 

放射線看護専門コースでの養成教育や助産師養成課程等の高度専門職業人養

成コースの設置についてワーキング・グループ及び運営委員会で具体的に検討 

し、大学院における教育目標を明確に示すことができました。また、３ポリシー

の連続性を整備することで、保健学研究科の教育課程のあり方について再検討す

る機会を作りました。 

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ついて検討

していますが、さらに具体的な取組が必要です。 
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組織評価報告書（平成２４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 75 名、准教授 79 名、講師３名、助教 42 名の計 199 名（内、理学部

の教育担当 72 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 2,540 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24年度先端科学特

別講義一覧表: http://grad.eng.kagoshima-u.ac.jp/visitor2/pdf/24_senta

n_kougi.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19件の

受賞がありました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2013/02/post-405

.html。優秀な成績を修めた学生は学長表彰も受けました。http://www.kagosh

ima-u.ac.jp/topics/2013/02/post-405.Html 

③ 二国間交流事業や日本学術振興会の支援を受けている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)「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」（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~it

p/）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：http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/11/post-342

.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（平成21～平成24年度）」で設定されているCST(Core Sci

ence 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)を対象に実施しました。（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/ch

aracteristisc_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「第2回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 RecentAchievements)を開催しました。http://www.sci.kagoshima-

u.ac.jp/~mcs/SAKUR A/sakura2013.html 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 昨年度と同様「優秀発表賞」、「優秀講演賞」等の受賞者が多いこと。 

 

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。      
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     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２４年度） 

 

部局名：農学研究科   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

農学研究科の教育目標、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーを策定しま

した。授業の改善を目的としたFD活動で、授業アンケート、授業公開・参観を実

施し、FD報告書を発行しました。学生の国際感覚を養うために「国際協力農業体

験講座特論」を利用して、教員３名と農学研究科修士課程の学生８名がドイツの

ロッテンブルク林業大学校を訪問し、わが国の林業の実状を紹介するとともに、

ドイツにおける実践的な林業教育コースを体験し、相手校の学生や教員と意見交

換を行いました。履修証明プログラム（焼酎マイスターコース、高度林業人育成

プログラム）、「学び直し」事業（林業生産専門技術者養成プログラム）を実施

しました。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「食と健康教育コース」の主体的実施部局としてコア科目の担

当などを通じて貢献しています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

履修証明プログラム（焼酎マイスターコース、高度林業人育成プログラム）、

「学び直し」事業（林業生産専門技術者養成プログラム）を実施しました。 

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」の実施には授業を担当するなど実施にかかる中心的部

局として貢献している。 

「国際協力農業体験講座特論」で、教員３名と農学研究科修士課程の学生８名

がドイツのロッテンブルク林業大学校を訪問し、国際交流を行いました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

策定した教育目標、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーに基づく大学院

教育カリキュラム改革を推進する必要があります。 

FD活動については、教員個人の授業改善の取り組みから研究科組織としての取り

組みによる教育環境作りに展開していく必要があります。 

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。 

  
     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68.0%）。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名： 水産学研究科  

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

・ 島嶼、食と健康に対応する大学院科目の内容を充実させ、幅広い観点から地

域の諸問題に取り組む人材の養成を図っています。 

・ 日本人学生に対しては国際的視野を育成するために、外国人による英語の授

業等を新設し、外国人留学生に対しては英語による授業を開講しました。 

・ 大学院教育の質と国際的通用性を担保するために、海外の４大学と連携して

国際連携研究科プログラムを設置する作業を始めました。このために、連携

４大学と、各国での高等教育関係法令、学則、学部内規則に関する情報共有

作業を開始しました。 

・ これらを担保する組織体制を整えるため、研究科関連の規則等の見直し、改

訂を進めました。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 水産学研究科の学生８名をフィリピン大学へ派遣し、Advanced Lecture in 

Fisheries Science を受講させ国際的視野を備えた水産技術者の養成を図っ

ています。 

・ 国際連携研究科の設置に必要な指導体制やカリキュラム編成方針などの作業

を海外大学と共同で進めています。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 留学生のための英語による授業科目を開講し、日本語が堪能でない留学生に

配慮した教育を提供しています。 

・ 研究科の組織を検証し、社会状況に応じた新しい組織の構築とカリキュラム

編成の作業を始めました。 

・ 学部の英語版HPを充実し、海外から研究科入学願書等を入手でき、留学生が

来日せずに受験できる制度にしました。 

 

 

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。     

  
     判断理由 

・ 日本人学生に対しては国際的視野を育成するための海外研修、留学生に対し

ては英語による授業の開講など教育水準の向上を図っています。 

・ 水産学研究科に対する社会の要請の変化に対応するために、改組と並行して

カリキュラムの再編成に取り組んでいます。 

・ 地域社会の中核となる技術者や国際的に活躍できる人材を養成するため、幅

広い教育を実施しています。 
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組織評価報告書（平成２４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24年度は17名が修了して学位を得ました。一方、入

学者は９名に留まったことから、入学定員を10名に削減するための概算要求を行

うとともに、修士課程の再編と充実に向けた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得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24年度は、55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．平成25年度から修士課程定員を10名に削減するための概算要求について内定

を得ました。今後は入学者の質を確保するために十分な志願倍率を確保する必

要があることから、引き続き積極的な広報活動を展開していく予定です。 

２．博士課程では、平成22年度に入学定員の削減を実施しましたが、さらに、新

規科目を開設することにより、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。      
  
     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、学内

外の会場で計３回の説明会を開いて積極的な広報活動を行いました。また、修

士課程定員を10名に減ずることに伴い、平成25年度から医科学専攻内に「先端

バイオサイエンスコース」と「高度メディカル専門職コース」の２つのコース

の設置を予定しています。 

２．博士課程では、学生に対し、研究に関する法令等についての理解、その手続

き等についての周知を目的として、研究に関する法令等遵守講演会を開催し、

151名という多数の出席がありました。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名： 司法政策研究科  

 

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、「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

る掲示板機能などが備わっています。加えて、各教員のオフィスアワーを通じて

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法科大学院『ニュー

ズレター』を定期的に発行しています。また、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こと

で、学生が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F

D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 

 司法政策研究科では、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、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） 

教育に関する取り組みを受けて、平成23年度は４名の司法試験合格者を得るこ

とができました。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する予定です。 

 特に、 

 ①授業アンケート項目の発展的改善…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、平成24年度は徳之島で実

施し、群島部の広域で地域貢献を進めています。 

 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

鋭意取り組みます。 

 

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 

（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

実した活動をしている上に、さらに継続して教育改善の取組を行っている点を考

慮して判断しました。平成24年度は、司法試験では合格者４名と改善の契機とな

る成果を出しています。今後さらなる改善を目指します。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名： 臨床心理学研究科   

 

Ⅰ．教育   

１．活動の概要 

平成23年度に受審した専門職大学院認証評価結果を受け、平成24年度から「臨

床心理倫理特論」、「家族療法論」、「認知行動療法論」を新たにカリキュラム

に加えたことによって、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とする本研究科の質を高め、保証する教育課程を確立で

きました。また、平成24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など、今年度の

教育改革が大学院課程における学位の質を高め、保証する内容になっているかを

具体的に検証しました。さらに、平成22年度から行ってきた概算プロジェクト「

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新たな実習教育の基礎を作りました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 優れた点として、専門職大学院認証評価結果を受けて、平成24年度から「臨床

心理倫理特論」、「家族療法論」、「認知行動療法論」を新たにカリキュラムに

加えたことによって、教育課程の充実が図られた点が挙げられます。特に、「臨

床心理倫理特論」を加えたことにより、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

倫理観の育成も行える教育課程となりました。 

また、上記、概算プロジェクト研究「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」による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が優れた点です。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

平成23年度に受審した専門職大学院認証評価結果にて改善を要する点とされ

た、演習科目としての「臨床地域援助事例研究演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」に関して自

己点検を行った結果、現在の教育の実情に合う形に変更し、これらの科目を実習

科目として「臨床心理実践研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」として、平成25年度から科目名

の変更を行うことを決めました。また、それに伴い、修了に必要な取得単位数を

50単位から46単位に変更することを決めました。さらに、学内実習科目として設

定していた「臨床心理査定実習Ⅰ・Ⅱ」、「臨床心理面接実習Ⅰ・Ⅱ」を授業科

目として実情に合うように平成25年度のシラバス編成を変更しました。 

 

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。      
  
     判断理由 

 平成23年度に受審した専門職大学院認証評価結果にて改善を要するとされた

点を積極的に改善し、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」

等の教育理念をさらに充実したものに発展させることができたため。 
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組織評価報告書（平成２４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 

必修科目である農学特別講義Ｉ（一般セミナー）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であり、平成 24 年度は琉球大学の当番

（４研究科による輪番制）により那覇市で開催され、計 74 名の連大生が参加しま

した。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。平成

24 年度は琉球大学の当番（４研究科による輪番制）により琉球大学農学部で開催

され、外部講師８名を招いて連大生 21 名、修士学生 18 名の参加がありました。

国際農学特別講義は、全国 18 構成大学の連大生が遠隔講義システム（SINET）を

利用し、同時に受講する集中講義形式の授業で、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
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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。 
 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

本研究科は、佐賀大学・鹿児島大学・琉球大学の３構成大学が相互に協力し、多

彩な専門の教授陣による質の高い博士教育を実施することで、研究者、技術者、教

育者として「進取の精神」に溢れるリーダーを養成し、農林水産学分野の知の創造

ネットワークの拠点形成を図ることで、地域社会と国際社会の活性化に貢献するこ

とを目標としており、これらの目標を達成するため、アドミッションポリシー（入

学者受入方針）、カリキュラムポリシー（学習指針）、デプロマポリシー（人材養

成指針）の３つのポリシーを平成 24 年度に策定しました。 
 優秀学生を支援する早期終了制度に関し、「優秀学生早期修了者の取扱基準」を

平成 24 年度に設け、明確化しました。一方、社会人の早期終了に関しも、平成 26
年度からの実施を目指し、原案を作成したところです。 

また、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。 
平成 23 年度から学生向けに英文科学論文の作成法についての講習を行ってお

り、平成 24 年度も実施し計 12 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。

 

 

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 

入学者受入方針、学習指針、人材養成指針の３つのポリシーを制定しましたが、

これは、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

ポリシー策定にも合致するものです。 
また、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。 
優秀学生を支援する優秀学生早期修了者の取扱基準を制定したことは、学生の資

質、学力向上にも寄与するものと考えられます。 
農学特別講義Ｉ（一般セミナー）や人材養成学生支援セミナーでの実施後アン

ケートにおいても、「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高く評価されています。 
平成 24 年９月修了生及び平成 25 年３月修了生対象のアンケート調査でも講義、

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。 
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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２４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。 

 韓国木浦大学校島嶼文化研究院と人文社会科学研究科との間に2010年６月に

締結された学術交流協定が、大学間学術協定に格上げされ、締結されました。法

文学部教員（代表：萩野誠）及び稲盛アカデミーによって進められていた首都経

済貿易大学（中国）との学術交流協定が締結されました。また、若手研究者の研

究に、研究支援を実施しています。 

 「中山間地域における自然エネルギーを用いた多自然交流居住地域形成のため

の社会実験」（2012-13年度）（代表：西村知教授、研究協力者：萩野誠教授、

市川英孝准教授）が、住友財団の環境研究助成を獲得しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 韓国木浦大学校島嶼文化研究院と人文社会科学研究科との間に2010年６月に

締結された学術交流協定が、大学間学術協定に格上げされ、締結されました。 

 「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。 

 環境経済学の側面から地域に貢献する「中山間地域における自然エネルギーを

用いた多自然交流居住地域形成のための社会実験」という研究を推進しています

。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 韓国木浦大学校島嶼文化研究院と人文社会科学研究科との間に2010年６月に

締結された学術交流協定が、大学間学術協定に格上げされ、締結されました。 

 

 

 

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。      
 

     判断理由 

 「鹿児島大学・首都経済貿易大学大学間学術協定書」「住友財団2012年環境研

究助成申請書」「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。 

  

 

 

 

 

 

-45-



 

 
組織評価報告書（平成２４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東南アジアに派遣しました。人文社会

科学研究科では、「奄美サテライト教室」を開講しており、また、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」を奄美市に開設していま

す。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。春学期で年度が終了する事の多い外国人留学生に、

連続して日本での修学の機会を増やすために、秋入学制度及び現地入試制度（外

国人留学生特別選抜「指定校推薦入試（秋入学）」）を新たに始めました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 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

実務家を招聘し、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、東南アジアに学生を派遣しました。人文社会科学研究科では、春学

期で年度が終了する事の多い外国人留学生に、連続して日本での修学の機会を増

やすために、秋入学制度及び現地入試制度（外国人留学生特別選抜「指定校推薦

入試（秋入学）」）を新たに始めました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 人文社会科学研究科では、春学期で年度が終了する事の多い外国人留学生に、

連続して日本での修学の機会を増やすために、秋入学制度及び現地入試制度（外

国人留学生特別選抜「指定校推薦入試（秋入学）」）を新たに始めました。 

 

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 

 『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）、『平成24年度 鹿児島大学大学院人文社会科学研究科（

博士前期・後期課程） 修学の手引き』『平成25年度（2013年度）鹿児島大学大

学院人文社会科学研究科 外国人留学生特別選抜 指定校推薦入試（秋入学）学

生募集要項（博士前期・後期課程）』などから判断されます。 
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組織評価報告書（平成２４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

生心理相談会を年２回実施しています。また、効果的な学生支援体制として、「

法文学部なんでも相談窓口」（メールアドレス）を設定し、運用を開始していま

す。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。 

 障害を有する学生のための学習支援について、人文学科教務委員を中心に対応

を行い、学生協力者を募り、講習会を行い、学習支援を実施しています。 

 男女共同参画に係る取組を積極的に推進しています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 学生の心の健康への支援体制として、学生心理相談会を２回実施しました。 

 効果的な学生支援体制として、「法文学部なんでも相談窓口」（メールアドレ

ス）を設定し、運用しています。 

 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。 

 障害を有する学生のための学習支援について、人文学科教務委員を中心に対応

を行い、学生協力者を募り、講習会を行い、学習支援を実施しています。 

 男女共同参画に係る取組を積極的に推進し、産休・育休に入る女性教員に対し

て、休職期間中の教育をフォローアップするための特任教員採用の措置をとり、

また、准教授２名の女性研究者を採用しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 障害を有する学生のための学習支援について、人文学科教務委員を中心に対応

を行い、学生協力者を募り、講習会を行い、学習支援を実施しています。ノート

テイカー養成講習会は、前期２回、後期２回開催され多くの学生が参加しました

。 

 男女共同参画に係る取組を積極的に推進しました。 

 

 

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。      
 

     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24年度 インターンシップ体験報告集』『平成24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２４年度） 

 

部局名： 教育学部・教育学研究科  

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

本年度は鹿児島大学教育学部と附属学校園との共同研究を促進させるための

方策がより明確になり、教育学部附属教育実践総合センタ―教員を中心とした

教育学部教員と附属学校園教員・公立学校教員との共同研究が活発に行われ、

多くの教育現場と密接に関わった研究も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います｡ 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―派遣

事業」は本年度も活発で、教育学部教員の研究成果が学校現場へ還元されてい

ます。 

 教育実践オ―プンセミナ―や教育実践セミナ―, 教育実践フォ―ラムを開催

し, 多くの参加者を得て県内外の教職員や大学研究者等に大きな影響を与えま

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教員による共同研究の活性化に向け募集を行ったり、

鹿児島大学研究協力課のホ―ムペ―ジに掲載されている各種研究助成のサイト

や民間の研究助成財団のデ―タベ―ス等を利用した周知方法を検討していま

す。 
 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―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、全国教員養成学部でもあまり類を見ないものです。 

 今年度は、鹿児島大学教育学部を当番校として日本教育大学協会研究集会が鹿

児島市で開催されました。教育上重要なテ―マがシンポジウム・分科会等で取り

上げられ、活発な議論が行われ、全国から参加した教員養成系大学教員に大きな

成果をもたらしました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

「教員研修講師・アドバイザー派遣事業」は、本年度も継続して活発に行われ

ています｡  

教員の競争的研究資金獲得に向けた取組については、関係情報の周知方法が検

討はされましたが、基本的に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。      
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     判断理由 

学部教員と附属学校園・公立学校の教員との共同研究は増加し、成果を上げ

ました。 
 附属教育実践総合センターにおける研究協力員は、本年も７名でした｡ 

 外部資金を獲得した研究の数等は、改善の余地がまだあります｡ 

「教員研修講師・アドバイザー派遣事業」は、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｡ 
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組織評価報告書（平成２４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

担いながら開講し、免許法認定講習、10年経験者研修においても積極的に開講す

る一方、教員免許状更新講習や10年経験者研修の拡充状況の点検・評価を行いま

した。 

本年度から本格的に始まった「教員研修講師・アドバイザー派遣事業」を積極

的に展開し、年間を通じて教員の派遣が実現しました。 

平成23年度に締結した南日本新聞社との連携協力協定に基づき、南日本新聞社

と合同で新聞活用教育に関する公開講座の開催を実現しました。 

 学生による教育ボランティア活動は学生の教育の面だけでなく、社会連携の意

味が大きく、日置市教育委員会の小規模校複式学級へのTA派遣や鹿児島市教育委

員会の適応指導教室や児童クラブなどへの学生ボランィア派遣、また、いちき串

木野市教育委員会の青松塾（児童生徒の学習および体験活動）への学生派遣を行い

ました。本年度は新たに霧島市教育委員会と連携し，霧島市内の小学校における

ICT活用に関する教育学研究科および教育学部の大学院生・学部生によるTA制度

をスタートさせ，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、18名を約１ヶ月間受け入れ、教員研修プログラムを実施しました。また、大

学間交流協定校である韓国国立江陵原州大学校からは鹿児島研修団として教員

１名、学生16名を受け入れ、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）の研修を行いました。部局間交流協定校

である国立台北教育大学からは、短期留学生２名を受け入れ、同大学へは短期留

学生２名と短期研修プログラムに３名の学生・院生を派遣しました。なお、同大

学には、本学部教授２名と附属小学校副校長、教諭１名が訪問し、英語教育（小

学校）を視察し、今後の交流の在り方について協議しました。さらに、同年度に

おいては、韓国外国語大学校と部局間交流協定を締結しました。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

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、開設講

座数は昨年度と比較し必修を１講座、選択を22講座増加させ、受講生からは高い評

価を得ています。「教員研修講師・アドバイザー派遣事業」では、年間を通じて延

べ45名の教員の派遣を実現しました。 

「新聞を活かす教育」をテーマに南日本新聞社との共催で公開講座を開催し、

小中高の教員を中心とした教育関係者約60名が参加しました。 

 いちき串木野市の青松塾（児童生徒の学習および体験活動）へは、延べ169名の

学生を派遣しました。また、霧島市内の小学校における教育学部の大学院生・学

部生によるTA制度をスタートさせ、４名の学生の派遣を通して、大学が積極的な

支援を行い，教員だけでなく学生も地域に貢献しています。 

韓国外国語大学校と部局間交流協定が締結され、今後の交流計画が協議されま

した。また、昨年度から継続している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。 
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②改善された点（又は今後改善を要する点） 

