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Ⅰ．はじめに 

 

平成 25 年度は、国立大学が法人に移行し、10 年という変遷の節目の年でありました。 

文部科学省は、平成 25 年 11 月に、今後の国立大学改革の方針や方策、実施行程をまと

めた「国立大学改革プラン」を策定し、国立大学法人鹿児島大学においては、「自主的・自

律的な改善・発展を促す仕組みの構築」を図ることとなりました。 

 

本学では、「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」を踏まえ、「全国的な教育研

究拠点形成と地域活性化への貢献」を掲げ、ミッションの再定義で明らかにした本学の強

みや特色及び社会的役割を十分に果たすべく、総合大学というスケールメリットを活かし

た大学改革を進めてまいります。 

 

また、着実に第 2期中期目標計画を履行するなか、本学の特色を活かした、島嶼、環境、

食と健康等の全人類的課題の解決に果敢に挑戦していくために、「島嶼」、「環境」、「食と健

康」の 3研究プロジェクトに、平成 25 年度には、「水」、「エネルギー」の２研究プロジェ

クトを加えました。5 つのプロジェクトは、部局の枠を超えた全学横断的な研究活動を推

進し、学際的共同研究のもと研究を推進しております。 

 

さらに、平成 25 年 9 月には、「鹿児島大学生涯学習憲章」を制定し、「大学憲章の理念に

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

めざしており、大学と地域をつなぐ営みとして生涯学習を推進」することとしています。 

 

その中で、本年度も、部局等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 26 年９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、農学部・農学研究

科、水産学部・水産学研究科、理学部、医学部、歯学部、工学部、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２５年度）

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、「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）「進取の精神」を有する学士の育成

①共通教育カリキュラム改革

人間力の基本要素である実践力、判断力、精神力、新体力、コミュニケーション

力と知力を養成する「人間力養成プログラム」と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」から構成され、併せて共通教育科目

の卒業要件単位数の見直しも反映させた、新共通教育カリキュラムを25年度入学生

から実施しました。

②教育センターの組織改革

教育センターではカリキュラム改編に伴い、「鹿児島大学教育センター規則」及
び「鹿児島大学教育センター会議規則」の一部改正を行いました。

改正の主な内容は、①教育センター組織の内部にある高等教育研究開発部の業務

に共通教育等の授業・カリキュラム、専門教育との連絡調整についての検証・提案

に関する事項を明記、②外国語教育推進部会と外国語科目専門委員会を統合、③共

通教育企画実施部会の構成員、各科目専門委員会の構成員を見直し、教員の負担軽

減を図り、より実質的な会議体となるよう改めました、④共通教育と専門教育との

連携について自由な意見交換の場を設け、今後の施策に反映させることを目的とし

た共通教育懇談会を新設、⑤幅広い共通教育科目を実践するために、現在担当して

いる授業テーマや将来担当可能な授業テーマを任意登録し、新たなカリキュラム構

築のための母体になる各科目教員グループを設置しました。

（２）大学院全学横断的教育プログラムの整備・拡充について

①大学院共通科目・特別コースの科目群について

18年度から開設していた大学院共通科目「いのちを学ぶ」科目群を発展的に解消

して、26年度からその内容は、既設の３つの特別コースに継承して実施していくこ

とにしました。さらに「いのちを学ぶ」科目群のポリシーを引き継いで「生活安全

学」（教育学研究科）を特別コース共通として開設することが決定しました。

②大学院共通科目外国語コミュニケーション教育コースについて

24年度に実施した修士課程の全学生を対象にした授業評価アンケート及び修士課

程の全授業科目担当者アンケートの結果をうけて、26年度から授業科目の統廃合や

コミュニケーション能力を身に付けることに重点を置いた授業科目「プレゼンテー

ション・スキルズ」（教育センター）を開設することを決定しました。併せて、教

育の効果の向上を図る等の面から、同一の授業科目を文系向け、理系向けに再編し

受講生を分けて実施すること、学際的英語科目として「Making Sense of the Worl

d-Wisdom through Knowledge「現代世界を理解するための視点」」（理工学研究科）

を開設することを決定しました。

③特別コース島嶼学教育コースについて

25年度から「太平洋島嶼学特論」（国際島嶼学教育研究センター）を開設し、海

外（ミクロネシア）での体験型実習を実施し４名が受講しました。さらに26年度か

らは海外体験型実習科目として「Advanced Lecture on Tropical Fisheries」（水

産学研究科）を開設することが決定しました。
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（３）学生支援体制の強化・充実

①英語教育の支援体制の充実

TOEIC賛助会員に本学が加入することで、学生が負担する公開テスト受験料の軽
減を行う、経済支援事業をスタートさせました。本事業の周知活動も積極的に展開
した結果、昨年同時期と比較して約169%増（109名→293名）の受験者となりました。
②障害学生支援室の設置に伴う組織強化

平成25年７月に障害を有する学生の支援を円滑に実施するために障害学生支援室

を設置し機能強化を図りました。更に障害学生に対する支援をより積極的に推進す

るために平成26年４月から同室を障害学生支援センターへ組織移行し、教育改革室

において企画立案された事項の実施組織として位置づけるなど体制を整備して、機

能強化を図りました。

③県外に就職活動拠点を設置

平成25年12月から、就職活動を行う学生への支援強化を図るために福岡市に「福

岡サテライト」を設置し、学生は応募書類の準備、情報収集、休憩、就職相談など

に利用し、平成26年２月までの３ヶ月間で延べ445人の利用がありました。

④アドミッションセンターの機能強化

これまで、内部の実施組織として設置していたアドミッションセンターについて、

平成26年４月から、入学者選抜方法の改善、入学者選抜機能の検証、学生確保のた

めの広報等を行い、継続的に優秀な学生を確保することを目的とする学内共同教育

研究施設等として機能を拡充しました。これに伴い、組織充実のため、専任教員１

人、学長補佐（入試統計担当）［兼務教員］１人、事務職員（入試課）１人を配置

することにしました。

⑤保健管理センター分室への保健師の常駐

平成25年８月から桜ケ丘地区の保健管理センター分室に保健師１名が常駐したこ
とで、軽症外傷処置、健康相談、保健指導等を行い、学生支援の充実を図りました。
⑥離島学習支援事業への経済支援

共通教育等企画室会議にて、離島学習支援事業に関する要項の立案を行い、教育

センター会議にて制定しました。この事業により離島域における実践学習として11

0名の学生の旅費相当額を支援しました。

⑦「進取の精神チャレンジプログラム」の開始

25年度から、学生自らが企画・運営・実施するプログラムを大学が支援する企画

として「進取の精神チャレンジプログラム」を開始しました。「大学の活性化」と

「地域・国際交流」というテーマの公募部門に７件、自由部門に11件の応募があり、

公募部門２件、自由部門３件を採択しました。プログラム実施期間は７月～12月ま

でとし、平成26年２月に学長、副学長、学生関係学長補佐出席のもと、プログラム

成果発表会を開催し、採択プログラム５件全てが優れたプログラムであると評価さ

れ表彰しました。

（４）地域・他大学との連携強化による教育の質の向上

①地域防災力向上への取組

地域防災力の向上を目指し、次のような全学横断的な総合的調査研究を行い、研

究成果を地域社会に還元しました。「地震・津波室内実験システム」を導入し、６

月21日に公開デモンストレーションを行い、共同研究等の拡大を図りました。10月

に地域防災教育研究センターは、本学人文社会科学研究科と高麗大学校日本研究セ

ンターとの共催によりシンポジウムを開催し、研究成果を発信しました。11月に出

前シンポジウム「地震・津波に対する学校と地域の防災を考える」を開催しました。

また、25年度共通科目として、「いのちと地域を守る防災学Ⅰ（前期）、Ⅱ（後

期）」を開設しました。本科目は、主に地域防災教育研究センター所属教員が担当

し、学生が自然災害やその対策についての広い知識ともに地域自治体等が現在行っ

ている防災への取組や新しい技術を理解することを目的とする講義内容となってい

ます。

（５）水産学部附属練習船「かごしま丸」の拠点としての取組や成果

日本大学生物資源科学部、放送大学、東京大学理学系研究科、近畿大学農学部、
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九州大学農学部・同農学研究院、熊本大学理学部、宮崎大学農学部、本学大学院連