教員免許状更新講習や10年経験者研修の拡充状況の点検・評価を行いました。

  海外拠点の機能を強化するため、北米教育研究センターに教員を派遣し、留学

生の情報収集を実施しました。 

 

 

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。     

  
     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。また、「教員研修講師・アド

バイザー派遣事業」で積極的に学校教育現場に出かけて地域に貢献しています。

 鹿児島県教育委員会との連携のもと、今年度も引き続き現職教員を県教委派遣

大学院生として受け入れています。 

本学部と韓国国立江陵原州大学との間で、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）に採択された研修事業を遂行しました。

 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のアフリカ英語圏諸国の学校教育関係者の研修視察の受け入れは九

州では唯一本学のみです。 
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組織評価報告書（平成２４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・研究科運営を行われ、教員養成学部として教員養成カリ

キュラムの充実に向けた取組がさらに進められました。 

 とくに入試判定に関わる部分では、学部入試体制を点検し、主要な入試判定業

務に担当の副学部長を加えることなど多くの改善で円滑化に一層努めることと

し、平成25年度入試から実施しました。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

平成23年度に策定された附属学校園との共同研究の枠組みが、年度当初からス

タートすることになり、共同研究の質量共に高まったと言えます。 
 今年度は、日本教育大学協会の研究集会が、鹿児島大学を当番大学として鹿児

島で開催され、全国から多数の参加者を集め、多くの好評を得ました。 
 年度末には、国立教育政策研究所の調査報告書において、全国の国公私立の教

員養成学部の先進的な取組の例として、複数箇所で取り上げられました。 

 

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、教職員にビデオ視聴による啓

発を実施しましたが、今後さらに改善すべきことです。 
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

しましたが、大規模自然災害の仮想事例についてもさらに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。      
  
     判断理由 

学部入試の業務体制の見直しで、入試判定業務のさらなる円滑化を図ることが

でき、平成25年度入試の新体制での実施でその有効性を確認しました。 

学部長のリーダーシップのもと進められている教員養成カリキュラム改革の

一連の取組が国立教育政策研究所の調査報告で、極めて高い評価が与えられてい

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２４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 地球環境科学科教授が「地球表層環境での粘土鉱物の生成に関する研究」で平

成24年度日本粘土学会賞を受賞しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/topi

cs/2012 /09/post-305.html 

② 地球環境科学科准教授が「溶液内反応をプローブとした溶媒和の熱力学的研究

」で平成24年度溶液化学研究会奨励賞を受賞しました。http://www.kagoshima-

u.ac.jp/topics/2012/11/post-353.html 

③ 地球環境科学科助教と同学科の日本学術振興会特別研究員が論文「中部日本、

美濃帯の上部トリアス系チャートから発見したNiに富むスピネル粒子」で2012

年日本地質学会小藤賞を受賞しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics

/2012/10/post- 313.html 

④ 地球環境科学科助教がルテニウム錯体化学発光反応におけるコリアクタント分

子構造の最適化および環境・生体・食品中微量物質の分析」で平成24年度日本分

析学会奨励賞を受賞しました。http://www.jsac.or.jp/bunseki/pdf/bunseki20

12/201208jyusyou.pdf 

⑤ 物理科学科教授と国立天文台水沢VLBI観測所の准教授らの研究グループが太陽

系と銀河中心との距離は約26,100光年、太陽系が銀河中心の周りを回転する速度

は約240km/sであり、太陽系が銀河中心の周りを回転するのに2.05億年かかるこ

とを約10年に及ぶ観測の成果から発表しました。http://www.kagoshima-u.ac.j
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p/topics/2012/10 /post-312.html 

⑥ 生命化学科教授らの研究グループが脊椎動物の味の受容器官である味蕾の進

化的起源（脊椎動物の味蕾の起源はヤツメウナギまで遡る）を解明しました。h

ttp://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2013/03/post-418.html 

⑦ 数理情報科学科准教授が平成25年度日本学術振興会海外特別研究員（フランス

２年間）に採用されました。 

⑧ 地球環境科学科助教が鹿児島大学の事業の若手海外研修員（ドイツ・フランス

１年間）に選ばれました。 

【特色ある点】 

⑨ ITPシンポジウム「Conservation of biodiversity in the tropical Asia（ア

ジア熱帯地域における生物多様性保全シンポジウム）」を開催しました（平成2

4年11月）（約65名参加、海外から５名参加）。http://www.sci.kagoshima-u.a

c.jp/~itp/ 

⑩ そのほか、以下の学会、研究集会を開催しました。： 

○第56回香料・精油及びテルペン化学に関する討論会（平成24年10月）（約450

名参加、韓国、中国、ドイツ、ベトナム、ハンガリーからも参加者あり。） 

○第47回フィンスラー幾何学研究集会(平成24年11月) （約40名参加、内ハンガ

リー、ルーマニア、トルコから合計９名の参加） 

○2012年度表現論シンポジウム(平成24年12月)（約50名参加） 

○「第８回代数・解析・幾何学セミナー」（平成25年２月）（約70名参加、内ア

メリカ１名、ドイツ１名） 

○研究集会「第２回数理情報科学さくらセミナー」（平成25年３月）（約40名参

加） 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

今年度は４名の教員が優れた業績で学会賞を受賞しました。引き続き、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）84 編、(b) 国際会議プロシーディング

数、15 編、(c)著書：10 件、(d)学会発表件数:285 件（内、国際学会発表：82 件）、

(e)特許出願件数：国外２件 (f)特許取得件数：国内３件、(g)科学研究費:新学術

領域研究;１件、基盤研究 A;１件、基盤研究 B;５件、基盤研究 C;18 件、挑戦萌芽

研究; ２件、若手 B;４件、 特別研究奨励費;２件、(h)その他外部資金：奨学寄付

金;14 件、受託研究:８件、共同研究 ５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、４名の教員が学会賞を受賞

する等卓越した研究成果を挙げ、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２４年度） 

 

部局名：理学部  

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

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(I

TP)」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物記に記載された優れた点、特色ある点にあるような活動を継続し外国人研

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 物理科学科教授が「実感できる教材の開発と活用による天文学の理解増進」の

業績で平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞しました。http://w

ww.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/04/post-230.html 

② 文部科学省「子ども霞が関見学デー」において、８月８日(水)～９日(木)文部

科学省庁舎前（東側）２階エントランス前ひろばで「科学・理科体験教室」を

開催しました。 http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/pdf/kasumigaseki_poste

r_kagoshima.pdf 

③ 鹿児島大学の文部科学省支援の「女子中高生進路選択支援・次世代研究者育成

事業等」の一環として、理学部においても11月17日（土）に「おいでよ！理学

部へ！〜楽しい理科体験実験への招待！〜」と題して２つのコースを提供しま

した。http://atsuhime.kuas.kagoshima-u.ac.jp/cont/page_1988/jyoseishie

n_07/rikejyo01 

④ 文部科学省「情報ひろば」で「地域とともに宇宙に挑む」：鹿児島大学の宇宙
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研究と県内企業との取組において物理・宇宙専攻（宇宙コース）の研究成果や

取組を展示しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/event/2013/01/post-24

1.html 

⑤ 地球環境科学科准教授がキュー王立植物園（英国）で半年間、若手教員海外研

究支援事業による海外研修をしました。 

⑥ 数理情報科学科准教授が平成25年度日本学術振興会海外特別研究員（フランス

２年間）に採用されました。 

⑦ 地球環境科学科助教が鹿児島大学の事業の平成25年度若手海外研修員（ドイツ

・フランス１年間）に選ばれました。 

【特色ある点】 

⑧ 多くの教員が、鹿児島県、鹿児島市、環境省、国土交通省、気象庁、九州森林

管理局など、各種の審議委員会や専門委員会（40の委員会）の委員を勤めてい

ます。 

⑨ 植物と微生物の共生に関する研究（10件）をタイ・プーケットにて開催された

第２回アジア窒素固定会議で発表しました。 

⑩ 農学部・水産学部・島嶼研・博物館と共同で奄美群島の生物多様性調査をしま

した。 

⑪ ITPシンポジウム「Conservation of biodiversity in the tropical Asia（ア

ジア熱帯地域における生物多様性保全シンポジウム）」を開催しました（平成

24年11月）（約65名参加、海外から５名参加）。http://www.sci.kagoshima-u

.ac.jp/~itp/ 

⑫ 海外からの参加者もある各種の学会、研究集会を開催しました：○第56回香料

・精油及びテルペン化学に関する討論会（平成24年10月）○第47回フィンスラ

ー幾何学研究集会(平成24年11月)○「第８回代数・解析・幾何学セミナー」（

平成25年２月） 

⑬ 「鹿児島県生物教員ネットワーク」（shikagaku）第３回セミナーを大島高校

・和親館３階多目的ホールで開催した（11月３日）。 

⑭ 高校生向け「プレゼンテーション講習会」を開催しました。 http://www.kago

shima-u.ac.jp/topics/2013/02/post-397.html 

⑮ 地域防災教育研究センターで「地域防災シンポジウム」を主催し、「災害フォ

ーラム」と「研究支援と学術情報の社会還元を目的としたNPO 法人」を共催し

ました。 

⑯ 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C

ST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 

⑰ 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。 

⑱ 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)を進めました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/

02/post-208.html 

⑲ 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しま

した。 

⑳ マレーシア国際イスラム大学と韓国・公州大学校の理学部長一行が理学部を訪

問しました。http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/news/iimu.html，http://ww

w.kagoshima-u.ac.jp/topics/2013/01/post-393.html 

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。 
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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。      
  
     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２４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 コア SSH 研究会に参加した全国からの高校生（約 100 名）に大学や理学部の概

要、鹿大ジャーナル、博物館ニュースレターなどを配布しました。 

② 文部科学省「子ども霞が関見学デー」において、８月８日(水)～９日(木)文部

科学省庁舎前（東側）２階エントランス前ひろばで「科学・理科体験教室」を

開催し、鹿児島大学および理学部のPRに務めました。http://www.sci.kagoshi

ma-u.ac.jp/pdf/kasumigaseki_poster_kagoshima.pdf 

③ 文部科学省「情報ひろば」で「地域とともに宇宙に挑む」：鹿児島大学の宇宙

研究と県内企業との取組において物理・宇宙専攻（宇宙コース）の研究成果や

取組を展示しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/event/2013/01/post-24

1.html 

④ 鹿児島大学の文部科学省支援の「女子中高生進路選択支援・次世代研究者育成

事業等」の一環として、理学部においても11月17日（土）に「おいでよ！理学

部へ！〜楽しい理科体験実験への招待！〜」と題して２つのコースを提供しま

した。http://atsuhime.kuas.kagoshima-u.ac.jp/cont/page_1988/jyoseishie

n_07/rikejyo01 

⑤ 12月６日(木)に鹿児島大学理学部の卒業生による、キャリア形成のための講演

会「第一回ロールモデル講話」（講師：株式会社 TRIテクノ 代表取締役社長

）を開催しました。http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/pdf/dai1kai-kouwa.p

df 

【特色ある点】 

⑥ 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。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
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、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。 

⑦ 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

。 

⑧ 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。 

⑨ 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い、意識改革に取組みつつ

安全確保に努めています。 

⑩ 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い、省エネ推進の啓発を図っています。 

⑪ 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。 

⑫ 12月７日（金）に女性研究者による数理情報科学科談話会（講師：近畿大学理

工学部准教授）を開催しました。 

⑬ 平成25年１月10日(木)生命化学科のセミナーで女性研究者（(独)産業技術総合

研究所ナノシステム研究部門ソフトメカニクスグループ研究員）による講演会

を開催しました。 

⑭ 現在の理学部ホームページに関するアンケート調査を関東以西の高等学校（対

象高校数：約1,500）を対象に実施し、結果の集約を行いました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 理学部における男女共同参画の推進を図るため、平成23年度「理学部男女共同参

画推進委員会」が設置され、平成24年度は卒業生によるロールモデル講演会を開催

するなど、男女共同参画推進に努めました。 

 

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 

 節電への努力など、行っています。また、関東以西の約1,500の高等学校にアン

ケート調査を実施するなど、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２４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も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、遺伝子疾患の研究が行われて

います。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、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 

神経内科・老年病学分野では、中国河北省医科大学神経筋学との協同研究で神

経難病の一つである遺伝性運動性ニューロパチーの原因を解明しました。【医】

  

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

疫学倫理委員会には多くの実験計画が提出され審査を行っていますが、計画数

に対して、論文として公表されるものが少ないため、今後論文発表に努力する必

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。     

  
     判断理由 

先端的な研究活動を推進し、次のような大型の競争的研究資金を獲得しています

。 

(1) 遺伝子治療・再生医学分野では、「難治癌を標的治療できる完全オリジナル

 のウイルス遺伝子医薬の実用化の為の前臨床研究」において３年間で３億円の

  厚生労働科学研究費補助金を獲得しています。【医】 

(2) 保健学科では、平成24年度文部科学省「専門的看護師、薬剤師医療人育成事

業」に応募した「放射線看護専門的看護師養成課程事業」が、平成26年度まで

の３年間文部科学省の助成を受けることになりました。【保】 
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組織評価報告書（平成２４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、社会連携として公開講座、教員免許状更新講習、高校への出前授

業等を行っています。国際交流として、在学生の海外臨床修練や留学の推進、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．医学部において教員免許状更新講習を２科目実施し、90名が参加しました。

【医】【保】 

２．毎年、５年生４名がマイアミ大学に一年間留学しています。【医】 

３．６年生13名がマイアミ大学でClinical Clerkshipを行いました。【医】 

４．学術交流協定校であるマイアミ大学との連携を強化するため、マイアミ大学

の教員を招聘し、学生及び教員対象の講演会を行いました。【医】 

５．「若手教員海外研修支援事業」により、講師１名が平成24年９月から平成25

年２月まで、米国UCSFで研修を行いました。【保】 

６．文部科学省科学研究費補助金による国際共同研究を引き続き行っており、鹿

児島県の無医島で働く看護師、韓国のへき地の保険診療師及び米国のナースプ

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の確立

を目指した国際比較研究を進めています。【保】 

７．「学生海外研修支援事業」により、看護学専攻の学生４名が、韓国中央大学

校赤十字看護大学で５日間の研修を行いました。【保】 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．海外の大学との共同研究や人的交流を強化するため、韓国中央大学校赤十字

看護大学と部局間学術交流協定を締結しました。 

２．平成23年度に13回実施した高校への出前授業を今年度は17回実施し、高校と

の連携強化を図りました。 

 

 

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。      
  
     判断理由 

１．韓国中央大学校赤十字看護大学で平成24年11月15日に部局間学術交流協定締

結式を行い、平成25年１月21日に赤十字看護大学から２名の講師を招聘し、協

定締結記念講演会を行いました。【保】 

２．公開講座を９回、高校への出前授業を17回開催しました。【医】【保】 
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組織評価報告書（平成２４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は、医学部教授会の

議題として扱いますが、医学科又は保健学科のみに関する事項は、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 

会議の効率化を図ることにより、教職員が教育、研究、社会連携活動等に集中

することができる時間をより多く確保し、教育等の充実に努めています。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

大学院医歯学総合研究科の設置に伴い廃止された医学研究科の在学生が学位

を取得し、修了するよう指導を強化する必要があります。【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。     

  
     判断理由 

学部運営が順調に行われ、危機管理体制も整い、早急な対応ができる体制にな

っています。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名： 歯学部  

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

① 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を

対象とした歯系大学院生研究発表会を実施し、優秀な発表者に対して表彰し、

研究費を支援しました。 

② 次世代を担う若手研究者などを発掘・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に対し、歯学部同窓会奨励賞を授与しました。また、優秀

な人材を確保するため、歯学部生に対して歯系大学院説明会を開催しました。

③ 学際的かつグローバルな研究を推進するため、国内外の研究者を招待し、講

演会及びセミナーを開催しました。 

④ 研究支援体制を整備するため、購入希望機器やセミナーでの講演内容につい

てのアンケート調査を行いました。また、共同利用研究室及び機器の再整備を

行いました。 

⑤ 各分野における研究活性化のため、年度ごとに各分野の研究成果をまとめた

報告書を作成し、各分野に配布することにしました。 

⑥ 研究成果を広く社会に還元するため、ホームページ上で各分野の研究内容及

び歯系大学院生研究発表会の発表内容を紹介しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

① 歯系大学院生研究発表会、若手研究者発表会及び招待講演会を開催し、多く

の教員、大学院生が参加することで、大学院生及び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を表彰することにより、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ま

した。 

③ 海外研究者による招待講演を行うことで、大学院生及び教員が国際的研究の

意義について理解を深めました。 

④ 学部の研究環境の改善のため、教員及び大学院生に対してアンケート調査を

行い、学部への導入を希望する共同利用研究機器やセミナーの講演内容につい

て、有意義な資料を得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 使用不可能な機器の廃棄、研究者へのアンケートに基づき購入した新規機器

や歯系共同利用研究室の再整備などに伴って、学部の研究支援体制が向上しま

した。 

② 歯学部のホームページ上に研究に関する案内（各分野の研究内容紹介、歯系

大学院生研究発表会の発表内容の掲載、歯系大学院説明会の開催案内など）を

充実させたことで、学部研究についてのアクセス効率が向上しました。 

③ 海外研究者による招待講演を開催したことで、大学院生や教員に対して研究

の国際化及び英語による研究発表の重要性を理解してもらいました。 

④ 研究成果報告書を年度ごとに作成することで、学部及び各分野における客観

的な業績評価を行うことができました。 
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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。     

  
     判断理由 

① 歯系大学院生研究発表会は、土曜日の開催にも関わらず教員及び大学院生含

め総勢100名を超える参加があり、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 歯系大学院生研究発表会で最優秀賞を受賞した大学院生が、平成24年度先端

歯学スクールでの発表において最優秀賞を受賞し、歯系大学院生研究発表会が

大学院生の育成に貢献していることが具体的に示されました。 

③ 歯系教員、大学院生、研修医等の歯系構成員に対するアンケートの実施は、

効率の良い研究体制の整備及び学部研究体制の将来構想の具体化に向けて有

意義なものとなりました。 

④ 優秀な若手研究者の表彰を行うことにより、学部の研究支援体制が充実し、

若手研究者の研究意欲を高めることができました。 

⑤  歯学部のホームページを充実させたことにより、国内外へ向けての研究成果

の情報発信システムを強化することができました。 
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組織評価報告書（平成２４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歯科巡回診療を

実施しました。本年度も天候の悪化等による遅延はありましたが、予定した歯科

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 インドネシア・アイルランガ大学歯学部との学術交流協定締結調印式がスラバ