合農学研究科による共同利用航海を計画通り実施し（共同利用航海日数75日、年間

運航日数比42％）、今年度の共同利用航海８回を全て計画通りに完了しました。こ

れら国内の大学に加えて、タイ王国・カセサート大学水産学部及び同研究科が来日

し、平成27年４月に開設予定の本学部とアジア３大学（カセサート大学、フィリピ

ン大学、インドネシア・サムラトランギ大学)との連携による「大学院熱帯水産学

国際連携プログラム（仮称）」の試行として共同利用しました。また、フィリピン

大学ヴィサヤス校水産・海洋科学部及び同研究科は、「特別課題」の一環で共同利

用し、フィリピン農業省から発給されたスルー海のフィリピン排他的経済水域での

特別操業許可に基づき、マグロ延縄操業実習と海洋観測等の調査実習を行いました。

また、第１回かごしま丸共同利用運営協議会が開催され、26年度の共同利用航海計

画が了承されました。

（６）水産学部附属練習船「かごしま丸」の研究所等の独自の取組や成果

①シップ・オブ・ザ・イヤー2012（漁船・作業船部門）の受賞

附属練習船「かごしま丸」が、我が国の漁業練習船として初めて電気推進による

全旋回型推進器２基とバウスラスタを備え特殊操船性能を実現したことで、新しい

漁労システムの開発や海洋観測システムの高度化を可能にしたこと、またマルチパ

ーパス漁労システム、 新の観測分析システム、船内高速LANなどを備え、次世代

の洋上教育・研究プラットフォームを実現した革新的な船として評価され、公益社

団法人日本船舶海洋工学会が主催する「シップ・オブ・ザ・イヤー2012」で、「漁

船・作業船部門賞」を受賞しました。

②その他、教育等に関する独自の取組
教育関係共同利用拠点による教育改革シンポジウム（広島大学主催）で本学練習

船の取り組み等について口頭、ポスター発表を行いました。
共同利用航海時に、機関長、機関士による「電気推進システム」及び「冷凍装置」

についての船内講義・見学を実施するなど、練習船教員・乗組員が一体となって洋
上教育に取り組みました。

連合大学院農学研究科によるかごしま丸共同航海の台湾・高雄寄港時に、同研究

科、中山大学海洋科学学院及び本学水産学部との共催による「陸圏・水圏科学セミ

ナー」を開催し、大学院生11人が口頭・ポスター発表しました。

（７）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）

北海道大学、帯広畜産大学、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」（文科省24年度事業）を実

施中であり、４大学間での協議会を発足させ、年２回開催しています。また、本事

業の取組の中で、附属越境性動物疾病制御研究（TAD)センターに高度病原体を扱う

ことが可能なP3A施設の設置が進行中であり、その他、総合動物教育実習棟や教育

改革室の設置などが進行中です。併せて、教員９人を補充しました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、16～45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

３月に研究コアプロジェクト（島嶼）報告会として、国際島嶼教育研究センター

会議室を会場に、与論地域活性化センターや奄美サテライト教室など４会場をYou

Tubeによる同時中継で結び、研究成果報告、島嶼若手・行政関係者等との意見交換

及び今後の方向・要望等についての意見交換等を実施しました。

②「環境」に関する研究

研究コアプロジェクト（環境）では、奄美大島を中心に調査等を実施し、動植物
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の種リストの作成等を行いました。「生物多様性モニタリング プロトコール第３

集」を出版しました。

③「食と健康」に関する研究

研究コアプロジェクト（食と健康）では、学内外の様々な分野の関係者と連携し、

「黒酢の生理機能」、「各種機能成分評価」等に関する研究を行うなど、研究成果

の地域社会への還元等を行いました。また、22年度から開催している「食と健康」

シンポジウム４回分の要旨集をとりまとめたシンポジウム記録集を印刷刊行しまし

た。

④「水」、「エネルギー」に関する新規研究領域の立ち上げ

「島嶼」、「環境」、「食と健康」の研究領域に追加して、研究コアプロジェクト

「水」と研究コアプロジェクト「エネルギ－」を立ち上げました。研究コアプロジ

ェクト「水」は、学内外の様々な分野の関係者（特に大学ならびに地方自治体等）

と連携し、地域固有の水利用、水資源、水環境、及び洪水・土砂災害に関する現地

調査・観測などの事業計画を進め、成果の積み上げを行い、実績を作り、結果を地

域社会へ還元することを目的としています。

研究コアプロジェクト「エネルギー」は、①地域のバイオマスを活用して高品質

バイオ燃料やバイオケミカル原料に転換するプロセス開発を推進し、製糖会社や自

治体等と連携し、実証に向けた検討、②分散型の再生可能エネルギーネットワーク

による地域防災機能強化に関する共同研究に参画し、システム構築のためのオンサ

イト分析などを行うことを目的としています。

⑤鹿児島環境学の成果のカリキュラム化等について

鹿児島環境学の成果のカリキュラム化として、大学院の全学横断的教育プログラ

ム環境学教育コースコア科目「鹿児島環境学Ⅰ」と「鹿児島環境学Ⅱ」を開講しま

した。また、共通教育等においても研究成果を活用した授業をおこないました。昨

年度までの研究成果をとりまとめ、「鹿児島環境学特別編」及び「鹿児島の100人、

100の風景」を出版しました。

（２）国際水準の研究への取組

「先進医用ミニブタを用いた前臨床研究拠点形成プロジェクト」においては、国

際異種移植学会、アメリカ移植学会、アジア移植学会等の国際学会で研究成果を発

表、学会の座長等を務めたほか、3月にはインド大使館参事官の公式訪問を受けイ

ンドとの研究連携の可能性を探る等、海外展開への積極的な推進を図っています。

（３）若手研究者・女性研究者支援の取組

①若手研究者・女性研究者への学術業績に対する支援について

若手研究者・女性研究者への学術的業績に対する支援について、40歳以下の教職

員（女性は年齢制限なし）を対象に平成25年１月～12月の研究業績（学術論文・著

書）等の提出を求め、提出のあった107名に対し903万円の助成金を配布し、研究支

援を行いました。

②科学研究費助成事業申請に係る支援について

科学研究費助成事業申請に係る支援について、コンサルティング会社の方を科研

費公募に関する説明会の助言講演の講師として招聘し、郡元地区及び桜ヶ丘地区に

おいて説明会を実施しました。

③若手研究者等への新たな支援方策について

若手研究者等への新たな支援方策について、研究推進室会議等で検討し、26年度

科学研究費助成事業の種目（基盤研究(S)、基盤研究(Ａ)、基盤研究(Ｂ)及び若手

研究(Ａ)）に応募し、不採択（第１段評価が「Ａ」であること。）となった研究者

に対して、研究費の一部を支援する体制を整備しました。その結果、26年度科学研

究費助成事業の大型種目への新規申請件数が16件増加（対前年度比約21％増加）し

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国際島嶼教育研究センターの取組
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国際島嶼教育研究センターにおいて、総合地球環境学研究所のプロジェクトに参