ヤ市の同大学で 11 月に行われ、鹿児島大学歯学部から４名の教員が参加しまし

た。学術交流協定締結記念行事として現地において記念講演会が開催されまし

た。 

③ インドネシア・アイルランガ大学歯学部との人的交流の一環として、同大学歯

学部長らが 12 月に来日し、鹿児島大学歯学部で講演を行いました。 

④ ミャンマー、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。 

⑤ 公開講座を鹿児島市で実施し、最新の宇宙生物学を専門とする外部講師を招い

て、「宇宙生物医学研究の最前線」というテーマで講演を行いました。 

⑥ アラバマ州立大学と歯科材料に関する共同研究を行い、22 演題の学会発表や

講演を行いました。 
 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

全国にも類を見ない無歯科医へき地離島地域での歯科巡回診療を組織的に行う

とともに、学部学生が臨床実習の一環として、また、地域医療を学ぶ機会として

活用しています。本年の入試面接においても多くの受験生が、本学部が地域医療

に関する独自の教育を行っていることに魅力を感じると答えています。 

 インドネシア・アイルランガ大学との学術交流協定締結により、東南アジアへ

の医療技術指導の拠点確保ができたとともに、現地歯科医療状況について、より

正確な情報収集が可能になりました。本学部が重視している地域医療貢献が、海

外においてもより効果的に行えるようになるものと期待されます。 

 「宇宙生物医学研究の最前線」というテーマで実施された公開講座は、多数の

聴講生を迎え、種子島や内之浦宇宙センターを抱える鹿児島らしいテーマだと好

評でした。宇宙関係の幅広いテーマを模索する鹿児島大学の方針にも沿ったもの

であり、今後も企画する予定です。 

 16年以上継続しているアラバマ大学との歯科用合金の接着技術開発をテーマと

する共同研究は、実績をさらに伸ばしました。本年度も、この分野では鹿児島大

学とアラバマ大学の歯学部が世界的に最も活発な研究活動を行いました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

今年度の離島歯科巡回診療では、臨床実習生や歯科研修医の参加について、こ

れまで以上に住民の理解が得られ、本来の治療業務に加えて地域医療教育も効果

的に実施することができました。 

 鹿児島大学他学部や他大学歯学部に比べて、海外の大学との学術交流の面での

実績が低いことから、今後はさらに多くの大学と学術交流協定の締結等を行うこ

とで、国際交流の活発化を図ることが必要と思われます。 
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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。     

  
     判断理由 

ほぼすべての事業で、計画と同等かそれ以上の成果を得ることができました。

しかし、国際交流の面では、質的には改善が図られているものの、量的には他学

部、他大学を凌駕するレベルとなるべく努力が必要と思われます。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名： 歯学部  

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 
① 歯学部長以下、副学部長３名体制で緊密な連絡を取りながら運営

を行っています。また、事務組織については事務部長以下、総務課、
学務課を配置し業務を遂行しています。執行部は、毎月１回、定例
の運営会議を開催し、教授会で審議・決定しています。 

② 「鹿児島大学歯学部運営会議規則」、「鹿児島大学歯学部教授会
規則」及び各委員会規則により、各管理運営組織が独自性を持って
活動できるよう適正な委員選考を行い、業務を遂行しています。 

③ 重要案件については、必要に応じてワーキング・グループ等を立
ち上げ、問題の確認・共有及び対策を練り、教授会へ上程していま
す。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

歯学部における業務運営の改善及び将来構想を検討するために、定期的に歯学

部将来構想委員会を開催し、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

て積極的に検討しています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

歯学部教授会での審議の前に、歯学部運営会議を開催し、十分な時間をかけて

審議事項を検討しています。歯学部運営会議に教育委員会委員長及び学生委員会

委員長が委員として参加し、業務運営の改善について活発な討議を重ねていま 

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 

歯学部の最高議決機関である歯学部教授会及び歯学部運営会議は、毎月定期的

に開催されています。教授会の下に位置する将来構想委員会、教育委員会、学

生委員会、研究体制委員会、FD委員会、定員配置委員会は定期的ないし必要に応

じて頻回に開催されており、教授会への報告及び審議・議決が適性に行われ、業

務運営と改善が的確に行われています。 
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組織評価報告書（平成２４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。私たちは工

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んでいます。そのため

、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、および④地域ならびに国際社会との調和・共生を図るために取り組む研究を行

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24年度の科学研

究費採択（新規および継続）は、新学術領域研究（研究領域提案型）;１件(330万

円)、基盤研究Ａ; １件(1,130万円）基盤研究Ｂ; 11件(4,950万円)、基盤研究Ｃ; 

28件(3,850万円)、挑戦的萌芽研究; ８件(820万円)、若手Ａ; ３件(1,740万円)、

若手Ｂ; ８件(970万円)、研究活動スタート支援；２件（230万円）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24年度の外部資

金受入総額は４億8,486万円でした 

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24年度の論文著書、設計創作および学会発表の件数は

延べ数でそれぞれは410、５および987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）。前年度に比べて特に学会発表数が増加しました。 

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。海洋土木工学科と建築学科は平成

24年度も継続して奄美災害調査へ参加しました。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23～24年度にかけての共同研究の成果として，プロトタイプを完成させて、平

成25年度のクローズドαテスト開始に向け，企業側で実装中です。 

「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 24 年度日本生体医工

学会九州支部大会および鹿児島大学・甲南大学合同ロボット・コンピュータビジ

ョン研究会への開催助成を行いました（情報生体システム工学科）。また、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 55 件（大学院生 55 名）に

助成が行われました。 

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

料の補助事業を平成24年度も継続して実施しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

工学部では毎年発行している工学部研究報告に発表論文および学会発表のリス
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トを掲載しております。工学部のホームページに掲載されたものは外部の方も閲

覧することが可能です。このリストへの記載漏れをなくすため、平成24年度より

教員情報システムのデータより情報を抽出することにしました。平成25年度はさ

らに効率化することも検討する予定です。 

 

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。     

  
     判断理由 

上記したような外部予算の獲得状況なら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24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２４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 

■社会連携 
建築学科では、県民を対象にした災害フォーラム「地震・津波と強風・土砂・火

山等の自然災害と都市建築の備え」（日本建築学会等と連携）、および都市住宅学

会20周年記念シンポジウム 《公開市民フォーラム》「郊外住宅地の再生は可能か

」（都市住宅学会等と連携）を実施しました。また、鹿児島県主催の平成24年度建

築物防災のつどいに講演などで協力しました。さらに、県内の既存建物の耐震性能

の評価の指導を行っています。 
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って

きました。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して行っています。 

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。また、環境化学プロセス工学科では、バイオマスの

活用についてNEDOのプロジェクトが開始され、県内の製糖工場や県の工業技術セ

ンターとの連携研究を進めています。 

技術部では小学校を中心に出前授業「ものづくり・科学実験」を継続して行っ

ており、平成24年度は８回開催しました。また、８月には、ものづくり体験教室

2012および工学部公開講座「ものづくりにチャレンジ」を開催しました。 

受験生の進路選択に役立ててもらうために、工学部案内2012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10校、高等専門学校７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７回（環境化学プロセス工学科２回、海洋土木工学科３回、情報生体システ

ム工学科２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24年度は、８月４日

に「第14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、工学部説明会およ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407名の高校生に訪問していただきました。 
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■国際交流 

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おります。平成 24

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 13 件（教員２名、大学院生 11 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、平成 24 年度の岩崎国際学術交流基金による助成事業では、海外の教育・研

究機関等との講演会開催助成事業１件（化学生命工学科）および海洋土木工学科

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、若手教員及び大学院生の国際学会発表派遣助成事業として 13 件

（教員２名、大学院生 11 名）に助成が行われました。このような補助もあり、平

成 24 年度の工学部教員および理工学研究科（工学系）大学院生の国際会議での

発表件数は、それぞれ 99 件と 65 件でした。平成 25 年３月には提携大学である

ペトロナス工科大学（マレーシア）の工学部長が今後の学生の交換に関する具体

的なシステム作りのために来学されました。平成 25 年１月には環境化学プロセ

ス工学科の教員が中心となって、環境に関する材料の国際会議を鹿児島市で開催

しました。 

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41名（８名の研究生や特別聴講学生等を含む）在籍しております。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） 

高等学校への出前講義の開講科目が他学部よりも少なく（工学部８科目、理学

部71科目、農学部53科目、水産学部18科目、法文学部17科目、教育学部20科目）

、実施数も少ないのでこの点を改善する必要があります。また、各学科がばらば

らに公開している社会貢献に関する活動内容をホームページなどで整理して公

表するなどの改善も必要と考えています。 

 

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。     

  
     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されていますが、上記の

改善点で述べましたように、さらに改善すべき項目もありますので、「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２４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

して業務運営にあたっています。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15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。教員組織は教授46名、特任教授１名、准教授46名、特

任講師１名、助教27名および特任助教３名から構成されています（平成25年３月末

時点）。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・教員室や実験室などスペースを有効に活用することを目指して、学部独自で施

設の利用状況の調査を実施しました。 

・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。 

・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。 

・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も、海外への研究活動の発信に努

めています。 

・男女共同参画事業の一環として、女子中高生の理系支援事業を実施し、「女性建

築家に聞く建築の魅力＆身近な生活空間をデザインしよう！」及び「目の不思議

を体験してみよう！～だまし絵からファッションまで～」の２コースを平成 24

年 11 月に実施しました。 

・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。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・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

を検討してきましたが、平成24年度は女性に限定した公募（助教）を実施し、１

名の採用を決定しました。平成25年度は女性教員ゼロの状態が改善される見込み

です。 

・施設・設備を整備して有効に活用するため、平成24年度は機械工学科１号棟の

改修が行われました。 
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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。      
  
     判断理由 

より効率的に業務運営が行えるように常に改善を実施しており、平成24年度も

「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２４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」には複数

の農学部・農学研究科教員が参加しています。国際島嶼教育研究センターや地域

防災センターのプロジェクト研究には農学部・農学研究科の複数の教員が主体的

研究者として参加しています。その他、地方自治体等と連携して地域の課題解決

研究に取り組んでいます。焼酎発酵学教育研究センターは「九州学生本格焼酎プ

ログラム・第３回講演会」や「第９回鹿児島大学焼酎学シンポジウム～世界の酒と

風土～」を開催しました。継続して参加している「アグリビジネス創出フェア」

に出展し、農学部・農学研究科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 

鹿児島大学重点コアプロジェクト「島嶼」、「環境」、「食と健康」には引き続

き主体的役割を担っています。 
国際島嶼教育研究センターや地域防災センターの地域課題解決のためのプロ

ジェクト研究には積極的・主体的に参加しています。地域的課題に解決にも地域

現場に出かけて取り組んでいます。 
焼酎発酵学教育研究センターが開催した「九州学生本格焼酎プログラム 第３

回講演会」や「第９回鹿児島大学焼酎学シンポジウム ～世界の酒と風土～」には

いずれも鹿児島県内外多数の参加者（前者100名、後者180名）がありました。  

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

ていく必要があります。 

農学部・農学研究科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ますが、現在、学部PR用DVDの作成、ホームペー

ジの改善作業を進めています。 

平成24年度は、学部長裁量経費による若手教員の募集に応募が有りませんでし

たので、今後は若手教員が応募しやすくなる環境条件の整備に努めます。 

「アグリビジネス創出フェア」への対処の仕方については今後検討する必要が

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。      
  
     判断理由 

 

研究活動は、引き続き活発に進められています。 
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組織評価報告書（平成２４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 

地方自治体と連携した「地域のビジネスプランの構築」に関する調査研究を継続

し、その調査研究成果「錦江町における有機農業を核とした新しいビジネスプラン

の提案」の発表会を行いました。垂水市が運営する「大野ESD自然学校」に対する

演習林フィールドの提供、「九州自然学校フォーラム」に主催者メンバーと参加す

るなど地域住民とともに地域づくりにつながる検討調査を行いました。「鹿児島大

学農学部花壇ボランテイア」に市民とともに学生が参加して、環境美化活動を継続

して行っています。「木質バイオマスエネルギーの活用ビジネス」講演（鹿児島経

済同友会12月例会）、「かごしま木質バイオマスエネルギー利用研究会の成果報告

会」（鹿児島大学農学部）を開催しました。台湾の中国文化大学と部局間学術交流

協定を締結しました。タイのトンブリ工科大学、エジプトのカフルアッシャイフ大

学など交流協定締結大学との交流を行いました。日中韓農業シンポを鹿児島大学

で開催しました（11月７日、90名参加)。ITP事業によるインドネシアのアンダラ

ス大学との共同研究は、引き続き推進しました。学生の国際交流推進に効果的な

国際協力農業体験講座(タイ、ミャンマー、ベトナムコース)の実施主体部局とし

て活動し、また日本学生支援機構(JASSO)の事業で「鹿児島大学・雲南農業大学

・学生交流プログラム」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 

地方自治体との連携活動など、地域貢献活動は多彩にかつ積極的に進めました

。国際交流活動も、エジプト、タイ、中国など交流協定締結大学を中心に、積極

的に進めました。 

学生の国際交流事業について、国際協力農業体験講座の主体的実施部局として

タイメジョー大学、ベトナム社会科学院、ハノイ農業大学との交流、また日本学

生支援機構(JASSO)の事業で「鹿児島大学・雲南農業大学・学生交流プログラム

等」を実施し、成果を上げています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

地方自治体との連携活動や国際交流活動は引き続き積極的に実施しています

が、個別の教員の社会貢献や国際交流活動を拾い上げ、評価する仕組みが必要で

す。 

現在進めている学部PR用DVDの作成、ホームページの改善作業が完成したら、

農学部教員の研究成果を地域社会にさらにアピールできると思われます。 

シンポジウムや研修会のさらなる充実を図り、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。      
     判断理由 

地方自治体をはじめ地域住民と連携した活動は、継続して、かつ例年と同等以

上に実施しています。国際交流については、学術交流協定校との交流や学生や教

職員の相互交流については新規事業によるものも含め、継続的に実施しています

。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：  農学部・農学研究科  

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

平成19年～23年度の自己点検評価報告書を作成しました。また、平成21～23年

度の教員の構成員評価（各教員の自己評価）をもとに、学部の構成員評価を行い

ました。教員の昇給評価に関する自己評価を提出してもらい、昇給の判断基準に

しました。男女共同参画に関しては、農学部においてmuseカフェを開催し、女子

大学院生を中心に20名が参加しました。オープンキャンパス「museカフェ」“ガ

ールズ★Talk”の企画・実施に農学研究科女子院生が参加しました。平成24年度

第１回女性研究者キャリア形成セミナーに女子院生を中心に参加しました。男女

共同参画推進学部WGを設置しました。農学部動物防疫対策会議が作成した防疫対

応管理指針に基づき、家畜防疫活動を継続しています。省エネ活動は目標を設定

し、それを達成しています。演習林の間伐材を活用した木質チップ（バイオマス

）を医学部附属病院のチップボイラーへの供給は継続して行っています。新市立

病院建設については、引き続き状況を見守っています。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

平成19年～23年度の自己点検評価報告書、平成21～23年度の学部構成員評価、

教員の昇給評価に関する自己評価などを行い、教員の教育・研究意欲の向上に努

めました。 

男女共同参画男女共同参画に関しては、男女共同参画推進学部WGを設置するな

ど、全学と連携して活動しました。そして、museカフェに女子大学院生を中心に

約20名が、オープンキャンパス「museカフェ」“ガールズ★Talk”の企画・実施

に研究科女子院生が、平成24年度第１回女性研究者キャリア形成セミナーに女子

院生が参加しました。 

動物防疫、省エネ活動などは継続して実施し、目的は達成していると判断して

います。 

演習林の間伐材を活用した病院のバイオマス発電事業には引き続き協力してい

ます。 

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。      
  
     判断理由 

 

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２４年度） 

 

部局名：水産学部・水産学研究科 

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

・ 水産学部のプロジェクト「島嶼圏を含む地域水産業と学術研究の連携による

水産業高度活性化」を通じて地域的課題の解決を推進しています。 

・ 漁協、漁連、自治体と協力して地域の課題を解決するための技術開発や新技

術の普及を図っています。 

・ 学部の戦略的海域である黒潮水域において新かごしま丸による系統的な観測

活動を行っています。 

・ 国および他の機関と共同で、国が推進している共同事業を行っています。 

・ 産学官の連携を推進し、企業との共同研究を積極的に推進しています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 水産学部のプロジェクト「島嶼圏を含む地域水産業と学術研究の連携による

水産業高度活性化」の一環として、屋久島、与論島、甑島など離島での漁業

経営の実態分析や経営改善、水産物の高付加価値化などの研究を行いました。

・ 赤潮研究拠点の創設をめざして、本学工学部、鹿児島・熊本の両水産研究セ

ンターと連携した研究が行われました。 

・ 新かごしま丸の海洋観測体制を一新し、運航する海域で系統的な観測や標本

採取を行うことになりました。 

・ 国との共同事業で、クロマグロの増養殖推進に関する研究を推進しています。

・ 産学官の連携研究により特許を取得しました。 

 

 

 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 附属海洋資源環境教育研究センターにおいて赤潮対策研究を柱の一つとする

新しい組織の編成作業を開始しました。 

・ 更なる外部資金獲得に向けて、公募等に関する情報共有システムを強化しま

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。      
  
     判断理由 

・ 地域社会と連携し地域的な課題の解決のために、多くの研究プロジェクトに

精力的に取り組んでいます。 

・ 社会の水産学部に対する要請に応えるため、赤潮対策研究を柱の一つとする

附属海洋資源環境教育研究センターの改組に取り組んでいます。 

・ 産学官との連携を推進し、国の定めた指針に沿った研究に取り組んでいます。
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組織評価報告書（平成２４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 

・ 県内の自治体、水産関連団体、民間企業と連携して、共同研究、技術支援、

魚職普及活動への支援を行うとともに、学生を協力活動へ参加させています。

・ 東日本の水産試験場などと共同で津波による水圏環境の変化や水産業復興に

関する研究を行っています。 

・ 国際的に活躍できる人材を育成するための環境づくりを行っています。 

・ 海外の学生が受験しやすい大学院の受験制度を作っています。 

・ フィリピン大学などの海外の大学等との連携を深め、国際共同教育、共同研

究を推進しています。 

 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 新かごしま丸が漂流瓦礫の目視観測調査に参加しました。 

・ 岩手・福島の水産試験場と震災復興に係る共同研究を行っています。 

・ 宮城県沿岸のアワビ漁業とその漁業管理に震災が与えた影響を研究していま

す。 

・ 水産学研究科の国際連携プログラム形成について、海外の連携大学と協議を

薦め、共通規則の策定作業を始めました。 

・ 北太平洋海洋科学機構（PICES）の国際会議で、海洋の二次生産力に関する国

際ワークショップを開催しました。 

 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 海外から水産学研究科への入学を希望する学生が来日することなく選考を受

けられる選抜方法を取りまとめ、平成26年度から実施予定です。 

・ 学部の英語版HPで教員情報を充実させ、海外からのアクセスに対応させまし

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 

・ 新かごしま丸の機能を生かして津波による水圏環境の変化や水産業復興に係

る研究を行いました。 

・ 大学院受験制度を改善し海外からの受験が容易な制度にしました。 

・ フィリピン大学などの海外の連携大学との協議を進め、水産学研究科の国際

連携プログラム形成について、共通規則の策定作業を始めました。 
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組織評価報告書（平成２４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 

・ 学部が独自に開発した学務管理PDMとISO教育システムによって教育に関わる

全ての組織、施設・設備が管理され、PDCAサイクルが確立し教育の質が継続的

に改善されています。 

・ 簡潔・簡便なシステムでISO認証のコンプライアンスを満たせるよう、ISO教育

システム運用マニュアルを大幅改定し、完成度を高めました。 

・ 男女共同参画は学部運営会議が推進することとし、助教採用人事を「評価が同

程度の場合、女性を優先する」との方針で進め、女性の採用を決定しました。

・ 引き続き、学部委員会等での事務職員の委員として参加させると共に、事務・

技術職員対象のSD研修の月一度開催を開始しました。 

・ かごしま丸の共同利用を計画通り実施し、航海日数中の共同利用率33％を達成

しました。平成25年度に向けて、さらに利用希望大学との協議を進めると共に、

北大おしょろ丸との間で利用申請書の様式を統一し、共同利用を推進しまし

た。 

・ ・平成17年度以降の自己点検をレビューし、学園白書を刊行しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 助教採用人事では「評価が同程度の場合、女性を優先する」との方針で、女

性の採用を決定しました。 

・ ・かごしま丸の共同利用を推進し、航海日数中の共同利用率が33％に達成し

ました。平成25年度に向けてさらに、利用希望大学との協議を進めると共に、

北大おしょろ丸との間で共同利用申請書の書式を統一し、共同利用を推進し

ました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 学部ホームページの受験生向けサイトを改良し、英語版を充実しました。 

・ ２号館の改築の際にスペースマネジメントを取り入れ、施設の有効利用の実

質化を図りました。 

・ ５号館改修計画の策定作業を進めました。 

 

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 

・ 全教職員が参加するPCMワークショップでは、学部のスーパーゴールに対する

現状の問題点や課題を抽出し、これらをインプットして改組とカリキュラム

の改編に取り組んでいます。 

・ かごしま丸の共同利用率が33％に達し、平成25年度に向けてさらに利用希望

大学との協議を進めているのは、教育関係共同利用拠点制度（練習船）が設

定している基準である20%をはるかに上回り、北大おしょろ丸との間で共同利

用申請書の書式の統一等、制度が想定している以上の共同利用推進成果を上

げました。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：共同獣医学部  

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

 本学部の教員は山口大学連合獣医学研究科（鳥取大学、山口大学及び鹿児島大

学の３大学で構成）の構成教員のため、研究活動は学部と連合獣医学研究科の両

組織で実施しています。 

 学部としては、基礎、病態予防、臨床の３大講座及び附属動物病院、附属越境

性動物疾病制御研究（TAD)センターのそれぞれにおいて、大動物（畜産・家禽動

物）、小動物、実験動物、野生動物、展示動物などを対象に行っています。 

 研究成果は、その都度、関連の専門誌や学会等で発表しています。 

学部主催の獣医学研究会（主に卒論の研究内容発表）を毎年実施し、本年度も

４回実施、教員と学生が毎回30名以上参加しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

学外共同研究として、新しく開発された実験動物・マイクロミニピッグを用い

た動脈硬化モデルの応用研究や薬効試験、あるいはフルゲノム解析を実施し、さ

らに学内横断型研究体制による新たなプロジェクト「超小型ミニブタの生殖工学

分野における新規医用動物としての構築」に着手しました。 

TADセンターを中心に、出水平野に飛来するツルの病原体に関する研究を継続

実施、鳥インフルエンザウイルスの感染実態等を報告しています。 

軽種馬センターを利用した馬の運動機能障害に関する研究にも取り組んでい

ます。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 TADセンターに准教授１人が配置され、研究体制機能が増しました。 

 またTADセンターには、文科省の４大学共同連携事業の取組みの中で、高度病

原体を取り扱えるP3A施設が設置されることになり、高度病原体に関する研究体

制の充実が期待されます。 

 

 

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。 

  
     判断理由 

 附属施設あるいは、地域特性を生かした研究を展開しています。また、その成

果は専門誌あるいは関連学会において随時発表され、学部ホームページ等で紹介

されています。 

 

 

  

-80-



 

組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：共同獣医学部  

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

情報発信については、シンポジウムや公開講座の開催、学部の「概要」及びホ

ームページを中心とし、オープンキャンパスでのチラシ、案内ポスターなどを活

用して取り組んでいます。 

本年度の具体例として、養鶏シンポジウム「アニマルウエルフェア」（11月２

日、70人）、市民講座「鳥インフルエンザの制圧に向けて」（12月12日、85人）

、公開講座「動物のいのち（生命）と人との係わり」（８月４日、80人）を開催

しました。 

 社会連携の例として、附属動物病院の外来診療受付、出水市からの受託研究（

ツルの調査）、環境省への研究協力（ヤマネコの調査）等が行われました。 

国際交流では台湾の中央研究院、台北市政府衛生局等を訪問し（６月14-15日

）研究交流を行いました。ジョージア大学に学生３人が研修留学し、また台湾の

中興大学、バングラデッシュのChittagong大学、オランダのUtrecht大学、タイ

国のカセサート大学等から留学生を受け入れています。 

そのほか、県および民間組織と共同で、社会人対象の研修会「家畜疾病診断研

究会」を２回、動物病院主体でKUVTHセミナーを10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 

就職先の企業や組織団体の学生リクルートへの協力として毎年、山口大学、宮

崎大学及び鹿児島大学の３大学獣医学科共催による「合同就職説明会」を実施し

ています。このような取り組みは全国に類はなく、今年は４月26日に開催しまし

たが、参加企業団体には大好評で45社が参加しました。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

公開授業数が少ないので増加させるよう検討します。 

 本年度から開始される文科省の４大学共同事業の取組みの中で、獣医学教育の

国際認証取得を目指しますが、その中で、国際交流は益々重要になってきますの

で、さらに活発化させていく予定です。 

 

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。 

  
     判断理由 

地域に根差した社会連携あるいは国際貢献を行っていますが、まだまだ充実発

展させられると考えています。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：共同獣医学部  

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

山口大学との協議会をテレビ会議を通して毎月開催し、教育活動に必要な事項

の協議、報告を行いました。 

共同獣医学部発足の初年度として、新たに定めた諸規則等に則り、三役会、運

営会議（三役に大講座長、附属施設長）、教授会（教授のみ）、教員会議（全教

員）、各種委員会及び全学委員会委員を組織し、学部運営を行いました。 

６月には共同獣医学部設置記念特別講演会及び記念式典を開催し、学内外への

PRに努めました。 

学部初年度運営予算としては厳しい状況にありましたが、学部長裁量経費や学

部共通経費などでの支出を抑え、また外部資金の獲得に努め、予算内での学部運

営を達成しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 本年度は、受託研究20件 38,558(千円）、科研費22件 59,780(千円）、使徒

特定寄付金24件 11,765(千円）、動物病院収入 98,000（千円）などの外部資

金を獲得しました。 

文科省の４大学共同連携事業への取組みが採択されました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

動物処理施設の改修により環境改善され、業務の効率化を達成しました。 

 

 

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。 

  
     判断理由 

 共同獣医学部の初年度の業務運営をほぼ計画通りに達成できました。 
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組織評価報告書（平成２４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．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．無医島に駐在する看護師の看護継続教育支援システムの開発を進めていま 

す。 

３．島嶼における看護職-住民の協働的なパートナーシップ構築に関する研究を

進めています。 

４．離島で自立した援助活動が行える助産師養成のための教育プログラムの開発

を進めています。 

５．嚥下リハビリテーションモデルの開発を進めています。 

６．中枢神経障害モデル動物に対する運動療法効果について研究しています。 

 

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。特に鹿児島県の特性を生かし、離島をテーマ

にした研究が進められているのが特徴です。 
２．今後はさらに、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。     

  
     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。 

 国際的共同研究も意欲的に推進していますが、国際レベルでの研究がさらに必要

です。 
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組織評価報告書（平成２４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、公開講座、高校への出前授業、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、国際セミナー等を行ってい

ます。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．韓国中央大学校赤十字看護大学と部局間学術交流協定を締結しました。そし

て韓国中央大学校赤十字看護大学より講師２名を招聘し、協定締結記念講演会

を開催しました。 

２．韓国及び日本から計３名の講師を招聘して「第５回国際看護セミナー」を行

いました。テーマ「日本と韓国における看護師の役割拡大―保健診療員(韓国)

と特定看護師―」について活発な討論が行われました。 

３．「若手教員海外研修支援事業」により、講師１名が平成24年９月から平成25

年２月まで米国UCSFで研修を行いました。 

４．アウトリーチ実践者養成コース設置に向けて、ワーキング・グループを立ち

上げ検討しました。そして、地域のニーズを把握するため、地域住民との意見

交換及び情報収集を行うことにしました。  

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．今年度は、韓国中央大学校赤十字看護大学との部局間学術交流協定の締結が

実現しました。 

２．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 

様々な試みがさらに推進されました。 

 

 

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。      
  
     判断理由 

 今年度は、韓国中央大学校赤十字看護大学との間で部局間学術交流協定を締結

しました。そして、昨年度に引き続き、看護学教員を中心に国際セミナー等を意

欲的に推進しました。 

 保健学研究科の特徴及び鹿児島県の特性をも活かした、地域社会の活性化につ

ながる地域貢献活動を今年度も精力的に推進しました。 

 真の地域連携・社会貢献を実現するためには、個々の教員による努力のみなら

ず、保健学研究科の組織全体としての対応が課題です。 
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組織評価報告書（平成２４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24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を進めまし

た。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

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

て検討し、特に看護学専攻における講座体制の見直しについて議論しました。

２．地域のニーズに応え、さらに魅力的な大学院を目指し、高度専門職業人養成

のためのいくつかのコース設置の可能性について、ワーキング・グループを中

心に検討しました。 

３．「修士課程における保健師・助産師・NP教育が、人々の生活の質の確保と学

術の向上に及ぼす効果について」というテーマでFD講演会を開催し、大学院に

おける高度専門職業人養成の重要性・必要性について活発な意見交換を行いま

した。 

４．人事交流、研究・教育協力、学生の就職支援などを通して、大学病院看護部

との連携強化を推進しました。 

５．男女共同参画推進のため、次世代女性研究者育成を目的として、女子大学院

生（修了予定者）と懇談会を開催しました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

学部学科から大学院までの将来構想を種々検討し、進むべき方向性が示され 

ました。今後は実現可能な構想をより速やかに具体化していくことが必要です。

 

 

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。      
  
     判断理由 

放射線看護専門コースを博士前期課程に設置し、学生２名を受け入れ、授業を

開始しました。平成26年度からの助産師養成課程設置及び学生の受け入れに向け

てカリキュラムを作成し、文部科学省への申請準備を進めています。 

 今年度は、高度専門職業人養成に向けてのさらなる取組について、FD講演会、

ワーキング・グループによる検討を行いました。 

 入学定員割れに対する対策について検討してきましたが、依然厳しい状況が続

いています。学生確保に向けた具体的方策を実行することが引き続き緊急の課題

です。 
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組織評価報告書（平成２４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 物理科学専攻教授と国立天文台水沢VLBI観測所准教授らのグループが太陽系

と銀河中心との距離は約26,100光年、太陽系が銀河中心の周りを回転する速度

は約240km/sであり、太陽系が銀河中心の周りを回転するのに2.05億年かかる

ことを約10年に及ぶ観測の成果から発表しました。http://www.kagoshima-u.a

c.jp/topics/2012/10/post-312.html 

② 生命化学専攻教授らのグループが脊椎動物の味の受容器官である味蕾の進化

的起源（脊椎動物の味蕾の起源はヤツメウナギまで遡る）を解明しました。ht

tp://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2013/03/post-418.html 

③ 地球環境科学専攻助教らのグループが2億1,500万年前の地層から巨大隕石衝

突の証拠を発見しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/11/po

st-335.html 

④ 情報生体システム工学専攻教授らのグループが動いている物体の形を高速・精

密に計測する技術を開発しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/20

12/08/post-280.html 

⑤ 情報生体システム工学専攻准教授らのグループがメタマーによる明るさ知覚

メカニズムを解明しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/05/

post-246.html 
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⑥ 機械工学専攻教授らのグループが秒速1,000メートルの高速度粒子によるコー

ティング技術を開発しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/0

6/post-255.html 

⑦ 地球環境科学専攻教授が「地球表層環境での粘土鉱物の生成に関する研究で

平成24年度日本粘土学会賞を受賞しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/

topics/2012/09/post-305.html 

⑧ 地球環境科学専攻准教授が「溶液内反応をプローブとした溶媒和の熱力学的

研究」で平成24年度溶液化学研究会奨励賞を受賞しました。http://www.kago

shima-u.ac.jp/topics/2012/11/post-353.html 

⑨ 地球環境科学専攻助教と同学科の日本学術振興会特別研究員が論文「中部日本

、美濃帯の上部トリアス系チャートから発見したNiに富むスピネル粒子」で20

12年日本地質学会小藤賞を受賞しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp/top

ics/2012/10/ post-313.html 

⑩ 機械工学専攻准教授がASM International2011年年間最優秀レビュー論文賞と

日本溶射学会2012年度論文賞を受賞しました。http://www.kagoshima-u.ac.jp

/topics/2012/06/post-256.html 

【特色ある点】 

⑪ ITPシンポジウム「Conservation of biodiversity in the tropical Asia（ア

ジア熱帯地域における生物多様性保全シンポジウム）」を開催しました（平成

24年11月）（約65名参加、海外から５名参加）。http://www.sci.kagoshima-u

.ac.jp/~itp/ 

⑫ 各種研究集会を開催しました。○第56回香料・精油及びテルペン化学に関する

討論会（10月）○第47回フィンスラー幾何学研究集会(11月) ○2012年度表現

論シンポジウム(12月) ○The 14th International Symposium on Eco-Materi

als Processing and Design（平成25年１月）○「第8回代数・解析・幾何学セ

ミナー」（平成25年２月） 

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）255 編、(b)国際会 Proceedings 

84 編、(c)著書：17 件、(d)学会発表件数:975 件（内、国際学会発表：240 件）、

(e)特許出願件数：国内 22 件、国外２件、(f)特許取得件数：国内 32 件、国外５件、

(g)科学研究費:新学術領域研究;２件、基盤研究 A;２件、基盤研究 B;16 件、基盤

研究 C;46 件、挑戦萌芽研究; 10 件、若手 A;３件、若手 B;11 件、 研究活動スター

ト支援; ２件、特別研究奨励費;２件(h)その他外部資金：奨学寄付金 115 件、受託

研究 33 件、共同研究 44 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２４年度） 

 

部局名：理工学研究科  

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

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 物理科学専攻教授が「実感できる教材の開発と活用による天文学の理解増進」

の業績で平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞しました。http://

www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/04/post-230.html 

② 情報システム工学専攻教授が日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員とし

て表彰されました. http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2012/08/post-286.

html 

③ 地球環境科学専攻准教授がキュー王立植物園（英国）で半年間、若手教員海外

研究支援事業による海外研修をしました。 

④ 数理情報科学専攻准教授が平成25年度日本学術振興会海外特別研究員（フラン

ス２年間）に採用されました。 

⑤ 文部科学省「子ども霞が関見学デー」において、８月８日(水)～９日(木)文部

科学省庁舎前（東側）２階エントランス前ひろばで「科学・理科体験教室」を開
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催しました。 http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/pdf/kasumigaseki_poster_k

agoshima.pdf 

⑥ 文部科学省「情報ひろば」で「地域とともに宇宙に挑む」：鹿児島大学の宇宙

研究と県内企業との取組において物理科学専攻の研究成果や取組を展示しまし

た。http://www.kagoshima-u.ac.jp/event/2013/01/post-241.html 

【特色ある点】 

⑦ 多くの教員が、鹿児島県、鹿児島市、環境省、国土交通省、気象庁、九州森林

管理局など、各種の審議委員会や専門委員会（40の委員会）の委員を勤めていま

す。 

⑧ 農学部・水産学部・島嶼研・博物館と共同で奄美群島の生物多様性調査をしま

した。 

⑨ 研究科技術部は地域連携活動「ものづくり・科学実験」を第４回〜第11回まで

８回開催しました。(参考：第11回http://www.eng.kagoshima-u.ac.jp/news/?p

=1323) 

⑩ 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。 

⑪ 防災に関する、国土交通省災害時緊急派遣ドクターを務めました。 

⑫ 植物と微生物の共生に関する研究（10件）をタイ・プーケットにて開催された

第２回アジア窒素固定会議で発表しました。 

⑬ 海外からの参加者もある各種の学会、研究集会を開催しました：○ITPシンポジ

ウム「Conservation of biodiversity in the tropical Asia」、 ○第56回香料

・精油及びテルペン化学に関する討論会、 ○第47回フィンスラー幾何学研究集

会、 ○第８回代数・解析・幾何学セミナー、○環境に関する材料の国際会議「T

he 14th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design」

など。 

⑭ 「鹿児島県生物教員ネットワーク」（shikagaku）第３回セミナーを大島高校・

和親館３階多目的ホールで開催した（11月３日）。 

⑮ 高校生向け「プレゼンテーション講習会」を開催しました。 http://www.kago

shima-u.ac.jp/topics/2013/02/post-397.html                       

⑯ 「地域防災シンポジウム」、災害フォーラム「地震・津波と強風・土砂・火山

等の自然災害と都市建築の備え」（日本建築学会等と連携）、 都市住宅学会20

周年記念シンポジウム 《公開市民フォーラム》「郊外住宅地の再生は可能か」

（都市住宅学会等と連携）、「研究支援と学術情報の社会還元を目的としたNPO 

法人」等を主催又は共催しました。 

⑰ 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C

ST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 

⑱ 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。 

⑲ 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)」を進めました。(参照：http://www.kagoshima-u.ac.jp/to

pics/2012/02/post-208.html) 

⑳ 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しま

した 

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。 
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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。      
  
     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２４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 

【優れた点】 

① 工学系で初めて女性教員を採用しました。 

② 鹿児島大学の文部科学省支援の「女子中高生進路選択支援・次世代研究者育成

事業等」の一環として、平成 24 年 11 月に次のコースを実施しました。 

○「おいでよ！理学部へ！〜楽しい理科体験実験への招待！〜」と題して２つの

コース 

○「女性建築家に聞く建築の魅力＆身近な生活空間をデザインしよう！」及び「目

の不思議を体験してみよう！～だまし絵からファッションまで～」の２コース

③ 12 月６日(木)に鹿児島大学理学部卒業生（女性）による、キャリア形成のため

の講演会「第一回ロールモデル講話」（講師：株式会社 TRI テクノ 代表取締役

社長）を開催しました。

http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/pdf/dai1kai-kouwa.pdf 

④ 12 月７日（金）に女性研究者による数理情報科学科談話会（講師：近畿大学理

工学部准教授）を開催しました。 

⑤ 平成25年１月10日(木)生命化学科のセミナーで女性研究者（(独)産業技術総合

研究所ナノシステム研究部門ソフトメカニクスグループ研究員）による講演会
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を開催しました。 