加し、データベース活用に関する研究を実施しました。第１回東亜細亜島嶼海洋文

化フォーラムを開催して、韓国や中国の島嶼地域を対象とした研究者の交流を図り

ました。25年度予算で島嶼域に関する資料の充実を図りました。

②遺伝子実験施設の取組

遺伝子実験施設において、質量分析装置の新しい解析方法（画像解析）による利

用を開始しました。また、施設利用者登録のオンライン化のための環境を整え、26

年度以降に施設利用者登録のオンライン化を実施することにしました。

（５）大学の特色を活かした研究活動の状況

①大学院医歯学総合研究科附属難治ウイルス病態制御研究センター教授が「エリオ

ン賞」を受賞

大学院医歯学総合研究科附属難治ウイルス病態制御研究センターの教授が、ウイ

ルス病に対する治療法の研究で世界的に卓越した業績を上げていることが評価さ

れ、平成25年５月にサンフランシスコで開催された第26回国際抗ウイルス会議にお

いてアジア人として初めて「エリオン賞」を受賞しました。

②水産総合研究センターと包括連携協定を締結

本学と独立行政法人水産総合研究センターとの間で、水産及び海洋に関する学術

研究と教育の進展、並びに産業界、地域社会及び国際社会の発展に資することを目

的とした包括連携協定を締結することに合意し、平成25年９月に調印式を執り行い

ました。

③小型人工衛星KSAT２のH-ⅡAロケットでの打ち上げ

平成26年２月28日にH-ⅡAロケット23号機とともに打ち上げられた、理工学研究

科とNPO法人鹿児島人工衛星開発協議会が開発した小型人工衛星KSAT２（地元企業

が構造を、学生が搭載機器・熱設計を担当）について、ロケットからの分離に成功、

その後、共同でプロジェクトを行っている東北大学、千葉工業大学で通信に成功し

ました。KSAT２は、「ハヤトⅡ」と名付けられ、大気水蒸気の観測などについての

運用に成功しました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、46～109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

（１）鹿児島大学生涯学習憲章の策定

４月に生涯学習教育研究センター運営委員会を開催し、生涯学習憲章の策定につ

いて審議し、６月に文部科学省と共催の「地域と協働する大学づくりシンポジウム

in鹿児島」において「鹿児島大学生涯学習憲章」策定ワークショップを開催しまし

た。地元自治体・卒業生・教職員・学生など約100名が参加し議論を重ねました。

９月には、日本の大学では初となる生涯学習憲章を策定し、９月24日に全国国立大

学生涯学習系センター協議会・公開シンポジウムにて学内外に発表しました。

（２）地域ナレッジ活性化センター（仮称）設置準備委員会の発足

地域活性化の中核的拠点として、県内の自治体、企業、NPO、地域住民等と連携

し、産学官連携事業や地域貢献事業をより一層充実するため、地域ナレッジ活性化

センター（仮称）の設置を目指した準備委員会を発足させました。10月に第１回準

備委員会を開催し、県及び６市１町から16名、本学から12名が参加し、意見交換を

行いました。その後も引き続き、平成26年度設置に向け、組織や運営方法などを議

論しました。
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（３）地域的課題の解決を目指した連携や研究等の取組

①地域防災教育研究センターの取組

地域防災教育研究センターでは、津波災害に関する研究を発展させるため「地震

・津波室内実験システム」を導入し、６月に公開デモンストレーションを行い、学

内の教職員、学生、県や国土交通省の関係者ら約100名が参加しました。「地震・

津波室内実験システム」は、工学部海洋波動実験棟内にある長さ26ｍ、幅14ｍ、

大水深1.2ｍの平面水槽内に設置されたもので、実際の津波に近い模型孤立波を造

波でき、制御装置に数値を入力することであらゆるタイプの波をつくることが可能

であり、水槽の一辺で津波を発生させ、海岸を模したもう一辺に押し寄せる波を確

認することができるなど、地震・津波による被害区域の予測、構造物や海岸林によ

る津波対策、津波に強い街づくり等の共同研究を行うことができます。

10月には、人文社会科学研究科と韓国の高麗大学校日本研究センターが共同主催

し、地域防災教育研究センターが共催した、日韓共同シンポジウム「３.11以後の

人間と社会」を開催しました。

11月には、志布志市文化会館において、出前シンポジウム「地震・津波に対する

学校と地域の防災を考える」を開催しました。一般市民、学生、学校職員等114名

が参加し、 新の防災情報を共有しました。

②食と健康に関するシンポジウムの開催

産学官連携推進センターでは、11月に鹿児島県工業倶楽部との包括連携協定に基

づき、本学重点研究領域「食と健康」プロジェクトに関わる教員を中心にシンポジ

ウムを開催し、247名が参加しました。

国際交流

（１）国際化教育環境の整備

①若手教員海外研修支援事業の取組

次世代を担う若手教員の海外の教育研究機関における研究を支援することにより

教育研究能力等の向上を図り、もって、本学の教育研究の国際的通用生・共通性の

向上に資することを目的とする「若手教員海外研修支援事業」において若手教員５

名をアメリカ、ドイツ、フランス、オランダに派遣し、総額約1,300万円を支援し

ました。

②「進取の精神グローバル人材育成プログラム（P-SEG）」について

国際連携推進センターを核として、協力教員等とともに検討を行ってきた鹿児島

大学グローバル人材育成構想「進取の精神グローバル人材育成プログラム（P-SEG）」

（語学学習と海外研修、さらには交換留学を組み合わせた鹿児島大学の総合的グロ

ーバル人材育成プログラム）について、学生向けのパンフレットを作成し、新年度

から実施します。

（２）海外の研究機関等との連携について

①教育学部とINS HEAが部局間学術交流協定を締結

教育学部とINS HEA（フランス国立障害者教育・指導方法⾼等研究所）との間で、

両機関の教職員の交流、研究プロジェクトにおける協働及び学術的成果や情報の交

換を目的とした部局間学術交流協定を締結しました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、46～109頁をご覧下さい。
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４．業務運営

業務運営の改善及び効率化

企画立案の体制等について検証し、企画立案及び実施機能の強化を図り、戦略的

かつ機動的に対応できる体制とするため、アドミッションセンターの組織改編、障

害学生支援室の組織改編、企画・評価室の組織改編を行いました。

財務内容の改善

25年度当初予算において、教育研究環境の一層の充実等を図るため、25年度限り

の経費として「教育研究環境特別経費（総額１億円）」を措置し、部局長のリーダ

ーシップのもとに重点的な事業等（学部の講義室や附属中学校プール等の施設補修、

はやぶさ２号相乗りの超小型宇宙機「しんえん２」の開発、桜ヶ丘共同利用研究室

の研究機器等の整備など）に充てました。

自己点検・評価及び情報提供

（１）企画・評価室の組織改編

理事（企画担当）、学長補佐、総務部長、企画評価課長で構成されていた企画・

評価室について、大学の運営及び評価に係る情報の収集、分析等の機能強化のため

に企画・評価・IR室と改め、新たに学長補佐をセンター長とする学内組織としてIR

センターを組織しました。IRセンターでは、Fact Bookの作成及び大学ポートレー

ト（仮称）や法人評価、認証評価のデータ収集等を行っていきます。

（２）Fact Book（第３版）の作成

23年度から作成を始めた「鹿児島大学Fact Book」について、25年度データを含

めた第３版を作成しました。第３版については、巻末資料として18歳人口動態や他

大学の状況、大学等卒業者の就職率を加えることで、本学だけでなく、他大学や高

等教育を取り巻く環境についても確認することができるよう改良しました。

その他業務運営

（１）鹿児島大学マスコットキャラクター「さっつん」の制作

本学の広報活動を推進するため、マスコットキャラクターのデザインを学内に公

募し、本学学生が作成した「さっつん」をマスコットキャラクターとして決定し、

大学のイメージアップや幅広い層に大学に興味を持ってもらうことができました。

（２）大学紹介DVD（高校生向け）の制作

24年度に制作した大学紹介DVD「潜入！！ KADAI SCOPE」を基に、高校生に鹿児

島大学の９学部の強み・特長をより一層理解してもらい、志願者を増やすため、25

年度に新たに大学紹介DVD「潜入！！ KADAI SCOPE（高校生向け）」を制作し、鹿

児島大学ホームページで公開しました。

（３）木質バイオマスチップボイラーに「かごしまCO2排出削減量認証」交付

医学部・歯学部附属病院で使用している木質バイオマスチップボイラーについ

て、鹿児島県が平成25年１月から実施している、企業や団体等が自ら行う森林整備

活動により得られるCO2吸収量を認証し、地球温暖化対策への貢献度を“見える化
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”する「かごしまCO2吸収量等認証制度」の第１号を取得しました。