 

【特色ある点】 

⑥ 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。 

⑦ 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。

⑧ 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。 

⑨ 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。 

⑩ 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い、意識改革に取組みつつ

安全確保に努めています。 

⑪ 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。 

⑫ 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。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 工学系での初の女性教員採用、理学系での卒業生（女性）によるロールモデル講

演会や女性研究員による講演会の開催、文部科学省支援の「女子中高生進路選択支

援・次世代研究者育成事業等」の一環として４つのコースを実施するなど、男女共

同参画推進に努めたこと。 

 

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。     

  
     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２４年度） 

 

部局名： 医歯学総合研究科   

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

先進医用ミニブタを用いた前臨床研究の南日本拠点形成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。ま

た、HTLV-1 関連疾患の治療法開発に対する先進的な総括的研究を行いました。さら

に、先端的がん診断治療研究センターによるがんの臓器バンクの充実及びヒト由来

組織ファイリングシステムの作成、口腔先端科学教育研究センターによる他大学と連

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、国際統合生命

科学研究センターによる心身相関の立場からの学際的な研究をそれぞれ推進しまし

た。また、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。 

若手研究者間の交流を図るために、平成 24 年 12 月 15 日に歯系大学院研究発表

会を、平成 25 年１月 24 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 

総額約５億円の科学研究費と総額約４億円の厚生労働科学研究費を取得して、島

嶼、環境、食と健康の各コアプロジェクトをはじめ、国際的レベルの医歯学の研

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

年度から計７年間総額20億円の「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）が引き続き行われ、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） 

共同研究を推進するために、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・研究所等に配布した結果、

neuroscience の分野において、カロリンスカ研究所との共同研究が行われる予定

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。      

  

     判断理由 

この１年間にImpact factor付英文論文が約340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

寄附金等）を合計約18億円獲得し、特許も国内特許８件、外国特許２件を取得する

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。また、昨年

度に引き続き、消化器疾患・生活習慣病学分野において、獲得した計20億円(総額)

の外部資金による研究を継続しており、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２４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 

１．平成24年11月にインドネシア・パジャジャラン大学医学部と部局間学術交流協

定を締結しました。 

２．平成24年11月にエジプト・カフルアッシャイフ大学の学長等の来訪があり、医

歯学総合研究科長及び国際交流委員長との懇談や施設見学を行いました。 

３．若手教員海外支援事業により、平成24年４月から９月まで、講師１名がドイツ

・ベルリン大学研究所にて研修を行いました。 

４．博士課程に10ヶ国から、国費留学生16名（優先配置12名、大学推薦2名、大使

館推薦２名）、私費留学生９名を、修士課程に私費留学生１名、研究生として国

費留学生１名を受け入れています。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

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。 

２．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24年度までに、12名の留学生を受け入れています。 

３．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、フィジー、インドネシア等から10名の医療

関係者が参加し、平成24年10月15日から県内の離島の医療機関等で４週間の研

修を行いました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

国際共同研究及び交流推進のため、インドネシア・パジャジャラン大学医学部

と部局間学術交流協定を締結しました。 

 

 

 

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。     

  
     判断理由 

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。 

国際交流に関しては、部局間学術交流協定の締結、JICA研修コースの実施及び

留学生27名の受入れなど、活発な交流を行っています。 
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組織評価報告書（平成２４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目指

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

至る諸課題を解決し、社会に貢献することを目標としています。このために、教育研究組

織の再編、教育課程の見直し、最新研究設備の導入、研究環境の向上などに常時取り

組んでいます。また、学生の教育環境の改善や経済的支援にも努めています。 

研究面では、ウイルス疾患、がん、食と健康、ミニブタ等の重点研究を支援し、成果を

挙げています。また、「鹿児島大学大学院医歯学総合研究科研究分野紹介」の冊子な

どを使って、学内外との共同研究の推進に取り組みました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．離島へき地医療人育成センターの特任教員籍を一般教員籍に変更するとともに、僻

地・離島医療専門医療人養成コースを設置して、離島へき地医療人育成の充実を図

りました。 

２．臨床腫瘍学講座（プロジェクト講座）を設置し、がんプロフェッショナル養成を推進す

るとともに、がんの総合的研究を一層推進することにしました。 

３．学生の経済的支援のための研究科奨学助成事業を継続して行うとともに、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．修士課程の定員を10名に減じるのを機に、目的別人材育成コースを平成25年度か

ら導入し、よりニーズに合った教育を実施することにしました。 

２．基礎系大学院生の確保を目指して、MD-PhD制度の活用についての具体案を作成

しました。また、大学院生の経済的支援の充実を図りましたが、留学生の生活支援、

若手研究者の環境改善については、課題が残りました。 

３．老朽化した研究機器の更新を行いました。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、今後とも対応が必要です。 

４．キャンパス内の点検を行い、老朽化した設備の改修・整備を行いました。しかし、共

同研究室、大型先端機器を設置するため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」の建設実現は、課題として残りました。 

５．研究、医療における個人情報保護や生命科学研究倫理について、講習会等を実施

し、ガイドラインの遵守を図りました。 

 

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。      
  
     判断理由 

新分野の設置による教育研究の充実、修士課程でのコース導入、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

されました。 

 

-95-



組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：司法政策研究科 

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

司法政策研究科における研究活動は「地域に学び、地域を支える」という理念

の下に、①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

、②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領域について、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。他方エデュケーション・フェイズに含まれる研究として、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ます。 

（１）アカデミック・フェイズ 

 平成24年度においては、所属教員が多数の研究論文を作成公表し、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よう取組んでいます。 

このほか、平成24年度の外部研究費の獲得状況としては、科学研究費補助金に

ついて、研究代表者として２件が採択され、延べ５名が科学研究費補助金採択研

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年度から継続して大規模研究組織で取り組

む基盤研究（Ａ）が採択されており、この研究の研究拠点としての機能を果たし

ています。 
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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昨年度から継続的に取り組んでいるものです。

 

特に 

（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しています。 

（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年度から、この取組みが科学研究費補助金

基盤研究（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ことになりました。 

（３）裁判所における法曹３者懇談会への招聘 

 鹿児島地方裁判所判事と鹿児島県弁護士会所属弁護士、それに鹿児島地方検察庁

検事らが主催する勉強会「法曹３者懇談会」に、研究科所属の教員が平成24年度か

ら招聘され、法曹３者と共同して裁判手続の研究を進めています。 

 

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 

専門職大学院として、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を行い、②論文作成公表や刊行物執筆等にも枚挙

の暇のない実質的取り組みがなされ、③司法過疎を主題とする研究拠点機能を果

たし、「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理由としました。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名： 司法政策研究科  

 

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（承前）、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

発の取組みを行っています。 

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

児島地方裁判所判事と福岡高等検察庁宮崎支部所属検察官が法科大学院授業を担

当していることも、社会連携の一端をなしています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 
①優れた点、特色ある点 

平成24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一般公開し、市民の法的啓発にも寄与してい

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らい、授業外のチューター指導の体制の支援

を受けることを通じて、教育課程の充実を図っているほか、上記刑事模擬裁判の

出演等にも協力を得ています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

上記①で挙げられている点は、多くが昨年度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、発展的改善点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。      
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     判断理由 

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判断理由としました。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：司法政策研究科 

 

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、研究科運営のためにPDCAサイ

クルを意識した実践を進め、その成果に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にPDCAサイクルを意識し、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、独自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

んでいます。 

（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、あるいは学外へ広く教育活動を

広報するために、毎月１回以上、ニューズレターの発行を継続しています。 

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年に発行を始め、平成23年度からは前後期の学期ご

との改善と年度内での改善に取組んでいます。平成24年度は、PDCAサイクルを確

認し、指標化するべく、同報告書記載事項のフィードバックに取り組んだ実践を

行い、同報告書を作成しました。 

ま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。     

  
     判断理由 

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判断理由

としました。 
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織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：  臨床心理学研究科   

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

平成23年度に引き続き、平成22年度から実践してきた「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」のプロジェクト研

究を平成24年度も継続して行いました。３年目の取り組みとして、これまで行っ

てきた地域連携を伊佐市、霧島市、枕崎市をモデル地域としてさらに展開させま

した。また、大学と地域を双方向的につなぐMICT(Mobile Information and Comm

unication 携帯情報伝達技術)を用いて、就学支援のための事例検討会を行うと

同時に、そうした実践の教育効果について、地域及び学生からの評価を受けまし

た。その結果については日本心理臨床学会第31回大会にて報告しました。さらに

、国際的な視点に立った地域支援活動のあり方の礎をより強化するために、平成

24年度もスウェーデン県BUP及びKarolinska InstitutetのKINDに出向き連携の

強化、連絡体制の整備を行いました。 

 

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、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挙げられます。 

 さらに、そうした地域支援のあり方を全国に先駆けたスタンダードな手法とし

て発展させるために、国際的視点に立った地域支援活動にするべくスウェーデン

県BUP及びKarolinska InstitutetのKINDに出向き連携の強化、連絡体制の整備を

行った点も優れた点です。 

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、これまでの実践研究が地域へ向けたデリバリー

方式によってのみ展開されていましたが、今後はそうした方式を活かしつつも、

地域支援の拠点及び地域支援を担う人材育成の拠点作りの活動を促進させるこ

とが必要です。さらに、そうした成果を地域における臨床現場で活かしつつ、そ

れらを教育改革の一環として活用するためには、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、さ

らなる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。     

  
     判断理由 

 平成22年度から行ってきた「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」のプロジェクト研究によって、地域連携が進

み、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貢献

できたと考えられる点。また、こうした成果を報告書にまとめるだけでなく、日

本心理臨床学会第31回大会において発表し、広く学外へ向けてもアピールできた

ことも重要な判断理由です。 
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組織評価報告書（平成２４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24年度は、先に示したプロジェクト研究、「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」の実践研究が３年目に入

り、地域連携も伊佐市、霧島市、枕崎市、南さつま市へと広がり、臨床心理士の

少ない地域へデリバリー方式にて研究科教員・大学院生が出向き、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。加えて、平成24年度は大

学院生による就学相談活動を行うなど、地域連携に基づく実践的な活動を行いま

した。 

国際交流としては、プロジェクト研究の一環として地域支援の先進的取り組み

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礎を構

築しました。また、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１名が採択され、平成24年度から１年間の海外研修を行いました。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１名の教員がニューヨークを訪問し、本研究科の教育領域におけ

る臨床心理実践に関する視察を行い、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、３年間継続して行ったプロジェクト研究、「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

を通して、地域との連携を深め積極的に社会貢献ができた点、さらには、本研究

科の教育目標の一つでもある地域に根差した臨床心理士養成という教育課題が、

本研究実践の中で実務教育として行えた点が優れた点として挙げられます。 

 また、そうした実践がスウェーデンとの国際交流を通してより深められ、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

の新たな教育方法開発の礎を築けた点が優れた点として評価できます。 

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、これまでのプロジェクト研究がより発展的に展開

し、我が国における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のスタンダードを構築するために、海外の地域支援の先進

国との国際交流をさらに推進し、海外での実践を紹介するための海外講師の招聘

を計画的に考える必要があります。 

 
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。      
       
判断理由 

プロジェクト研究を通して行った地域支援に関する実践研究が、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大きく貢献し、かつ、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に対する『実践型教

育プログラム』としても価値の高いものと考えられた点が評価できたため。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

部局名：  臨床心理学研究科   

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

 平成23年度に受審した日本臨床心理士資格認定協会による専門職大学院認証

評価結果においては、管理運営面においても全ての項目に対して基準を満たして

いると評価されていましたが、一方で、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、の指摘を受けていました。それを受けて、平成24年度から「

助教」の配置が行われ、教育水準の維持・向上を図り、教育活動を適切に実施す

るための運営体制を整えることができました。また、教員の授業外負担を含めた

ワークバランスを考え、平成24年度から、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行われました。 

一方、自己点検評価に関しては、日本臨床心理士資格認定協会による専門職大

学院認証評価機関への年度報告を通して、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べく自己点検評価を行っています。そし

て、その評価結果を教育活動の改善のために活用しています。また、ホームペー

ジをリニューアルすることで、本研究科の教育活動の現況についてウェブサイト

から情報を取得しやすくし、広く社会に周知しています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

本研究科所属の専任教員９名及び「助教」１名全員が臨床心理士有資格者であ

り、付設の心理臨床相談室における学内実習、また、教育・福祉・医療、各領域

における学外実習を通した臨床心理士養成のための教育・研究・臨床実習が充実

している人員配置ができていること、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が優れた点として評価できます。 

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報告においての要望事項で示さ

れた、教員の授業外負担を含めたワークバランスを考慮し、学外のスーパーバイ

ザーによるスーパービジョン体制を整え、組織的な取り組みが行える仕組みの構

築が今後改善を要する点です。 

  

 

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。      
  
     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、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

評価されてはいますが、教員のワークバランスのチェック体制を整える必要があ

るなど、今後改善を要する点があり、さらなる努力を必要とするためです。 
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組織評価報告書（平成２４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 24

年度は、「環境」１件と「食と健康」２件の３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７件）を行いました。

 若手研究者養成プログラムに関しては、連大生 117 名、若手教員３人に対し個

人の研究活動支援がなされました。 

 学会賞（ポスター賞）受賞学生８名、第１著書論文発表学生26名、国際会議での

口頭発表・ポスター発表を行った学生５名に対しても研究活動支援がなされたとこ

ろです。 

 また、連合農学研究科教員・学生の幅広い知識修得、能力向上のための取組とし

て、平成 24 年度から３大学の教員・連大生のうち、同じ分野の研究者が一同に会

して研究成果等を発表する分野別セミナー３件（植物病理学分野、昆虫学分野、農

芸化学分野）を開催しました。当該セミナーはそれぞれ、84 名、60 名、40 名の参

加者があり、特に若手研究者の意欲の向上に寄与したと考えられます。連大の強

みは専門分野ごとに見れば通常の地方大学の３倍のスタッフがいるというスケー

ル効果があります。連大的な連携を教育だけでなく研究においてもさらに実質化す

れば分野によっては基幹大学の小講座を超えアメリカの大学における Department

に匹敵する規模のセンター化も期待できます。 

 今後は、地域を含んでの分野別セミナーを目指し、地域社会、地域経済の発展

に寄与することが期待されます。 
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②改善された点（又は今後改善を要する点） 

同じ分野の研究者が一同に会して研究成果等を発表する分野別セミナー３件が、

平成24年度に開催され、それぞれ多数の参加者を得て、非常に有意義なものとなり

ました。今後も当該セミナーの継続が求められ、さらに地域を包括し社会貢献の場

となることが期待されます。 
若手研究者養成プログラムに関しては、研究者の資質・能力向上を目指すこと

から、競争的資金とし、研究者互いの競争を促すことも必要と思われます。 
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活動支援を行って

いますが、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。 
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。 

 

 

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 

本研究科の学生１名あたりの発表論文数は、ほぼ毎年１を越えています。 
連大教員の発表論文、学会発表等ならびに外部資金の獲得率なども順調に推移し

ています。 
分野別セミナーに関しても、成功裏に実施され、有意義なものとなりました。今

後の発展が期待されます。 
本研究科の研究活動は活発であると判断しました。 
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組織評価報告書（平成２４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 24 年４月１日現在において、在籍学生 133 名中、63 名が外国人留学生（17

カ国）です。特に、インドネシア（13 名）、バングラデシュ（９名）、ベトナム

（８名）などの東アジアからの留学生が多いですが、セネガル、ウガンダ（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 24 年 10 月入学者は２

名（２名とも日本人）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、また10月入学制度も

継続していく予定です。 

 

 

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。      
  
     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。 
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組織評価報告書（平成２４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、副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、副研究科長、専任教員、

及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、事務を円滑に遂行するため、構成大学事務職員が一同に会して情報交

換を行う事務連絡会を年１回開催しています。 
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。      
  
     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。 

-107-



 

 

 

 

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２４年度） 

 

施設名：附属図書館  

 

１．施設の概要（設置目的） 

 鹿児島大学附属図書館は、「鹿児島大学憲章」に基づき、その教育と研究活動を

支える学術情報基盤としての役割を担うとともに、地域社会における学術情報の流

通拠点として、教育・研究の成果を社会に発信し、社会の発展に寄与することを目

的としています。当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、一般市民等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、学術図書や学術論文などの収集･

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」の機能強化や研究活動を支援する取り

組み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、学内外に向けて芸術作品や学術的成果などの展示を行って

います。さらに、他機関との連携による貴重書合同企画展も行っています。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・ 進取の精神に資する図書の整備：本学の基本理念である進取の精神を有する人

材育成のため、中央図書館に「進取の精神コーナー」を設置し、進取の精神に

資する図書の整備充実を行っています。 

・ ディスカバリ・サービスの導入：学習支援及び研究支援の機能強化のため、図書館

電算機システム更新（平成 25 年３月）に伴い、あらゆる学術コンテンツ(冊子

体、電子ジャーナル、電子書籍、文献データベースなど)を図書館ホームペー

ジから一括して検索できる「ディスカバリ・サービス（まなぶた Search）」を

導入し、検索機能の強化を行っています。 

・ 学術情報の安定的・継続的な確保・提供：本学の教育研究活動に必要な電子ジャ

ーナル等の学術情報を、安定的・継続的に確保して提供しています。 

・ 利用者の視点に立った学習環境の構築：学生モニターの意見や利用者の要望を

取り入れて、学生の学習環境を改善しています。 

・ 鹿児島大学リポジトリのコンテンツ充実：本学で生産された教育・研究成果を収集

・蓄積・保存し、インターネットを通じて学内外に公開するリポジトリのコン

テンツ充実に取り組んだ結果、平成 24 年度の年間登録件数は、平成 23 年度の

年間登録件数の 3.3 倍と大きな成果となっています。 

・ 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、県内の高等教育機関が連携・協力している大学地域コ

ンソーシアム鹿児島の事業として、「鹿児島県学術共同リポジトリ（愛称

KARN ：Kagoshima Academic Repository Network）」を平成 24 年３月から正

式運用開始し、地域における学術情報の流通を促進しています。 

   さらに本学が保有する貴重書をベースに、鹿児島市立美術館と共同で貴重書

展を開催し、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：管理職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活用、WG・タスクフォースに

よる組織横断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
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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

上を図っています。 

・ 総合的な安全対策の強化：利用者に対して安全・安心な利用環境を提供するた

めに、図書館独自の防災訓練の実施、救命講習会への参加、セキュリティ向上

のための設備の強化、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） 

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。

・ 学習環境の向上：平成 24 年 10 月より、桜ヶ丘分館では平日の開館時間を 21

時から 21 時 30 分まで延長し、中央図書館では、後期試験期間中の土日の開館

時間を試行的に２時間延長し、学修時間の増加を確保することによって学生か

ら高い評価を得ています。 

・ 利用者の増加策：図書館利用促進の一方策として、配架図書の装備ジャケット

を残す方法に改め、学生からの視認性を高める工夫や新着図書資料等を学生の

目につきやすい場所に配架するなどの工夫を行ない利用しやすい環境を整備

しています。 

［今後改善を要する点］ 

・ 利用者増へのさらなる対応：今後、図書館を利用したことのない学生がどのよう

にしたら利用してもらうか検討する必要があります。 

・ 継続的な機能強化：図書をはじめとする学術資料の充実、国際化への対応、電

子図書館的機能の強化、職員の専門性の向上に向けた計画的な取組を図る必要

があります。 

・ ・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利用者のニーズに即した機能強化と

サービスの充実を図る必要があります。 

 

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。      
  
     判断理由 

 平成23年度に策定した「附属図書館成長へのビジョン『クリエイティブ・ライブ

ラリー2012』」に基づき、図書館機能の強化を図ると共に附属図書館の役割に積極

的に取組んだ結果、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。 
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組織評価報告書（平成２４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に

努めていますまた、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 

平成24年度計画の実施状況 

〇「学生や教職員、特に様々な種類・程度の発達障害を抱えた学生に対してメン

タルケアを中心とした支援体制の強化を図るために、設備の整備を行うとともに

支援スタッフの質的な向上に努める」                   

 設備整備としては、本年度は遠隔学習支援システムを導入しました。    

 遠隔受講システムは、講義室での受講が困難な学生の支援のため、また講義室

で受講できるようになるまでの練習のための設備です。センターの個室から担当

教員が承諾した共通教育の講義を受けることができます。センターの端末の操作

により、遠隔受講している学生は教室に置いてあるカメラの向きを変えたりズー

ム機能を使ったりすることができます。教室での受講に対する恐怖感から教室に

行けないケースでは、通常は教室での受講に慣れていくステップを同時に開始し

ます。遠隔学習支援として遠隔キャンパス間をテレビ電話でつなぐ設備も一部整

備できており、試行錯誤しながら、学生支援等に利用していきます。また、光ト

ポグラフィーを使用して、遠隔学習支援中の学生の眠気や集中度を評価し、一人

一人の状況に合わせた設定を行うためのモニターも行うことができます。   

 支援スタッフに対しては、これまでも様々な研修を受講させてきましたが、本

年度はソーシャルワーカー学会へ２名、フォーカシング研修会へ３名派遣しまし

た。 

〇「多様な学生に対応し、学生の利便性を向上させるため、保健管理センターの

診療・健康診断体制を強化する」                     

 予防接種については、これまでインフルエンザの予防接種のみ行っておりまし

たが、本年度は保健管理センター予防接種規則の一部改正を行い、その他の予防

接種も実施できるよう準備を進めました。現時点では、接種日あるいは接種期間

を限定して行う場合のみで、本年度は新たに職員の麻しん予防接種をセンターで

行いました。また、定期健康診断については、学術情報基盤センターの協力を得

てデータ処理のためのシステムの改善も進めました。 

 その他、AHA心肺蘇生法の医療従事者プロバイダー研修会へ２名派遣しまし 

た。 

〇「禁煙教育・卒煙支援体制のさらなる充実を図り、受動喫煙対策を進める」 

厚生労働省は、多数の者が利用する公共的な空間は原則全面禁煙であるべき 

という見解を表明しています。このような国の方針に合わせて全国の大学の敷地

内全面禁煙化が進む中、本学はまだ教育学部キャンパス以外には喫煙場所が設置

-111-



されている状況です。本年度は敷地内全面禁煙化にむけての産業医活動を強化し

、受動喫煙実態調査のための機器整備と郡元地区にてPM10計測を10回行うなど予

備調査なども行いました。また、禁煙支援者の育成のための研修会に派遣し、本

年度２名が資格を取得しました 

 今後も、学生及び教職員の健康保持のため全面禁煙化に向けた意見発信を行っ

ていきます。 

３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

○遠隔学習支援システムの導入 

遠隔学習支援システムの導入により、教室での受講が困難な学生の受講が可能

になりました。遠隔受講は保健管理センターの個室から共通教育の授業を受講で

きるもので、一時的な対応又は教室で受講できるようになるまでの練習のための

もので最終的には教室での受講が可能となることを目標とした支援活動の一つ

として行います。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

○改善された点 

・予防接種体制の改正 

保健管理センター予防接種規則の一部改正を行い、予防接種の種類等、サービ

スの拡大を可能としました。 

・受動喫煙実態予備調査 

受動喫煙対策として、粉塵計等を使った受動喫煙実態予備調査を開始しデータ

の収集を行いました。 

○今後改善を要する点 

・学生支援スペース                           

学生支援業務は増加し続けており、既に支援スペースは手狭となっています。

今後は、学生同士の支援（ピアサポート）が可能となるような場所に学生支援

スペースが増設されるよう求めていきたいと考えております。 

・支援スタッフの体制                          

文部科学省の基準を基に本学の学生数から計算すると、障害学生支援専任教員

１名、常勤カウンセラー３名、学生支援補助者５名（非常勤）が必要とされてい

ます。現在、保健管理センターは、この基準を満たしておらず、今後もスタッフ

体制の改善は大きなテーマの一つと考えています。 

・敷地内全面示禁煙化                          

学生寮等を含む敷地内全面禁煙化の実現を産業医として求めていきます。 

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。      
      判断理由 

平成24年度は、15名のスタッフ体制で通常の医療業務のほか１万人近くの学生

定期健康診断及び年間５千件近くの学生支援業務に対応してきました。 

そして、定期健康診断では例年約90％の高い受診率を維持していること、また

、学生支援では発達障害等の学生に対する登校支援、学習支援など個人に合わせ

たきめ細やかな対応を行っていること、支援業務の質を維持するためスタッフの

研修等にも積極的に参加させるなどの点から充分な活動を実施したと考えてい

ます。 

しかしながら、上にあるように今後改善・検討を要する点も多くあり、また改

善等が見込まれることから、自己評価としては「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２４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） 

 国際島嶼教育研究センターは、鹿児島大学憲章に基づき、鹿児島からアジア・

太平洋に広がる島嶼域を対象に、自然・人間・文化社会環境にかかわる種々の問題

について、本学の教育及び研究戦略の中核施設として、教育及び統合的かつ学際的

調査研究を行い、学術の国際交流を図るとともに、国際社会に貢献できる人材を育

成することを目的としています。特に、島嶼域の問題について、本学の資源を集中

し先進的な教育・研究を目指すと共に、研究成果を地域に還元し、本学の研究科横

断的な教育システムにも貢献します。将来的には、全国共同利用・共同研究施設と

しての発展を目指しています。 

 

２．活動の概要 

【教育活動】共通教育科目の“南太平洋多島域”、“島のしくみ（集中講義、与

論島で開講）”、“鹿児島探訪：離島対策”を開講しました。大学院を対象とし

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”を開講し

、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” 、“ミクロネシアの小島における社会

関係資本連携型のデング熱対策実践”、“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”および“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”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“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“島教育－島で学ぶ・島から学ぶ－”、

“島フィールド学の蓄積・展示・展開”を開催しました。定期的に開催している

研究会を11回開催しました。  
【全学運営】センター教員が教育センターの大学院共通科目・特別コース推進部

長として活動しました。 

 
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。大学院生を対象とした島嶼学教育コースのコア科目を開講し

本コースの中心的役割を担っている。教育センターの活動にも貢献しました。研

究では外部資金の獲得に努力し、科学研究費５件を得て、太平洋島嶼地域および

鹿児島県離島地域で広範な研究を実施しました。また、鹿児島大学の重点プロジ

ェクトにも参加しました。鹿児島県島嶼域の状況を国内外に紹介する英文の書籍

“The Islands of Kagoshima：Culture, Society, Industry and Nature”を出

版しました。 

 
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して、組織の強化を図りました。しかし、まだ

この強力な組織を十分には活かしきれていません。今後とも、この組織を活かし

た教育・研究活動の活性化に努める必要があります。そのための検討と努力を行

わなくてはなりません。 
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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。      
  
     判断理由 

１．外部資金（科学研究費）を４件（直接経費1,035万円・間接経費297万円）を

獲得し、国内外で活発な研究活動を行いました。 

２．２回のシンポジウムと11回の研究会を開催しました。 

３．大学院線学横断的教育プログラムの運営に関与し、関係科目を開講し、一部

を離島で実施しました。 

４．鹿児島県島嶼域の状況を国内外に紹介する英文の書籍を出版しました。 
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組織評価報告書（平成２４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(SJP)、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、留学生のサポートを行うチューターネッ

トワークの構築、日本人学生向けの派遣留学指導、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 24 年度前期に日本語・日本事情科目 31 科目を提供し、

のべ 243 人、後期には 32 科目を提供し、のべ 327 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 24 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・研修生対象プログラムの支援、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

例活動を実施しました。その他、８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。また２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。合わせて教職

員を対象とする英語による FD/SD 活動「異文化適応支援ワークショップ」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 

平成 24 年８月に実施した屋久島異文化交流セミナーは、昨年度に引き続き、屋

久島環境文化財団の協力を得、留学生 28 名、屋久島の中学生 10 数名が参加し、留

学生による日本語でのポスターセッション等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。財団主催によるホームステイも合わ

せ、その活動の詳細は留学生センターのホームページに掲載されています。 

平成 25 年２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、10 名分の奨学金を獲得しました。中国・インドの協

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２回実施、工学

部の研究室ツアーなども行いました。このプログラムは、留学生の再留学へのモ

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。報告書が留

学生センターのホームページに掲載されています。また同時期に、EU から研究者

を招聘し、これらの留学生を対象とする「異文化適応ワークショップ」、並びに

教職員を対象とする FD/SD 活動として、「異文化適応支援ワークショップ」を開

催しました。いずれも英語による参加型のワークショップで、グループ活動や討

論が活発に行われました。 
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②改善された点（又は今後改善を要する点） 

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引き続き見直し、上級レベルの開講科目を増やすなどの改善

を行いました。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。 

 留学生の個人チューターを対象とする「到着ガイダンス」「チューター説明会」

の実施や、Moodle を介したチューターネットワークの構築、「チューターガイド

ブック」や「チューター通信」の発行など、チューター活動の新たな展開があり、

改善が図られました。

 

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(SJP)、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行い、プログラムの円滑な実施を確認しています。また

両プログラムの授業担当者による自己評価報告書に基づいて、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によるプログラム評価を実施し、報告書を

留学生センターのホームページで公開しています。チューターネットワークに於

いても留学生、チューター双方からのフィードバックを日常的に確認するなど、

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２４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総合博物館で、新

制大学では唯一設置が認められたものです。本学の前身である第七高等学校造士

館、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等、さらには本

学の教育研究に使用された貴重な学術標本や資料、実験機材等を一元的に管理・

登録し、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。主な業務は、(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 

１．標本資料の収集・活用：総合研究博物館では、標本・資料の収集を継続的に

行い、今年度は魚類（約5,000点）、アリ類（約500点）、植物標本（スマトラ産

植物標本30箱など寄贈２件）などが新たに収蔵されました。国内外の研究者によ

る利用としては、考古資料（３件、129点）・教育研究史資料（３件３点）、魚

類（50件、1,113点）などが貸し出され、植物標本庫の閲覧は11件ありました。2

002年に博物館に移管された「奄美の高倉」の劣化が進んだため、専門家の診断

をもとに修理を行い、重要文化財の適正保全に努めています。 

２．研究：博物館所蔵標本に基づく研究も活発になされ、魚類学・民族植物学関

係の論文17編・書籍４冊が出版されました。鹿児島県本土、三島・トカラ列島の

アリ類分布調査を実施し、多くの新知見が得られました。また、日本各地の海域

などにおける地質や火山に関する研究を発表するとともに、地質図の出版を行

いました。大学が重点的に取り組んでいる研究コアプロジェクト（奄美生物多様

性）に積極的に参加し、文献データベースの構築を進めました。民族植物学と魚類

学の分野での貢献により博物館スタッフが第21回松下幸之助花の万博記念賞の記

念奨励賞と日本動物分類学会奨励賞を受賞したこともご報告しておきます。 

３．研究成果の社会への還元：成果の活用公開・普及にも力を入れ、特別展「錦

江湾奥の自然と人との関わり」、研究交流会「災害と文化遺産－歴史資料レスキュ

ーの取り組み-」など７件のイベントを実施し、合計で1,843名の参加がありました

。このようなイベント以外に、地質・考古関係の発掘調査の指導、市民向け講演会

を積極的に行いました。新しい試みとして、鹿児島の自然を市民に広く知ってい

ただくため「鹿児島バーチャル地質博物館」をWebに立ち上げる準備を整えまし

た。展示関係では留学生や外国人が理解しやすいように、常設展示室の解説プレ

ートを日本語・英語２カ国語表記にするための英訳を完成させました。 

４．教育への貢献：「博物館資料論」「博物館教育論」「博物館展示論」「博物館

へのいざない」「学芸員の業務と役割－文化のプロデューサー」など、学芸員関連

科目を担当し、教育センターの新カリキュラム実施に協力してきました。また、共

通教育から博士後期課程院生の指導まで、幅広い教育活動を展開しています。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

博物館スタッフの任務は標本資料の収集・登録管理・活用（研究）、研究成果

の社会への公開です。標本資料の収集・登録については上で述べました。本館で

は収蔵資料を活用した研究が積極的に行われており、例えば魚類学の分野では今

年度に16篇の学術論文、４冊の著書が刊行されています。また、植物標本庫の奄

美関係の標本記録を集大成した「奄美群島植物目録」の編纂が学外協力研究者に
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よってなされました。生物学や民俗学の分野では、タイ・ラオス・マレーシア・

オーストラリアなどの研究者や研究機関と共同研究が実施されています。考古資

料は大阪府立博物館・宮崎県立博物館で特別展に利用され、図録にも掲載されて

います。研究成果の社会への還元は、特別展を初めとしたイベントやニューズレ

ターを通じてなされています。また、フィールドコース・現地指導・セミナーな

どを通じて、学内外の諸機関や個人への指導・協力が日常的になされています。

今年度は「鹿児島フィールドミュージアム」を発展的に解消し、産業技術総合研

究所と共同で、あらたに「鹿児島バーチャル地質博物館」を構築する作業にとり

かかりました。このように、研究・啓蒙の両面で努力を重ねています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

運営委員会や各種委員会の他に、適宜スタッフ会議を開き、意思疎通をはかるよ

う務めました。標本資料の一元管理は、博物館の建物計画が進んでいないため、前

進したとは言えません。また、スペース不足から新たな資料を収集することが次第

に困難になりつつあります。今後、学内世論をバックに本館建設を目指したいと思

います。そのためには、イベントや広報の内容のさらなる改善などを通して、学内

における博物館の認知度を高めることが重要だと考えています。 

 

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。      
  
     判断理由 

標本庫・展示スペース・研究スペース・教育スペースが一元化していない困難

な状況のもとで、数少ないスタッフ（常勤５人、非常勤３人）は努力を重ねてい

ます。スタッフの活動は、論文・著書の数、ニューズレターなど出版物の数（８

件）、イベントの数（６回）と多様さ（フィールドコースから総合展示まで）な

どに反映されています。外部資金の獲得状況もよく（科研費代表２件、分担４件

、連携２件、国立歴史民俗博物館・国立民族学博物館・総合地球環境学研究所と

の共同研究の３件など）、様々な研究プロジェクトに参加して成果を上げていま

す。また、学内の教育にも積極的に関わり、共通教育から博士課程院生の指導ま

で幅広く貢献しています。 
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組織評価報告書（平成２４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 24 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、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 

・ IT パスポート試験対策講座(10/22～11/2)、クラウドコンピューティングセミ

ナー（9/10～9/14）を開催しました。 
３．教育用電子計算機システムの更新 

・ 学生への IT 学習支援のため、教育用の PC 約 1,000 台の更新を行いました。

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、附属図書館が管理している機関リポジトリが公開できる機能

を構築し、連携しました。また、英語版研究者総覧を構築しました。 
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、大学 ICT 推進協議会の「PC 寄贈プ

ロジェクト」に参加し、再利用 PC を被災地へ 66 台寄贈しました。 
６．広報活動への協力 

・ インターネット配信により、入学式（4/5）卒業式（3/25）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（9/24～9/27）を開催しました。 
８．各種システムの運用・更新 

・ 各種情報システムのハウジング化および仮想化システムによる各種サービ

スの提供、大学ホームページの技術的支援を行いました。 

９．法令や情報セキュリティを遵守 
・ 職種や地域を対象にした情報セキュリティ講習会を開催しました。（8/6：新

任者）、（7/26：主任）、（10/23：係長）、（12/13：IT 技術者）（12/13：
幹部）（9/19：上荒田地区）、（11/28：留学生） 

10．情報セキュリティ体制を強化し、情報管理を徹底 
・ 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を導入しました。 
・ 情報セキュリティポリシーの運用・管理に関する各種要項等を策定し、ＨＰ

ページへ掲載し、全構成員へ周知しました。（平成 24 年 7 月 17 日） 
・ データ受け渡しのための Web File Service を開始し、広報用ポスター、全

教職員へチラシ・利用規約を送付しました。 

・ 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、学部の窓口から希望者に配布しました。 

11．危機管理対策 

・ 平成 23 年に同意書を締結した、山口大学と相互バックアップにおける実証

実験について、平成 24 年度も継続して実験を行いました。 
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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 

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、平成23年度から、NPO法人イーパーツと

の間で同意書締結し、ボランティア学生に協力を得て、リユースPCを２年間で計1

00台被災地へ寄贈しました。PCは、仮設住宅の集会所などで利用されています。

また、大学ICT推進協議会の「PC寄贈プロジェクト」に参加し、再利用PCを東北

の商工会議所を通じて、被災地の企業へ66台寄贈しました。 

２．情報セキュリティ体制の強化 

学術情報基盤センターは、平成 24 年度に国際規格でもある ISMS 認証

(Information Security Management System; ISO/IEC 27001:2005, JIS Q 

27001:2006) 取得に向けた取り組みを行いました。正式には、平成 25 年４月 23

日に取得する予定です。 

ISMS は情報セキュリティ管理のために構築する仕組みであり、組織が保護すべ

き情報資産（コンピュータ、ネットワーク、データなど）の流失や紛失などの脅威

から保護するため、機密性、完全性、可用性の観点から脆弱性を洗い出し、ISMS

基本方針を基に PDCA サイクルを継続的に繰り返し、情報セキュリティレベルの向

上を図ります。 

学術情報基盤センターでは、今後も ISMS を継続して維持し、情報システムやネ

ットワーク基盤の運用を行います。 

ISMS 認証の取得は、国立大学としては全国で７番目になります。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

学術情報基盤センター教育用電子計算機更新 
鹿児島大学の教育研究を支える情報基盤の主要な業務として、現在運用中の電子

計算機システムの更新を行い、更なる学生・教職員の教育研究支援のための IT 学

習環境の充実を図りました。 

 