なお、個別の部局ごとの詳細については、46～109頁をご覧下さい。

５．学内共同教育研究施設等

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

動を行っています。

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、⑫埋蔵文化財調査セ

ンター、⑬地域防災教育研究センター

主な活動として、次が挙げられます。

（１）国際島嶼教育研究センターの取組

国際島嶼教育研究センターにおいて、総合地球環境学研究所のプロジェクトに参

加し、データベース活用に関する研究を実施しました。第１回東亜細亜島嶼海洋文

化フォーラムを開催して、韓国や中国の島嶼地域を対象とした研究者の交流を図り

ました。25 年度予算で島嶼域に関する資料の充実を図りました。

（「２．研究 （４）①」の再掲）

（２）地域防災教育研究センターの取組

地域防災教育研究センターでは、津波災害に関する研究を発展させるため「地震

・津波室内実験システム」を導入しました。

10月には、人文社会科学研究科と韓国の高麗大学校日本研究センターが共同主催

し、地域防災教育研究センターが共催した、日韓共同シンポジウム「３.11以後の

人間と社会」を開催しました。

11月には、志布志市文化会館において、出前シンポジウム「地震・津波に対する

学校と地域の防災を考える」を開催しました。

（「３．社会連携、国際交流 等 社会連携・社会貢献（３）①」の再掲（一部抜

粋））

なお、個別の施設ごとの詳細については、110～141頁をご覧下さい。

６．医学部・歯学部附属病院、教育学部附属学校園

医学部・歯学部附属病院

「教育・研究面」、「診療面」、「運営面」に関する目標を達成するため、地域にお

ける中核的医療機関として、それぞれ必要な計画を設定し、目標達成に向けた積極的

な取組を行いました。

（１）教育・研究面

①研修環境の充実等

医学部・歯学部附属病院の再開発第３期整備として建築中であった新病棟（C棟）

が平成25年10月に竣工し、合わせて新病棟内に県地域医療再生臨時特例基金を活用

した「総合臨床研修センター」を開設しました。本センターには、内視鏡手術など
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新の各種シミュレータによるトレーニングが可能な演習室や学習室などが配置さ

れていることから、シミュレータを利用した、学生や研修医および院内外医療従事

者に対する講習会や講義・実習も企画され随時開催されました。

②専門資格取得者の充実

平成25年度は医療技術職員に必要な資質の向上を目的に、専門資格の取得に必要

なセミナー等の参加を奨励し、認定臨床微生物検査技師の資格１名、体外循環技術

認定士１名、摂食・嚥下コーディネータ１名、口腔機能管理認定歯科衛生士１名、

健康咀嚼指導士１名、ホワイトニングコーディネータ２名が資格を取得しました。

（２）診療面

①がん診療拠点病院としての対応

鹿児島県がん診療連携拠点病院としてがん診療連携協議会を開催するとともに、

11月には県のがん医療地域連携推進事業（期間：平成25年11月～平成28年3月）を

受け、県内医療機関へのがんクリティカルパスの普及を図りました。

②「歯科口腔ケアセンター」、「歯のチェック室」の開設について

10月に医科と歯科との医療連携や周術期の口腔ケア等による歯科診療の推進等を

図る歯科口腔ケアセンターを開設し、医科患者紹介窓口を一本化した。２月には、

医科外来診療棟内に、歯科処置が原因による医科的治療の延期や変更を少なくする

こと、術後誤嚥性肺炎の予防による入院期間の短縮に寄与するため「歯のチェック

室」を設け、入院前に患者の口腔内をチェックし、術前から介入し適切なケア・処

置を行っています。

③先進医療の充実

25年度に先進医療として、新規に「術後のホルモン療法及びＳ－１内服投与の併

用療法原発性乳がん」、「腹腔鏡下子宮体がん根治手術」、「実物大臓器立体モデル

による手術支援」、「内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術」、「内視鏡化甲状腺悪性腫瘍手

術」の５件が受理された。

（３）運営面

①入院支援室の試験稼働について

入退院・手術前の説明等を効率的に行うことにより、患者サービスの質向上及び

新入院患者の増を狙いかつ、手術前患者の喫煙による手術中止等の注意事項を十分

に説明し、手術中止件数の縮小等を図り、入退院支援業務の強化を目的として、診

療棟１階に入院支援室を設置し、平成26年２月から一部診療科を対象に開始しまし

た。

②後発医薬品の使用促進

後発医薬品については、運営経費節減及び厚生労働省の方針に基づき、病院経営

諮問会議W.Gで今年度の利用促進を決めるとともに、薬事委員会で後発医薬品に切

り替えられる先発医薬品を絞り、病院運営会議及び診療センター長等会議において、

各診療科に使用促進を促した結果、後発医薬品の比率は、購入ベースで平成24年度

4.53％から平成25年度5.06％へ上昇しました。

③診療請求に対応した看護師の資格取得及び看護師確保対策について

特定機能病院として質の高い医療を提供すると共に、診療請求に関し高得点が見

込める分野の看護師育成を行うため、大学病院の経営戦略に基づき、認定看護師・

専門看護師の資格を取得させました。また、資格取得期間については、他の医療機

関では類をみない資格取得期間の給与等の保証をしているため、病院の重要な課題

である看護師確保対策になっています。

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⾼研究」、「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
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けた積極的な取組を行いました。

（１）学部教授等と附属小教員による共同研究の充実

これまで公開研究会の指導助言者であった学部教員を、共同研究者として位置付

け、研究構想段階から大学教員との連携を密に図り、共同研究ができるようなシス

テムが確立できています。この結果、研究構想段階から両者で連携して共同研究 13
件（附属幼稚園２件、附属小学校４件、附属中学校４件、附属特別支援学校３件）

を実施しました。

（２）公開研究会の充実

先端の教育研究を目指して全職員で取組み、鹿児島県下の教育向上を目指し、

年１回の公開研究会を開催しました。参加会員のニーズに応えるために、研究協議

の時間設定を工夫するとともに、分科会を全員参加型に改善しました。

（３）公開授業等の取組

大学教員と附属特別支援学校の共著である「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）の改訂作業を大学と連携して行いました。

また、地域の幼稚園、保育所等に在籍する、障害のある幼児の支援を充実させるた

めに、年間82回の訪問相談を実施しました。また、計103人の保護者や幼児、教職

員等の来校相談を受け入れた。

（４）附属中学校と台北市立大直高級中学校の姉妹校提携

本学附属中学校と台湾の台北市立大直高級中学校（中⾼⾼貫校）と姉妹校提携を

結び、平成25年12月に大直高級中学校において調印式が執り行われました。本学の

附属中学校が海外の学校と姉妹校提携を結ぶのは今回が初めてです。

なお、個別の施設ごとの詳細については、142～153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・・・・・・・・・・111

（２）教育学部・・・・・・・・・・・・ 18 （２）保健管理センター・・・・・・・113

（３）理学部・・・・・・・・・・・・・ 20 （３）国際島嶼教育研究センター・・・115

（４）医学部・・・・・・・・・・・・・ 22 （４）留学生センター・・・・・・・・117

（５）歯学部・・・・・・・・・・・・・ 24 （５）総合研究博物館・・・・・・・・119

（６）工学部・・・・・・・・・・・・・ 26 （６）学術情報基盤センター・・・・・121

（７）農学部・・・・・・・・・・・・・ 28 （７）生涯学習教育研究センター・・・123

（８）水産学部・・・・・・・・・・・・ 29 （８）教育センター・・・・・・・・・125

（９）共同獣医学部・・・・・・・・・・ 30 （９）稲盛アカデミー・・・・・・・・128

（10）人文社会科学研究科・・・・・・・ 31 （10）自然科学教育研究支援センター・130

（11）教育学研究科・・・・・・・・・・ 32 （11）医用ミニブタ・先端医療開発

（12）保健学研究科・・・・・・・・・・ 33 　　研究センター・・・・・・・・・133

（13）理工学研究科・・・・・・・・・・ 35 （12）産学官連携推進センター・・・・136

（14）農学研究科・・・・・・・・・・・ 37 （13）埋蔵文化財調査センター・・・・138

（15）水産学研究科・・・・・・・・・・ 38 （14）地域防災教育研究センター・・・140

（16）医歯学総合研究科・・・・・・・・ 39

（17）司法政策研究科・・・・・・・・・ 40 ４．医学部・歯学部附属病院

（18）臨床心理学研究科・・・・・・・・ 42 　医学部・歯学部附属病院・・・・・143

（19）連合農学研究科・・・・・・・・・ 44

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・・・・・・・・・・149

（１）法文学部・人文社会科学研究科・・ 47 （２）附属小学校・・・・・・・・・・150

（２）教育学部・教育学研究科・・・・・ 50 （３）附属中学校・・・・・・・・・・151

（３）理学部・・・・・・・・・・・・・ 54 （４）附属特別支援学校・・・・・・・153

（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・・・・・ 78

（９）共同獣医学部・・・・・・・・・・ 82

（10）保健学研究科・・・・・・・・・・ 85

（11）理工学研究科・・・・・・・・・・ 88

（12）医歯学総合研究科・・・・・・・・ 94

（13）司法政策研究科・・・・・・・・・ 98

（14）臨床心理学研究科・・・・・・・・ 103

（15）連合農学研究科・・・・・・・・・ 106
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組織評価報告書（平成２５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）の見直しが完了し、受験生、在学生に公表さ