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 

・東日本大震災の支援事業（PCの寄贈）、情報セキュリティ体制の強化など鹿児島

大学の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。 

・学術情報基盤センター教育用電子計算機更新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。 

 

-120-



 

組織評価報告書（平成２４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、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

る公開授業の実施と提供科目の充実・拡大に取り組みました。主に学内に向けては

教員の理解促進のために個別訪問を実施し、提供科目の拡大を、学外に向けては学

外施設において公開講座を実施し、広報 PR に努めました。地域リーダー養成に関

しては、包括連携協定に基づく自治体等において、地域活力の向上に必要な人材の

育成事業や地域振興計画策定委員等を対象にした公開講座等を実施しました。生涯

学習体制の整備に関しては、大学内における生涯学習に対する基本姿勢の明示化を

図るための活動を開始し、また、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、本学教職員の生涯学習教育に対する取り組みの

方向性を示すものとして、本学における生涯学習の基本姿勢を明示するための「生

涯学習憲章／宣言」を策定するための取り組みを開始し、大学執行部、各部局長等

とのヒアリングを行い、大学初の「憲章・宣言」の公表に向けた活動を行っていま

す。 
 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 
公開授業の提供科目の充実・拡大や受講者確保のための改善取組みとして、学外

の広報誌（リビングかごしま）への掲載や施設（マルヤガーデンズ）の公開講座な

ど学外機関との連携やコンパクトサイズのリーフレット作成・配布を行ったことに

より、成果をあげることができました。 

 

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。     
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     判断理由 

■公開授業については、下記に実績を示す 

 

 

開講科

目数 

受講 

科目数

受講者

実数 

受講者

延人数

リピーター

人数 

(入金者）

新規 

受講生 

(入金

者） 

参加 

教員 

新規

参加

教員

23 年 

後期 
75 49 110 144 84 26 56 5

24 年 

前期 
75 55 120 157 88 22 55 3

24 年 

後期 
84 55 113 160 89 24 65 14

25 年 

前期 
87 67 152 216 94 58 65 14

※平成 25 年度前期の受講者数は、受講料納付前の数値 

  開講科目数内訳（受講科目数）  

 

共通 

教育 

教育 

学部 

法文 

学部 
理学部 工学部 農学部 

水産

学部 

医歯

学 

23 年

後期 
24(18) 24(17) 6(4) 5(2) 0(0) 8(5) 6(3) 2(0)

24 年

前期 
28(21) 16(14) 12(11) 6(2) 0(0) 10(6) 3(1) 0(0)

24 年

後期 
25(19) 21(18) 10(8) 5(2) 8(2) 6(2) 7(3) 2(1)

25 年

前期 
32(27) 20(17) 13(10) 8(5) 1(1) 7(4) 5(2) 1(1)

※平成 25 年度前期の受講科目数は、受講料納付前の数値 

 

 

 

-122-



組織評価報告書（平成２４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。 

特に平成24年度までは、以下の５項目に関する目標を設定してきました。 

（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、

国際連携推進センター、中央図書館、学術情報基盤センター、北米教育研

究センターなど）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24年度の主な活動目標は、以下の４項目です。 
（１）人間力養成プログラムと専門基礎力養成プログラムを平成25年度から実施す

るべく完成させる。 
（２）大学院共通科目の運営を推進する。 
（３）学芸員資格科目の必修８科目の運営を推進する。 
（４）平成25年度から実施する新しい共通教育の運営組織を検討し、教育センター

の組織改編を行う。 
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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 

第２期中期目標・中期計画に基づき、平成24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、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月に出揃うこと

となり、その結果、１学部を除く７学部からは原則了承の回答が得られま

したが、改善等の提案もあり、平成24年度にはさらに充実した教育改革案

へ進化させる作業を行いました。そして平成25年度入学生から新しい共通

教育を導入することが決定しました。 

（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た結果、教育センター大学院共通科目・

特別コースと４教育コースが設置され、平成24年度にはさらなる充実を目

指して本格的な検討を進めました。これらの教育コースの受講者数も平成2

4年度には大きく増加することとなりました。 

（３）平成24年度からは、教育センター共通教育企画実施部会の下に、学芸員資

格科目委員会が設置され、安定した運営が可能となりました。 

（４）平成25年度から実施する新しい共通教育の運営組織の見直しについて、教

育センター企画会議と共通教育等企画室会議で検討を進め、平成25年２月

の教育センター会議において提案し、継続して審議を進め、平成25年度の1

0月頃までに決定することを計画しました。 

 

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）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、

平成25年度から新しい共通教育をスタートさせることが決定しました。な

お、この改革においては、共通教育課程の学習・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設定が含まれ

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進めています。

外国語コミュニケーション教育コースでは、各研究科にアンケート調査を

行い、現在取りまとめ中です。海外短期研修などの科目の新設についても

検討を進めています。 

（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、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、新しい共通教育の運営組織等の見直しを開始しましたが

、全学的な了承を得るために十分な時間をかけることが必要です。平成25

年度の11月頃には、この組織改編に伴う教育センター規則及び教育センタ

ー会議規則等の改正を行う予定としております。 

 

 

 

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。      
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     判断理由 

平成24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。 

（１）、（２）と（３）は完成しました。（４）については、共通教育等企画

室会議と教育センター企画会議において時間をかけて素案を作成し、教育センタ

ー会議に提案しましたが、十分に時間をかけるべき案件であることから、平成25

年度に継続審議として申し送ることとなりました。そのため、（４）は完成に至

らなかったが、教育センター全体の達成度はほぼ満足できるものと考えます。 

 以上のことから、自己評価は「良好である」と判定します。 
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組織評価報告書（平成２４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研究施設として、学生に対して、倫理

、哲学及びその他人間教育の基本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じて地域

社会及び国際社会との連携を図ることを目的としています。 

 

 

２．活動の概要 

１．平成24年10月に公開講座『稲盛経営入門』を実施し好評であったことから、社

会人のための履修証明プログラム『稲盛経営哲学プログラム』開講の準備を行い、

平成25年１月より開始しました。経営学概論含む計５科目から構成され、29名の社

会人が受講しています。 

２．教育としては、主として人間力の育成に関して、幅広い観点から合計29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います。 

３．研究として『稲盛アカデミー研究紀要』を例年発行し、全国の中小企業団体

や商工会議所へ送付しています。 

４．国際交流として、ベトナム社会科学院に稲盛アカデミーオフィスを設置し、

広く大学全体のベトナム関連の活動に役立てています。 

 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

履修証明プログラム『稲盛経営哲学プログラム』では、活発な質疑応答が毎回あ

り、社会人学生から『単なる理論のみにとどまらず、経営を実践している立場から

も非常に役立つ内容である』との意見も多々あり高い評価を受けています。 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

設立して約４年が経過し、講義提供の充実はもとより、社会貢献（履修証明プロ

グラム、公開講座）、国際交流（学術交流協定締結、講義・講演等）の実施を行っ

てきており、各部門の役割と分担を明確にし、質の向上を図っていきます。 

 

 

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。  
     
     判断理由 

教育や研究の積み上げの他、履修証明プログラム・公開講座の実施、国際交流、

紀要の作成など着実に実績を積み重ねています。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

施設名：自然科学教育研究支援センター  

 

１．施設の概要（設置目的） 

 自然科学教育研究支援センターは、本学における動物実験、遺伝子実験及び放射

性同位元素を活用した教育研究を支援するとともに高度先端研究機器・設備の一元

的管理・運営を行うことで先端的な生命科学・自然科学系の教育・研究の進展に資

することを目的とし、動物実験施設、遺伝子実験施設、機器分析施設、アイソトー

プ実験施設の４施設から構成されています。 

 

２．活動の概要 

◆本センターの組織運営体制について見直しました。 

○本学における動物実験、遺伝子実験及び放射性同位元素を活用した教育研究を支

援するとともに、高度先端研究機器・設備の一元的管理・運営を行うために、平成

24年４月に、「フロンティアサイエンス研究推進センター」の４施設を「自然科学

教育研究支援センター」として組織再編しました。 

○各施設の教育研究支援体制を充実するために、本センターに「施設長」を配置し

て施設長会議を随時開催し、連携・情報の共有化をはかりました。 

◆本学における多彩な研究活動・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・拡充に取り組みました。 

【利用予約システムの導入について】 

○動物実験施設においては、利用予約システムを導入し、利用料金を見直すと共に

自然科学教育研究支援センター利用料金規則を改正、科研費直接経費等外部経費に

よる支払いを可能にし、利用者の利便性をはかりました。 

○遺伝子実験施設においても利用予約システムを導入しました。運用開始からこれ

までに24,483件のアクセスがあり、そのうち1,888件の予約登録がありました。研

究室からの予約登録が可能になり、利用者の利便性が改善されました。 

【教育研究支援のための施設整備等について】 

○セキュリティ対策として、施設玄関及び１階廊下部分を24時間撮影する防犯カメ

ラを設置しました。(動物実験施設) 

○質量分析装置を利用した新しい分析法（分子組織イメージング、TLC解析）につ

いては利用に向けて解析技術のレベルアップに努めました。(自科セ遺伝子実験施

設) 

○DNAシークエンサーの早期導入を実現するために、農・獣医・理工・連大・水・

医学部の利用予定者(60名)の署名を行い、意志の統一をはかりました。(遺伝子実

験施設) 

○世界的に深刻なヘリウム供給不足に対し、蒸散するヘリウムを再利用するためN

MR装置２台にヘリウム凝縮装置を設置しヘリウム使用量を激減させ、NMR装置の維

持をはかりました。 (機器分析施設) 

○科研費間接経費による整備経費と部局経費を併せ、利用者から要望の強かったレ

ーザーラマン顕微鏡を導入することができました。（機器分析施設） 

○科研費間接経費により縦型Ge検出器用鉛遮蔽体が納入され、マリネリ容器に対

応した放射能分析を可能にしました。さらに、平成25年度には低レベル放射能・

メスバウアー分光システムが導入されることにより、さらなる放射能分析技術の

拡充が期待されます。(アイソトープ実験施設) 

【講習会・セミナーの開催について】 

○動物実験初心者向けの第１回実技講習会を開催しました（参加者：７名）。この

企画は受講者にも好評で、今後も継続・実施していきます。(動物実験施設) 

○質量分析装置の利用者数や利用率の向上を図るべく新分析方法についてセミナ
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ーを開催しました。(遺伝子実験施設) 

○教育支援を目的としてレーザーラマン顕微鏡の講演会ならびに技術講習会を開

催しました。(機器分析施設) 

○通算16回目の分析機器講習会を開催しました。（参加者数：55名）(機器分析施

設) 

○通算17回目の技術講習会として教育支援目的のレーザーラマン顕微鏡の講演会

ならびに技術講習会を開催しました。(参加者数：40名) (機器分析施設) 

◆本センターの特徴を活かして各施設で啓蒙活動・社会貢献を実施しました。 

○県内産業界や研究機関関係者を対象に「鹿児島大学ラボツアー～分析機器公開

」を実施しました。（機器分析施設） 

○薩摩川内市職員を対象とした放射線に関する講演(受講者：200名)や鹿児島市

職員を対象に危機管理セミナー(受講者：300名)を開催しました。（アイソトー

プ実験施設） 

○錦江湾高等学校理数科の生徒を対象とした『サイエンスウィーク』で放射線講

座を開講し、さらには第10回公開講座として小・中学生を対象とした「放射線っ

てどんなもの？」を開催しました（小・中学生と保護者：34名）。 

◆各施設の利用状況や教育研究の成果は、動物実験施設年報第７号や遺伝子実験

施設年報第、機器分析施設年報第12号を発行し、公表しました。自然科学教育研

究支援センターのHP（http://gene4.agri.kagoshima-u.ac.jp/）も適宜更新し大

学内外への情報発信に努めています。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

自然科学教育研究支援センターに属する４施設は、多数の学生や研究者が利用し

ており、本学教育活動や研究活動を支える重要な組織として存在している。さらに

、各施設の特性を生かして地域社会に開放し、多数の学外者が施設を利用しており

、地域社会でも重要な役割を担っています。センターの教職員数は少数ですが、制

約された環境の中でセンターの役割を十分に遂行しています。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

本センターは、平成24年度に組織再編されたばかりですが、今年度の成果をみ

ても限られた予算と人員で、教育・研究支援のみならず、社会貢献にも最善を尽く

しているといえます。各施設の更なる機能向上を目指した改善策を講じていくこと

が今後の課題であると考えています。 

 

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。      
  
     判断理由 

上記の「優れた点」、「特色ある点」に記載された活動を、従来より継続して実

施すると共に、各施設とも、限られた予算・人員で、教育・研究支援、さらには地

域貢献とそれぞれの役割を十分に遂行していることを考慮して「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２４年度） 

 

施設名：医用ミニブタ・先端医療開発研究センター 

 

１．施設の概要（設置目的） 

本センターは、先端的・学際的な生命科学に特化した独創的な研究を行い、研究

成果の医療・産業界への応用、研究者育成などにより、高度な生命科学の教育・研

究の進展に資することを目的とし、先進医療推進戦略の開発に挑む三研究分野（先

端医療開発分野、臓器置換・異種移植外科分野・遺伝子発現制御分野）から構成さ

れます。 

 

２．活動の概要 

【平成24年度活動目的】「先進医用ミニブタの開発と前臨床研究拠点形成プロジ

ェクト」の達成をめざすことを最終目標とし、平成24年度は以下の活動を実施し

ました。 

【活動概要】 

（１）医用ブタを用いた前臨床試験としての前臨床実験を推進（臓器置換・異種

移植外科分野）： 

 ①独立行政法人科学技術振興機構の研究成果最適展開支援プログラムA-Step

を獲得、企業との共同事業として超低温高圧臓器保存の効果の検討を開始。②異

種移植腎移植に加え、ブタ・サル間異種肺移植を推進。③医歯学総合研究科、自

治医大と連携でMHC確立ミニブタiPS細胞プロジェクトを推進。④我が国唯一のMH

C確立クラウンミニブタの存続・拡充プロジェクトを推進。⑤学外ネットワーク

充実を主眼とし、他施設との医用ミニブタを用いた前臨床研究を推進。⑥本セン

ター長及び研究員が、国際心肺移植学会における臓器置換ならびにマージナルド

ナー臓器修復における新戦略の開発を目的とした研究成果が口演で採択され、更

に本センター長及び研究員が、Mentor/Mentee賞を受賞。⑦我が国初のMHC確立Ga

lTノックアウト異種移植用ミニブタをsurrogates として核移植により誕生させ

た論文が国際異種移植学会誌に採択。 

（2）異種移植に適した複数の移植拒絶関連遺伝子群を導入した医用ブタの開発

及び同ブタの骨髄移植に関する研究をハーバード大学移植生物学センターと推

進（臓器置換・異種移植外科分野） 

（3）医歯学総合研究科と連携し、鹿児島大学で開発した、成人病の研究に応用

可能な動脈硬化病変発症ミニブタの解析を開始（臓器置換・異種移植外科分野）

（4）がん幹細胞の研究に焦点を当てた研究推進（先端医療開発分野）： 

Hum Cell、Cancer Science、Ann Surg Oncol、Oncogene、J Hepato-Biliary Pan

creat Sciences、PLoS Oneなどに論文が掲載。 

（5）プロジェクト推進に関わる人材育成のため、ブタを用いた教育を推進： 

①修士課程院生を対象にした「再生・移植学入門」を開講。 

②ポスドク研究員一名が後期研究期間としてハーバード大学移植生物学セン

ター（TBRC）に留学、又、１名が留学期間を終了。③平成25年11月の国際異種移

植学会（日本開催、本センター長が副会長及びプログラム責任者）、及び第16回

日本異種移植研究会・第２回東アジア異種移植シンポジム（本センター長が世話

人）の開催に向け、特に若手研究者の発表の機会を与えるプログラムを編成し人

材育成を推進。④パンキャン・ジャパンと共催で膵がんの診断・治療に関して市

民公開講座（12月９日：かごしま県民交流センター）を開催。⑤研究員一名が国

際High Pressure Bioscience and Biotechnology学会の口演でOral Presentation 

Awardを獲得、別の研究生は国際シンポジウム（Charles Heidelberger Symposium

：2/14-16於：鹿児島大学)でBest Poster Awardを獲得。⑥研修医や若手外科医

を対象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を10年間
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継続して開催。 

（6）優れた外部研究費獲得状況：４名の専任教官、２名の特任教官、計６名の

少数組織において、研究代表者として、日本学術振興会科学研究費基盤Bを２件

、基盤Cを１件、萌芽研究を１件、科学技術振興機構A-Stepを１件獲得。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

平成24年度の当施設での優れた取組と特色ある取組を以下に示します。 

優れた点： 

①� センターの一分野である臓器置換・異種移植外科分野は、公的助成金の代表

者としての獲得に関し、専任１名と特任１名の２名体制で、学術振興会基盤B

 ２件、萌芽研究 １件、JST A-Stepを１件獲得。遺伝子発現制御分野は学術

振興会基盤C １件を獲得。 

②� 論文発表とともに教育および国際発信性として、国際学会における一般口演

の発表に加え、国際移植学会でMentor/Mentee賞を受賞。 

③� 積極的に海外（ハーバード大学移植生物学センター）および国内の移植・再

生医療領域の研究室との研究を推進。 

 

特色ある点： 

① 医用ブタを用いた前臨床試験として、医用ミニブタ同種間移植および遺伝子

改変ブタ・サル間異種移植を積極的に推進し、国内外へ研究成果を発信。 

② わが国で唯一Gal遺伝子ノックアウトミニブタ・サル間異種腎および肺移植

を行い、欧米と同等あるいはそれ以上のプロトコールで実施する施設。 

③ 我が国唯一のMHC確立クラウンミニブタの存続・拡充プロジェクトをクラウ

ン研究所とともに積極的に推進し、特にMHC確立クラウンミニブタを用いたi

PS細胞関連プロジェクトを開始。 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

医用ミニブタ・先端医療開発研究センターは、フロンティアサイエンス研究推

進センターを再編・改組し設置されたが、改組とセンター名称の変更により、研

究課題と目的が明確となり、より純化した組織になるとともに、小規模ではある

ものの、研究センターとして、医歯学総合研究科や農学部、更に海外の研究機関

との連携が容易となった利点があります。 

センターの外部競争的研究費の獲得成績は非常に優れているが、研究者および

研究部門間で獲得状況に偏りがあり、今後、改善を要する点です。対策として、

今後各研究者の研究進捗状況ならびに助成金獲得計画に関し、センター内で十分

な検討を行い、研究推進とともに研究費獲得の向上を図ります。 

 

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。    

  
     判断理由 

上記にまとめた成果と改善点を総合し、おおむね良好と評価しました。 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

施設名：産学官連携推進センター 

 

１．施設の概要（設置目的） 

産学官連携推進センターは、大学憲章及び平成 17 年に示された「国立大学法人

鹿児島大学産学官連携ポリシー」の精神を踏まえ、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、事業化支援部門、管理部