れています。 

 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

実施し、学生を米国や韓国に派遣しました。 

 法文学部全体に提供する共通科目を見直し、新たに法文総合科目という科目を

設定しました。法文総合科目には「まちづくり論」、「マスコミ論」等が含まれ

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 

 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

生に公表されています。 

 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）の取り組みが完了し、大きな成果

をあげました。このプロジェクトの一環として行われた「学外組織との連携に基

づく学生の課題発掘能力の養成の試み」（磯プロジェクト）においては、尚古集

成館の協力を得て、学生が自ら地域の歴史、文化におけるテーマを見いだす能力

が養成され、その成果は報告書として刊行されています。 

 法文学部全体に提供する共通科目が見直され、法学、経済学、人文科学という

３つの学門分野を備えた総合学部としての特色を鮮明にするため、広く人文社会

科学全体の基礎となる科目を精選し、学科の枠を超えた文系汎用能力の涵養を目

的として法文総合科目という科目が設定されました。 

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、法文

総合科目の設定によって、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 

 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、法文

総合科目の設定などの点から判断されます。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 教 育 学 部   

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

ミッションの再定義をふまえた学部の将来構想について課題を整理し、将来

計画に関する委員会や教務委員会を中心にカリキュラムの整備等の検討を行い

ました。 

平成25年度開講の「教職実践演習」については、履修指導・コース配属等に

おける課題を精査し、教務委員会において次年度に向けた改善に取り組みまし

た。 

本学部では、平成19年度より教員養成カリキュラム改革として実践的科目群

の充実について継続的に取り組んでおり、ミッションの再定義に際してはその

実績が改めて評価され、今後の指針の策定につながりました。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 
教育実習の新評価基準を特別支援学校と幼稚園について作成しました（小学

校と中学校については昨年度作成したものに若干の修正を行いました）。このこ

とにより、教育実地研究（教育実習）の全校種における新評価基準の策定作業

が完了しました。 

教員免許法に基づく「教職実践演習」や「履修カルテ」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」を実施しました。また本学部のディプロマポリシ

ーと連携した特色ある「履修カルテ」とその管理システムの運用を行いました。 

 また、教職支援室（全学向け）が核となったカリキュラムガイダンスの充実や

教員採用試験対策をはじめ、日置市、いちき串木野市の小規模小学校複式学級へ

の学生のTA派遣、霧島市内の小学校へのICT教育に係る大学院生・学部生のTA制

度、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。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

鹿児島県内の大学間協定に基づいて、学生の他大学における受講を促すため

の方策について検討し、実際に本制度の利用者がありました。 

教務委員会における共通教育と専門教育の接続についての検討や、学部の将

来計画に関する委員会WGにおける実践的科目群の検討など、今後のカリキュラ

ム改革に向けた検討作業を行いました。 

 就職状況の改善に向け、全学年を対象とした教員採用試験対策の講義・講演会

や、就職ガイダンス等を実施した結果、就職率が80％（進学者除く）に向上しま

した。 

 鹿児島県総合教育センター主催の教員研修（土曜講座）において、22講座に48

名の学生が参加しました。 

 教育改善に関して、学部と研究科の合同FDシンポジウムを実施したほか、学生

FDサミットに複数回にわたって教員と学生が参加し、学生主体のFD活動を促進し

ました。 
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３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

学生の教育ボランティアへの参加を促進し、日置市・いちき串木野市の小規

模小学校複式学級へのTA派遣や霧島市への小学校ICT教育へのTA派遣、不登校児

童生徒への「心のパートナー」派遣には実数で71名の参加がみられ、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、独立行政法人教員研修センター事業「教員研修モデルカリキュラム開

発プログラム」に採択され、「若手教員ピア・サポート型共同研修システムの構

築に向けて」の研究成果についてフォーラムを実施して内外に公表しました。 

 一方で、教員就職率の向上はみられず、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２５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69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 先端科学講演会（スペインCSICザイディン研究所博士研究員(10月22日)参加者

数:30名および熊本大教授（12月17日）参加者数:90名)を実施しました。 

② コアSSH研究会を８月16日〜18日(参加者数：90名）と12月７日(参加者数：130

名）に実施しました。それに関連する高校生を対象としたプレゼンテーション講習

会を１月11日に開催しました。 

③ サイエンス・クラブの受講生達が文部科学省主催第３回サイエンス・インカレ研

究発表会（平成26年３月１日～２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５件全部が採択され、そのうち２件が口頭発表最終選考に進

みました。（参照：http://www.science-i.jp/report/pdf/report.pdf） 
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【特色ある点】 

④ 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キャリア形

成教育を行っています。 

⑤ 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。 

⑥ 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。 

⑦ 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」。 

⑧ 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、就職活動に向けた意識向上に努めました。 

⑨ 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。 

⑩ ハローワークからのジョブサポーターによる就職相談・支援を毎週金曜日（13:

00〜17:00）に行っています。 

⑪ 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）。 

⑫ 英語教育充実と男女共同参画事業推進の双方を図る目的で外国人女性教員２名

を採用することを決定しました。 

⑬ 学生教育の一助として、卒業生による研究集会「第３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） 
 

 
平成24年度に改善され、今年度も昨年度同様に行われているので、特段に更なる改

善の必要はないと判断します。 

 
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 
 

 
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、英語教育の充実を目的とした取組みを本格的に実施することを決定したこと等

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２５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師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25年度の医学科の重点事項としては、平成22年度から導入した新カリキュ

ラムの点検を行いながら、新たに国際認証基準に合致した新しいカリキュラムの

検討を開始しました。また、医学教育振興財団が主催する第33回国内医科大学相

互視察と討論の会を当学部で開催し、全国の医学教育担当者に医学科の教育内容

を披露しました。 

 また、平成25年度の保健学科の重点事項としては、平成24年度から新カリキュ

ラムに移行して教育を行っており、保健師養成を15名の選択制で行い、助産師養

成は大学院前期課程で行う準備を進めています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．上記の全国会合を開催し、離島実習など鹿児島でしかできない医学教育方法

が全国的なレベルにあることが証明されました。【医】 

２．地域医療を担う医療人育成のため地域枠学生を20名受け入れて、夏期休暇中

などに特別実習コースを設けて地域医療に対する意識の涵養に努めています。

その中でも一般学生と区別ない学生生活ができている点は、全国的な模範に 

なっています。【医】 

３．学部長・病院長会議が主導するスチューデントドクター制度を今年度から導

入し、基準にそった共用試験を実施しました。【医】 

４．保健学科の新カリキュラムでは批判的思考、分析的問題解決、意思決定能力

の取得を目指す科目や参加体験型実習を多く配置しています。また、社会的課題

に対応するために地域在宅看護学、国際看護学、災害看護学、離島看護学などの

統合分野科目を設定しています。【保】 

５．保健学科では、離島へき地医療に対する理解を高めるために、離島地域看護

学実習を行っています。【保】 

６．看護学専攻、理学療法学専攻及び作業療法学専攻の３専攻が連携して共通教

育科目、学部のチーム医療論の講義・実習を行っています。【保】 

７．学部教育の質を向上させるために、大学病院看護部及び外部機関の看護師、

医療技術者を臨床教員（臨地・臨床教授９名、臨地・臨床准教授39名、臨地・

臨床講師39名）に任命しました。【保】 

８．保健学科では、国家試験合格率を向上させるために学生専用の学習支援室を

新設しました。【保】 

９．保健学科では、チーム医療に関するファカルティ・ディベロップメント講演

会を開催しました。【保】 

１０．保健学科では、教育の質を高めるために大学病院看護部との間で以下の連

携を行っています。【保】 

(1)保健学科教授と大学病院看護部との間で合同委員会を定期的に開催し様々

な企画を検討しています。 

(2)大学病院看護部との教員人事交流により平成26年度に助教２名の新規採用を

決定しました。 

(3)看護基礎教育・学内演習においても大学病院看護部スタッフ30名による協力
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を得て実施しています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１. 新カリキュラムの学年進行とともに規則の整備を行うとともに、４年間で２

学年の基礎医学を習得できない者に対して早期の進路変更を指導しています。

【医】 

２．国際認証基準に合致するには臨床実習期間の延長が必要であり、国家試験の

準備専念期間を確保しながら質の高い実習を行うための方法を、臨床実習委員

会で検討しています。【医】 

３．保健学科では、国家試験不合格者の卒業後の動向を把握し、個別対応を行っ

ています。【保】 

４．保健師選択学生15名の選抜方法を検討しています。【保】 

５．看護学専攻については、新カリキュラムに対応するために、講座を超えた相

互支援体制を構築するための準備を進めています。【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26年２月に行われた第108回医師国家試験の合格率は、新卒93/97 

(95.9%)で国立大学43校中17位でした、既卒を併せた合格率は100/112(89.3%)

で国立大学43校中32位でした。【医】 

２．看護学専攻の国家試験の合格率は、看護師76/78(97.4%)､助産師7/7(100%)､

保健師は新卒83/88(94.5%)で、既卒を併せると87/93(93.5%)でした。【保】 

３．理学療法学専攻の国家試験の合格率は、新卒16/16(100%)、既卒を併せると

16/17(94.1%)で、作業療法学専攻は、新卒18/19(94.7%)、既卒を併せると 

20/22(90.9%)でした。【保】 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 歯学部   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

本学部では、平成25年度は、１.大幅なカリキュラム改革のための準備事業と

２.現状体制を改善してより効率の良い体制を維持するための事業に分けて活動

しました。１のための事業として、①カリキュラム改革のための検討、②アウト

カム基盤型教育実施のためのファカルティ・ディベロップメント、２のための事

業として、③離島歯科巡回診療同行実習の見直し、④シラバス記載についての統

一化と詳細化を行っています。また、キャリアアップのための説明会（大学院進

学、卒後臨床研修）などは例年好評のため、本年も同一形態で行いました。特に

来年度以降はカリキュラムを大幅改善するための具体案の検討を行い、時代にマ

ッチしたより良い教育成果を得るためのカリキュラムにする予定です。 

 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 歯学部の教育改革は、本邦の歯科医学の人材の質に直接的に影響します。従っ

てミスリードは許されないので、慎重にカリキュラム改革の検討を行っていま 

す。具体的には、歯学教育認証評価（評価基準トライアル版）の基準を見据えた

改革を行いたいと考えています。例えば、教育目標に基づいた学位授与方針はど

こにでもあるので、本学部では、学位授与方針（ディプローマポリシー）を基に

カリキュラム、コンピテンシーを作成し、各学年のパフォーマンスレベルをしっ

かり定めて教育しようとする、つまり、アウトカム基盤型教育実施の実現を考え

ています。そのために、学部をあげてファカルティ・ディベロップメントを行 

い、外部講師も招いてファカルティ・ディベロップメントを行っています。この

ように本学部の本年度の特色ある取り組みは、歯学教育認証評価に耐えうる教育

改革をなるべく早く導入することを見据えてカリキュラム改善の活動を行った

点です。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

① ワーキンググループを組織し、各学年で授業担当の全教員のアンケートを実

行・解析しました。即時対応ができる点として、シラバスの見本となるサンプ

ルを作成、シラバスの詳細化を行い、教育目標、日程を明確化しました。 

② 学部ファカルティ・ディベロップメントを行い、認証評価に耐えうるカリ 

キュラム改善のコンセンサスを全教員向けに発信し、教員がアウトカム基盤型

教育について考える機会を作り、導入に向けて教育効果エビデンスや学部内 

ディスカッションを活発にしていきます。 

③ 教育委員会の下部組織（専門部会）である離島歯科巡回診療同行実習実施部

会を教育内容・形態の変更から名称を変更し、組織改革を行いました。 

④ 専門科目における導入部分の授業内容を再検討し、歯学初等教育に即した内

容に改善しました。 

⑤ 臨床実習記録のチェック体制を一括してチェックする方式から、定期的に 

チェックする体制に改善しました。 
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３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

 本学部では、近い将来の認証評価にも十分耐えうるカリキュラム改革を目指し

て、アンケートや改善方略の策定、教員のコンセンサス強化、具体的導入の方法

を検討しており、一部、即時導入可能な部分については導入し、改善を行ってい

ます。来年度以降もこの路線を実施し、コンピテンシーの策定、大まかなカリ 

キュラム制定が完了する予定です。カリキュラム改革はミスリードが許されない

ため、慎重に実施しており、活動状況は概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２５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し、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、ワシントンアコードを踏まえた工学

教育水準を保証し、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、様々な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

直しとともに、カリキュラムの内容を見直し、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講演会を継続的に実施してきました。

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、学生が何でも相談できる環境を整えています。 

 電気電子工学科では、JABEE 修了生を中心とする卒業生を対象として、教育内容

に関するアンケートを複数の手段で実施し、具体的要望を FD 委員会で精査して新

入生教育・語学教育等の改善に役立てています。 

 情報生体システム工学科では、平成24年度より学生相談員制度に先駆け、新入

生に対するピアサポートを導入・実施しました。 

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、常に教育の改善を実施しています。平

成25年度はグローバル化に対応できるよう、新たに国際標準教育実施委員会、教

育委員会を設置しました。 

・教育の質保証をさらに推進するため、プログラムシラバス化を推進しました。ま

ず各学科のカリキュラムマップを策定し、これに基づいて科目ナンバリングを整

備し、平成26年度から公開できるように準備を進めています。 

・新入学生サポートのため、新たにアドバイザー制を設け、学生相談員と協力して

履修登録などを支援するようにしました。各人のポートフォリオにより、修学状況

が適切に把握できます。平成26年度から実施する予定です。 
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３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

JABEE認定プログラムの平成25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いるため

、「おおむね良好」と判断いたしました。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名：  農学部   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

平成27年４月から農・水産学部連携による｢国際食料資源学特別コース｣を設置す

ることを決定しました。「国立大学のミッションの再定義」に精力的に取り組むと

ともに、それを基礎にした平成28年度改組に向けて着実に検討を進めています。そ

の過程で、平成24年度に策定したAP、CP、DPを新教育コース・学科･学部別に見直

し、カリキュラムも作成中です。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の事業で「鹿児島大学・雲南農業大学

・学生交流プログラム」の第２回目を実現し、平成26年度の第３回目も採択・実

施が決定しております。対外的には「女子中高生のための鹿大科学体験塾」（理

系女・リケジョ）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。 
 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

グローバル化に対応した教育を行うことを目的として農･水産学部連携による「

国際食料資源学特別コース」を設置することを決定しました。学生の国際化を促す

ために、継続的及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するために「ミッションの再定義」の策定に取り

組み、それを基礎に農学部の将来構想（組織改革）の検討を進めています。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

平成27年４月から設置する農・水産学部連携による｢国際食料資源学特別コース｣

のAP、CP、DPを策定し、それに基づくカリキュラムの確立を急ぎます。平成28年度

改組に向けて新コースのAP、CP、DPの作成を完成させる必要があります。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。 