門（研究国際部社会連携課）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ています。 

(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」に寄与する

活動を展開しています。 

(3)事業化支援部門 

 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・支援体制を構築しています。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 

（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、JST の A-STEP 事業への提案、鹿

児島県コーディネート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

まの次世代エネルギー研究と活用事例」開催等を通じて地域の産学官連携に貢

献しています。 

（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５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資格を有しています。 

（事業化支援部門） 

・ 研究プロジェクトへの施設提供による支援。  
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・ 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。 

（事業化支援部門） 

・ 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。 

 

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５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２４年度） 

 

施設名：埋蔵文化財調査センター  

 

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。埋蔵文化財調査センターは、

これらの鹿児島大学キャンパスに埋蔵されている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24年度には学内の施設整備事業に伴い、発掘調査３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５件分実施し、その

うち遺物整理作業が終了した「鹿児島大学構内遺跡桜ヶ丘団地D・E－５～７区」

については、発掘調査報告書を発行しました。また、平成23年度に実施した試掘

調査や立会調査など小規模な調査成果について『鹿児島大学埋蔵文化財調査室年

報』を発行し、掲載しました。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。 

啓蒙普及活動としては「土器作りと植物考古学」というワークショップを実施

し、一般の方々や考古学を専門とする学生が参加しました。 

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 

埋蔵文化財調査センター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

況を把握することができるものです。本学キャンパス内遺跡での探査調査結果か

ら、特に、南九州特有の火山灰層での運用は効果的であることがわかってきまし

た。今後、効率的な発掘調査に向けて期待できます。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．改善された点 

本センターの懸案事項の一つである迅速な発掘調査報告書刊行に向け、出土品

の整理作業効率化のため、デジタル測量を一部導入しました。平成24年度は試用

段階ですが、作業の自動化によって作業効率を向上することができました。 

 
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。      
  
     判断理由 

平成24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、発掘調査報告書１冊を刊行しました。整理作業も、一

部デジタル化を進めたことにより、年度当初の計画より多くの事業を進めること

ができました。 

 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、研究活動を積極的に行っています。 
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組織評価報告書（平成２４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

センターは設置されています。 
 

２．活動の概要 

 
地域防災教育研究センターには、現在 55 名の教職員が各学部等から兼務教職員

として登録しています。 

平成 24 年度から文部科学省特別経費（プロジェクト分）－地域貢献機能の充実

－の支援を受けて、「南九州から南西諸島における総合防災研究の推進と地域防災

体制の構築」プロジェクトを、センターの調査研究部門（水害・土砂災害、火山災

害、地震・津波災害、総合防災、放射線災害分野）に所属する教職員により実施し

ています。 

センター設置１周年企画として、「地域防災力の向上を考える」(10 月６日)を、

東日本大震災後の津波減災・防災を考える機会として、「津波防災シンポジウム」

(１月 25 日)を開催し、調査研究の成果を公開しました。また、国立大学協会との

共催による「九州防災シンポジウム in 鹿児島」(10 月 30 日)をセンター関係教員

が協力して開催しました。 

鹿児島県が文部科学省から委託された「実践的防災教育総合支援事業」において、

センター兼務教員が教育委員会との連携により支援事業に加わり、自治体、地域等

で活動しています。 
 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 

文部科学省特別経費（プロジェクト分）による調査研究や防災啓発のシンポジウ

ム開催に取り組み、調査結果等を報告書(約300頁)として取りまとめました。 

 センター専任の特任教員の配置を行い、センターの活動能力を高めました。 
 
 

 
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。 
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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 

 

・ 組織体制を維持し、プロジェクトの推進を行っていること。 

・ プロジェクトにかかる調査研究の実施と報告書の作成を行ったこと。 

・ 平成24年10月６日、10月30日、平成25年１月11日において、防災力向上、津波

減災等に関す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 
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組織評価報告書（平成２４年度） 

 

施設名：医学部・歯学部附属病院  

 

１．施設の概要（設置目的） 

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、32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に力を注いでいます。 

 

２．活動の概要 

診療科毎の特性・状況に応じた予約制の見直しを随時行いました。診療科間の特

性を把握し、改善が必要な事項の洗い出しを行い、予約制の内容も含めてさらに患

者本位の診療体制となるよう検討しました。 

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、安全に関する研修会及び感染に関する研修会を開催し

、病院全体としての医療の質向上を図りました。 

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

の教育体制の充実を図り、また、各種専門技術セミナーの受講や認定資格の取得

奨励等を実施しました。 

患者さんへ高度な医療を提供するために、先進医療の開発申請に積極的に取り組

んでいます。 

本院は桜ヶ丘に移転後38年が経過しています。質の高い医療及び良質なアメニ

ティーを提供し病院機能の強化を図るため、現在病院再開発を進めています。新

病棟関連の基幹整備である新病棟用ライフライン設備廊下設置工事を平成25年３

月に完了し、新病棟新営工事も平成25年７月末竣工予定で順調に進捗しています。

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

鹿児島大学病院がん診療地域連携パス講演会及び鹿児島県がん診療連携協議

会を開催し、県内共通の地域連携パス運用について検討を行い、がん診療連携拠

点病院として地域連携事業を推進しています。また、鹿児島県肝疾患拠点病院等

連絡協議会、鹿児島県肝疾患診療連携ネットワーク研修会及び市民公開講座を開

催し、肝疾患診療連携拠点病院として地域連携事業を推進しています。 

鹿児島大学病院は、平成24年度に病院機能評価(Ver.6.0)の審査を受審し、日

本医療機能評価機構の定める認定基準を達成していると認定され、平成24年10月

日に認定証が交付されました。病院機能評価は、病院が組織的に医療を提供する

ための基本的な活動（機能）が、適切に実施されているかどうかを評価する仕組

みです。 

助産分野における地域との人事交流に関しては、当院からは市中病院へ１か月間

助産師を派遣し正常分娩研修を行い、市中病院からはNICU研修やハイリスク分娩研

修を引き受け相互の人事交流を推進することができました。市中の２か所の産科系

病院から人事交流を目的とした研修の要請があり、この取り組みに対し他施設から

高い関心と評価を得ています。 

臨床検査部門では、検査部・輸血部でISO15189臨床検査室認定を取得し、部門全

体で臨床検査室の精度・安全向上に取り組んでいます。 
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放射線部門では、放射線治療品質管理士２名の資格取得によりIMRT（強度変調放

射線治療）等の高精度放射線治療の件数が増加しています。 

歯科衛生部門では、診療報酬「周術期の口腔管理」の新設をうけ、口腔ケア体制

の充実に取り組み、口腔ケア患者数は平成24年度は783名に増加しました。 

薬剤部においては、昨年11月より全病棟(15病棟)を対象に病棟での薬剤業務を実

施し、全病棟での入院患者の薬物療法を支援し、医薬品の適正使用や副作用の防止

・軽減化に努め、チーム医療への積極的な参画を実践しています。この取組により

、保険診療報酬の収入増及び医師の負担軽減の面でも、薬剤分野から貢献する体制

を整備することができたと考えています。今後さらに全病棟で重厚で専門性を活か

したチーム医療への貢献が出来るよう薬剤部の体制を構築していきます。 

申請中であった先進医療（慢性心不全に対する和温療法：慢性心不全（入院のみ

該当））が本年度認可されました。また、現在先進医療を２件申請中であり、さら

に２件の申請を予定しています。今後も積極的に増加に努めます。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

３年計画で増員予定であった薬剤師について本年度前倒しで増員し、薬剤師に

よる抗がん剤の調製を、土日を含めた休日にも行える体制になりました。 

大学としての男女共同参画推進への取り組みを受け、病院としても女性医師等

支援センターを設置し、女性医師等の職場離れ防止や育児休暇後の職場復帰支援

を行う体制を整えました。 

本院ではこれまでも入院中の患者さんへの治療食の提供や栄養指導について、

医療の一環と位置づけ力を入れてきましたが、本年度に栄養管理室を事務部門か

ら診療部門に移し、管理栄養士がチーム医療の一翼を担う体制を組織的にも整備

しました。 

診療録は患者さんの診療にとって重要なものですが、診療報酬請求にも大きく

影響してきます。本院では本年度に診療報酬指導係を新設し、診療録作成の精度

向上を図り、適正な診療報酬請求となるよう指導し、病院の財務基盤の強化に繋

がるよう努めています。 

臨床工学部門の集中治療部では、新たに回路内に血液を充填する方法を考案し

たことにより新生児・小児領域での補助循環が安定して行えるようになりました

。人工心肺では、同時２例の心臓手術に対応できる体制が確保できました。人工

心肺回路の構成を変更して、回路内容量の低減を図ったことと低体温による酸素

乖離曲線の左方移動を考慮した体外循環管理を行うようになりました。 

 

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 

○日本医療機能評価機構による病院機能評価(Ver.6.0)の審査を受審し、認定証

の交付を受けました。 

○地域内の病院で最新のがん治療を受けられるように県内共通の地域連携パス

運用について検討を行い、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。 

○本院と市中病院との助産師の相互派遣により、正常分娩・ハイリスク分娩の研修

を実施し、助産分野の人事交流を推進することができました。 

○臨床工学部門では、集中治療部で臨床工学技士が対応する症例が増加しており

、医師の業務軽減に寄与しています。 
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○臨床技術部では資格取得を奨励し、放射線部門で救急撮影専門技師（１名）、肺

がんCT検診認定技師（１名）、血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師

（１名）、臨床工学部門で透析技術認定士（１名）、呼吸療法認定士（１名）の資

格取得があり、その他の部門でも多くの資格取得がありました。 

○歯科衛生部門では、口腔ケア患者数が増えました。また、外来化学療法室、緩

和ケアチームへの参画により医科歯科連携をさらに進めることができました。 

○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、

新病棟（C棟）が平成25年７月竣工・平成26年１月稼働の予定です。 
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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２４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。また、東日本大

震災の教訓を生かすべく、学部や保護者の協力を得ながら、「安全安心な園づく

り」について地道な実践を始めました。 

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

〇 昨年度より引き続き教員免許状更新講習を学部の協力を得て８月７日に開

催し幼稚園教諭を中心に42名の受講者がありました。 

〇 平成22年度よりインターンシップ制を実施し、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とと

もに、本園にとっても保育の充実を図ることができ、互恵的な取組となってい

ます。 

〇 「安全安心な園づくり」について、学部との共同研究を活用して先進園研修

や資料収集を行うともに、危機管理マニュアルの見直し、引き渡しカードを活

用した避難訓練の改善（地震発生後の附小屋上への避難）、備蓄（食料・飲料

水、防災ずきん・ヘルメット）を行いました。11月10日の九州心理学会シンポ

ジウムでは、職員が本園の今後の危機管理への取組等について発表の機会を得

ました。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

〇 学部との共同研究では、「特別な支援が必要な子どもに対する保育の在り方

」等について昨年度から引き続き障害児学科や附属特別支援学校の協力を得て

意図的に保育の中で具体的に生かす等、実践の充実を図ることができました。

また、本年度は学部との共同研究として「安全安心な園づくり」についても取

り組み、本園の地道な実践研究の一歩につなげることができました。 

〇 老朽化した遊具の補修や撤去、フェンスの取替、危険な樹木の伐採など、安

全な環境の整備がさらに進みました。 

〇 園児の心身ともに健全な成長を支えるPTA活動について、全会員が参加する

活動をめざして組織や活動の改革を更に進めることができました。 

 
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 

第３回幼稚園評価（職員、２月実施）において65項目中64項目で「大変よかっ

た」「良かった」が８割以上を占め、保護者アンケート（11月実施）において43

項目中全てで「よく当てはまる」「当てはまる」が８割以上を占めました。 
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組織評価報告書（平成２４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 

学校教育目標の具現化や最先端の教育活動を目指し、学部と連携し、附属小学

校の特色を生かした共同研究及び研修を推進しました。 

 特に、複式学級の指導法改善や公立学校校内研修への積極的参加など、地域の

特性に応じた教育研究に取り組み、還元しました。 

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

本年度は、理科、家庭科、体育、複式の４教科において、大学と共同研究を推

進しました。 

また、公開研究会に向けて、学部教員を共同研究者として大学と密に連携を図

れるシステムの確立ができました。 

そして、複式の研究では、年２回の「複式学級を語る会」で学習指導法の研究

を中心に研修を深めることができました。 

さらには、４市町 12 校の指導者、教委主催の８地区９回の研修講師、現職教員

（姶良・伊佐教育事務所：２日間 35 名、広大附属の東雲小、熊大附小、熊本県教

育センター）を本校に受入れての研修会が実施できました。 

 
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、研究紀要の構成や公開研究会のあり方を工

夫していく必要があります。特に、公開研究会の分科会については、これまで以

上に充実した研究討議となるように、時間枠や内容面を変更しながら、会員のニ

ーズに対応していきます。 

 
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 

公開研究会に向けた共同研究は、初年度の取り組みであったが、教科ごとに学

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、県下の先生方へ研究成果を還元できるようにするためには、ハード面、

ソフト面でさらに工夫をする等の改善すべき点があり、継続的な研究を推進して

いく必要があります。 
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組織評価報告書（平成２４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 

附属中学校では、大学・学部の持つ人的資源等を活用した先導的・実験的な
取組や教育のモデル校としての取組を推進しました。その取組の中から、特に
以下の点を成果があったこととして挙げます。 

・ 学部との連携を積極的に図り、研究を進めました。特に、「教育研究全般」、
｢社会科教育｣、｢理科教育｣、「英語科教育」の４項目については、学部教
員と附属中学校教員が、研究テーマを共有し、共同的な研究を行うことが
できました。 

・ 教職として幅広い識見をもった人材の育成を目指して、大学・学部の計画
に基づき、参加観察実習、教育実地研究、教職応用研究を推進しました。
特に、３年次「教育実地研究」では、事前に学部で附属中学校の職員が指
導やオリエンテーションを行い、円滑に学生が教育実習に取り組めるよう
にしました。また、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。 

・ 教育のモデル校となるように、各教科の研究会への参加や外部からの本校
視察、教育委員会主催の研修会での講師などを積極的に行いました。また、
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
しました。今年度は、授業づくりの基礎・基本を１冊の本にまとめ、授業
もそれに基づいて行いました。例年より多くの参加者数で、会は盛会で終
え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 

・ 共同研究について、「教育研究全般」と「英
語科教育」を特筆すべき点として挙げます。
「教育研究全般」の共同研究では、学部教員
と附属中学校の研究部の職員とが連携を図
り、「自らよりよい未来を創る生徒の育成」
と研究主題を設定しました。学部教員から指
導もいただき、２月８日には、学部教員と附
属中学校の職員で、研究授業と授業研究を行
うことができました。 
英語科の共同研究では、「自立した学習者

の育成のためのコンピュ－タ活用」という研
究テーマを設定し、CALL SYSTEM を活用した
授業づくりを行いまし。また、先進校である
横浜国立大学附属小学校を視察し、ICT 活用
についての評価方法まで学ぶことができまし
た。 

他の「社会科教育」や「理科教育」につい
ても学部教員との連携を図りながら積極的に推進することができました。 

 
・ 教育実習では、学部と連携を図り、研究公開への実習生の参加や附属中教

員が大学へ訪問しての事前指導など、実習前の指導体制を整えることができ
ました。また、学部との連絡協議会や本校での研修会などを通して、教育実
習についての組織的な運営ができました。特に、新しい評価の観点について
は、連絡協議会や本校での校内研修会で話しあうことができ、円滑に導入す
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ることができました。 
・ 他校のモデル校となるような取組として、研究については、校内において

36 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ました。また、
学部教員や県・市教育委員会から指導助言をいただき、教科ごとに研究のま
とめを行いました。 

また、本校の研究公開では、学部からゲストティーチャーを招き、指導法
研究のための公開授業も実施することができました。その他にも、本校から
奄美市やいちき串木野市、姶良市、教育センターなど、他の研修会へ講師と
して参加したり、南さつま市や姶良・伊佐地区など他校の教員が本校を視察
したりしました。 

 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 共同研究については、全教科で行っていますが、教科による取組の差が大き

いのも現状です。今年度は、４項目で共同研究の申請を行いましたが、全教科

において、積極的に学部教員との連携を図る必要があります。 
・ ４年次の教職応用研究の後期の希望者が少ない現状があります。卒業論文と

の重なりもあり、時間的に制約されることが課題です。学部と連携を図りなが

ら、実習生のニーズに応えることができるようにしていく必要があります。 
・ 研究公開を授業のみ参観される教員が多いのが現状です。午後からの分科会

と講演会について、少しでも参観された方のよい研修の場となるような取組を

していく必要があります。 
 

 
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 

・ ４つの項目の共同研究においては、他の先進校の視察や本校での研修会、資

料作成などを行うことができました。予算も執行され、共同研究の報告書や各

項目の共同研究で学んだ内容を全体論文や教科論文にまとめることができた

点からおおむね良好と判断できます。 
・ 79 名の参加観察実習生、76 名の教育実地研究Ⅰの実習生、17 名の教育実

地研究Ⅱの実習生、５名の教職応用研究の実習生が本校で教職についての研
鑽を深めることができました。また、本校の研究公開に 269 名の学生の参観
があった点からもおおむね良好と判断できます。 

・ 平成24年度の５月25日に行われた研究公開では、591名の参加があり、例年と

比べても参加者が多いでした。また、授業づくりの基礎・基本を１冊にまとめた

冊子も例年より注文が多く、研究公開後も他県の教育関係者を含め、注文が続い

ている点からおおむね良好と判断できます。 
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組織評価報告書（平成２４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) 大学の教員等との連携を深め、特別支援教育における実践的な指導法研究を

推進しています。 

(2) 特別支援学校教員をめざす学生の教育実習を更に充実するため、教育学部の

教員養成カリキュラムに協力する態勢を整えています。  

(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・中学校等への支援を推進しています。 

(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)  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）を実施しています。 

(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

を実施しています。  

(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っています。 

(4)  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教育相談や具体的

な支援をサポートしています。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

(1)  業務のスリム化と効率化をめざすとともに、より円滑な運営をめざすために

校務分掌を見直し円滑な組織運営が図られるように工夫しています。 

(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)  校舎の建築から30年が経過し、修繕箇所も増加しており、計画的な予算確保

と整備を図る必要があります。 

 
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。      
  
     判断理由 

(1)  大学教員と連携した共同研究を推進し、その成果を「特別支援教育の学習指

導案と授業研究」(ジアース教育新社)として刊行(初版2,000部)しました。 

(2)  FSC（附特スポーツクラブ）を、年間56回実施し、ダンス発表会やバレーボ

ール大会に出場しました。 

(3)  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。

(4)  保育所、幼稚園への巡回相談を年間57回実施し、計131人の幼児を対象に相談

を行いました。 

(5)  本校において、年間63人の保護者や幼児、教職員等の教育相談を受け入れま

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、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。 

附 則 

この要項は、平成25年２月12日から実施する。 

別表第１(第３関係) 評価水準 
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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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