農学部将来構想の検討は、平成28年度改組に向けて「ミッションの再定義」な

どの観点を取り入れて、成案を得ることが必要です。  

 

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 

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。農水連携の「

国際食料資源学特別コース」の設置を決定しました。農学部の将来構想（平成2

8年度改組）の議論は着実・迅速に進んでいます。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 
 

部局名： 水産学部    

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

・質の高い学生の確保と就職を重視した教育によって質の高い卒業生を輩出する

ための努力をしました。 

・ISO9001に基づく学務マネジメントシステムによって教育の品質を継続的に改

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 

・質の高い卒業生を輩出するための教育活動により、就職希望者の95.9%が就職

できました。 

・学部のミッションに従い、学部課程新カリキュラムの中に、 

①グローバル社会で活躍する人材を育成するための「グローバル人材育成プログ

ラム」、②水産系の高度洋上技術者としての船舶職員を養成するための「海技士

養成プログラム」、③水産系公務員などへの就業に必要な知識を取得させるため

の「高度水産ジェネラリスト養成プログラム」、④水産系高等学校教員を養成す

るための「水産教員養成プログラム」を編成しました。 

・農学部と連携し国際食料資源学特別コースの設置に向けた作業を進めました。

・学部長裁量経費による「多学年が共に学び合う活動への学部による支援」の対

象グループを募集し、支援費を支給しました。 

・学年横断的学生グループが中心となって「騎射場ぶり祭」を企画し、地域の企

業と共同で実施しました。 

・鹿児島大学附属図書館水産学部分館を改修し学習支援機能を強化しました。 

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（水産学士

としての専門性が身に付く教育、就職に強い教育、学生に親切である教育、ドロ

ップアウトが少ない教育）に対して、学部の抱える問題点を浮き彫りにしました。

 

 

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 

水産学士としての専門性が身に付く教育、就職に強い教育、学生に親切である

教育、ドロップアウトが少ない教育を実現するために様々な取り組みをしていま

す。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 共同獣医学部  

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

山口大学との教育連携による共同獣医学部としてスタートし、２年目を経過し

た本年度は、共同獣医学部獣医学科の１，２年生、農学部獣医学科の３～６年生

が、それぞれ新カリキュラムと旧カリキュラムに従って進行しました。平成26年

度からは１～３年生が新カリキュラムを受けるのでさらに実習科目も加わり、連

携教育が益々本格化していく予定です。 

新カリキュラムの専門科目「獣医学概論Ａ, Ｂ」では、１年生がそれぞれの大

学に出向き、合同の対面式授業として受講しましたが、その他の専門７科目では、

５室に設けられた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さ

れました。このシステム機器の取扱は両大学に専門の派遣職員１人が雇用されて

おり、大きなトラブルなく利用できました。 

また、獣医学教育改善の一環として全国の獣医系大学が数年前から合同で取り

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臨床実習のための共

用試験実施に係る事業に参加、協力しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 獣医学教育の国際認証を取得することを目標とした、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」（平成24～

29年度）を本格的にスタートさせました。本年度は教員採用（特任８人、常勤１

人）、P3A施設の設置（３月末に終了）、総合動物教育実習棟建設（着工は来年度）、

海外９か国の獣医系大学の視察訪問、自己評価報告書（SER）案の作成など、当初

計画をほぼ達成しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 山口大学との連携教育が改善そのものに当たりますが、双方向遠隔授業システ

ムの効果については、学生や教員へのアンケートなどを利用し、分析・改善して

いく必要があります。 

獣医学教育改革室を設置、特任准教授と事務補佐員を採用し、実働を開始しま

した。 

平成25年度の獣医師国試験合格率は93.3％であり、昨年度88.6％よりも上昇し

ましたが、来年度は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 

共同獣医学部発足２年目の教育課程を山口大と共同でスムースに進めることが

でき、また欧米水準の獣医学教育を目指した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」を開始

し、初年度の成果を上げることが出来ました。さらに、平成26年度に向けた取り

組みを継続して実施しています。 
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組織評価報告書（平成２５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、公表されています。 

 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年度に始まった外国人留学生特別選抜「指定校推薦入試（秋入学）」の

制度が２年目を迎え、１月に学生募集要項を公表し、５月の現地入試を経て、平

成26年度後期には第２期の秋入学の留学生を受け入れることになっています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 人文社会科学研究科５専攻について、３ポリシーが完成し、公表されました。

 全学横断的教育プログラム「島嶼学コース」に「島嶼学概論Ⅰ」が提供され、

「環境学教育コース」に「鹿児島環境学Ⅰ」、「環境経済学特論」が提供されま

した。この３つの授業科目は、本研究科地域政策科学専攻島嶼コースの教員によ

って提供され、島嶼研究に基盤を置いた本専攻島嶼コースの特徴をよく示すもの

となっています。 

 外国人留学生特別選抜「指定校推薦入試（秋入学）」の制度による第２期の学

生募集が行われました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 全学横断的教育プログラム「島嶼学コース」に「島嶼学概論Ⅰ」が提供されま

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 

 人文社会科学研究科５専攻についての３ポリシーの完成、公表、全学横断的教

育プログラム「島嶼学コース」「環境学教育コース」への授業提供、外国人留学

生特別選抜「指定校推薦入試（秋入学）」の実施などから判断されます。 
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組織評価報告書（平成２５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

教育学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25年度のミッションの再定義をうけ、個々の授業において理論と実践とがつな

がりやすくなるように内容を検討しています。 
 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の設置に加えて、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。これらのコー

ス設置は現職教員の要望に応えたものであるために、受験生が増加しました。 

 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

教員院生を中心に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） 

 長期在学履修生に対する「標準単位数」を平成25年度に策定したことで、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等)の申請への履修単

位の目標をもたせる等の教育環境を整備しました。 
 教員志望者のうちの教員採用試験の合格率が平成24年度の40％から46％に向

上しました。 

海外における実践的教育プログラムを拡充させる方策として海外研究プログ

ラムによる短期海外研修の単位認定を可能とし、１名が単位認定されました。 

 

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 

 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３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

進みました。 
 現職教員が夜間に履修できるコースの設置に加えて、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２５年度） 

 

部局名： 保健学研究科    

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

１．本研究科では、離島・へき地を含めた地域において指導的立場で活躍できる高

度専門職業人及び教育者・研究者となり得る医療者を育成するとともに研究の成

果を国内外に提供し、社会に貢献することを目的としています。博士前期課程で

は高度専門職業人の養成を主な目的とし、博士後期課程では研究・教育の中核を

担う指導者の養成を主な目的としています。 

２．平成25年度には、従来学部で行ってきた助産師養成教育の大学院化の取り組み

が認められ、博士前期課程に助産学コースを設置することになりました。そこで

平成26年度からの入試体制作りやその実施、教育課程開設の準備を進めました。

３．平成24年４月に博士前期課程に設置した放射線看護専門コースでは、放射線看

護専門看護師分野特定に向けて長崎大学および弘前大学と連携して準備を進

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 

１．平成26年度から博士前期課程に助産学コースを開設し、入学者を受け入れる

ために、入試体制作りとその実施、教育課程を具体化する準備を行いました。

２．平成24年度に開設した放射線看護専門コースの２年間の教育課程の整備を押

し進め、平成25度には当コースの初めての修了生が出ました｡ 

３．高度実践力を有する専門職業人の養成に向けて、博士前期課程に「フィジカ

ルアセスメント」「病態生理学」「臨床薬理学」「疾病学特論」を開講できる

ように科目内容や時間割編成等の準備を進めました。 

４．アウトリーチ実践者コースの開設のためのワーキンググループにおいて、看

護学・理学療法学・作業療法学を学ぶ大学院生が共に、多職種チームとして地

域住民の健康回復・維持・増進に貢献する在宅ケアを実践するために必要な教

育科目や内容等について検討を行いました。 

５．大学院修了者と在籍者の学会発表、論文掲載など研究活動実績を調査し、そ

れらの結果を踏まえ、学位論文の質をさらに高めるための指導体制の見直しに

取り組みました。 

６．学期ごとに授業評価アンケートを実施し、それらの結果を授業担当者に 

フィードバックし、授業方法・内容の質がより高まるように努めています。 

７．新入生オリエンテーションにおいて大学院修了者に自身の大学院生活の経験

について語ってもらう講演会を実施し、入学者の大学院生活のイメージ作りを

支援するとともに、大学院で学ぶことへの動機づけを行いました。 

８．平成25年度は２名の博士後期課程学生が保健学博士の学位を取得し、17名の博

士前期課程学生が看護学修士・保健学修士の学位を取得しました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．助産学領域における高度・複雑化に対応するために助産師養成を大学院で行

えるようになったことは大きな前進です。 

２．放射線看護専門コースの初めての修了生が出て２年間の教育課程が整いまし
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た。 

３．学位論文の質を高めるための指導体制の見直しを進めています。 

 

 

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 

おおむね良好である。博士前期課程の助産学コース開設、大学院科目の整備、

教育の質向上、将来構想などに取り組んでいます。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名：理工学研究科    

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

本研究科は、我が国の科学技術の継承・発展の担い手として、また、鹿児島大学

の中核的大学院として、学部卒業生に対してより高度な専門教育を行う博士前期課

程（修士）と、イノベーションを生み出す先端的・学際的・総合的な研究教育を実

施する博士後期課程（博士）とからなる大学院であり、工学と理学の深化と融合を

通して、世界的に活躍でき、我が国の競争力の基盤となる人材の育成を図っており、

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://grad.eng.kagoshima-u.ac.jp/） 

 

研究科の理念及び目的を受けた人材育成を達成するために、次のような教育活動

の実践を理工学研究科における教育目標としています。 

 自然科学と科学技術に係わる総合的かつ長期的視点を持って人類の幸福と福祉

に貢献できる人材の育成 

 研究の急速な深化、複合化、学際化、総合化が生じている様々な自然科学分野

で創造力を持って問題に対応できる人材の育成 

 知識基盤社会を科学技術の立場から多様に支える高度で知的な素養と応用力を

兼ね備えた人材の育成 

 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

に寄与できる人材の育成 

 高い倫理観を持って地域並びに国際社会の進展に主体的に取り組むことのでき

る人材の育成 

 

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 70 名、准教授 72 名、講師２名、助教 46 名の計 190 名（内、理学部

の教育担当 69 名、工学部の教育担当 121 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4.5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13.4人です。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

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：

http://grad.eng.kagoshima-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/03/25sentan_koug

i_yotei.pdf） 

 

すべての専攻において、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、その結果に基づいた教

- 35 -



 

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。 

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。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・研究会等における活躍が評価され、

「優秀発表賞」、「優秀ポスター賞」など 10 件の受賞がありました。（http://w

ww.kagoshima-u.ac.jp/topics/fiscal/2013/） 

 学生教育の一助として、理学系卒業生による研究集会「第 3 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。 

H26 年３月修了者の進路決定率は 99.2%、進路決定率は 94.0%でした。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

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。 

アドミッションポリシーは策定・公開済ですが、ディプロマポリシー、カリキュラ

ムポリシーは未だ策定しておらず、改善が必要です。 

 

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 

上記の優れた点・特色ある点に記載した活動を継続して実施しており、高い成

果を挙げています。また修了生の進路決定率99.2%、進路決定率94.0%であり、ほ

とんどの学生が希望する職種に就くことができています。しかし、今後も検討す

べき項目が残っているため、「おおむね良好」と判断しました。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名：  農学研究科   

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

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（うち２名は社

会人大学院生）と学部４年生１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」及び「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

」及び「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

部局として貢献しました。 

「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

（うち２名は社会人大学院生）と学部４年生１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。 

 

- 37 -



 

 
組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 水産学研究科    

 

Ⅰ．教育 

１．活動の概要 

・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３大学と連携して国

際連携プログラムを設置するための作業を進めました。 

・学部で確立されたPDCAサイクルを大学院の授業実現に準用することで教育の質

の改善に繋げるために、ISO9001を勘案した水産学研究科教育システム運用マニ

ュアルを作成しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・海外３大学との大学院国際連携プログラムを実施するための共通規則、カリキ

ュラム編成の協議を進めました。 

・留学生交流支援制度(SSSV)によりUPV学生を受け入れ、国際的視野を備えた水

産技術者の養成のための講義、研究・実験指導を行いました。 

・学生の海外研修支援基金要綱を定め、基金を創設しました。 

・幅広い視野の獲得を目指した研究科横断的な大学院共通科目・特別コースの科

目群について、受講のしやすさや授業内容等について検証し、受講の拡大に繋げ

ました。 

 

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開講科目を増やし、シラバスにも英語表記を加えて、

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機能を果たせるよう、組織再

編に取り組みました。 

 

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 

・大学院教育の質と国際的通用性を担保するために、海外３大学との国際連携プ

ログラムの設置作業を進めました。 

・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みました。 
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組織評価報告書（平成２５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25年度は８名が修了して学位を得ました。また、入学定員を

10名に削減し、併せて修士課程の充実に向けた再編を行いました。 

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。

また、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25年度は、53名が入

学し、37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 

・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。

・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。 

・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） 

・平成25年度入学者から修士課程入学定員を10名に削減した初年度にあっては、

16名の出願があり、選抜の結果、12名が入学しました。今後も入学者の質の確

保の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。 

・博士課程では、入学定員削減と新規科目開設により、以前より行き届いた教育

及び指導ができる環境づくりが進みました。 

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

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、修士課程入

学定員を10名に減じたことに伴い、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つのコースを設置し、きめ細かい研究

指導を行っています。 
博士課程では、大学院学生の論文作成技術の向上を目指し、外部講師を招聘して

英語論文作成のためのテクニカルワークショップを開催しました。また、MD-PhD
コース導入に向けた準備として、先進的な取組を行っている群馬大学へ視察に行き

有益な情報を得ることができました。 
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組織評価報告書（平成２５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

や、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、そして、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、少人数教育を実現してクラス担任を配置するなど、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、

重要な論点の学修を繰り返しながら、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、定期試験の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 

 学修にとって有用と思われる情報、たとえば、最新判例の紹介や司法試験問題

の解説、個別科目ごとの学修方法といったアドバイスなどを掲載した法科大学院

『ニューズレター』を定期的に発行しています（平成25年度は、第47号から52号

を発行）。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の充実を図っています。 

（４）地域を重視したカリキュラムや取組 

 地域に根ざす法科大学院として、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

を有機的に結びつけた取組みを行っています。 

（５）FD活動「授業と学修の協働改善」 

 司法政策研究科では、教育改善の取組みとして、教育活動点検評価委員会（通

称FD委員会）が中心となって、①FD懇談会の定期的開催（月１回）、②FD活動の

スローガンを「授業と学修の協働改善ー２つのマインドと７つのスキルー」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みの実施、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
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しています。 

（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） 

 平成25年度の司法試験の合格者は１名でした。かような状況を踏まえ、さらに

教育内容の見直し、学修支援の取組みの一層の充実や地域を基盤とした他大学と

連携した取組みを展開する予定です。 

 とりわけ、①成績評価総括のうち、出題の趣旨・回答のポイントといった点に

ついて、試験実施後速やかに電子シラバス上に公表することで、タイムラグを置

くことなく学生が復習することを可能にし、より効率的な学修を実現できるよう

にしました。 

 ②社会保険労務士という地域で活動する労務管理の専門家が科目等履修生と

して参加し、司法政策研究科の在学生や法務学修生と共に学ぶという形の「法律

学特別総合演習（労働法理論）」を開講しました。隣接法律専門職である社会保

険労務士が参加することで、実際の労務管理の現場の事情を踏まえた討論が可能

となり、より高度な授業内容にバージョンアップしました。 

 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25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。司法過疎地である徳之島で法律

相談実習を実施することで、これまでの種子島・屋久島の経験を踏まえ、より多

くの事例の上で研究科のテーマである『地域に学び地域に貢献すること』を念頭

においた内容として一層の充実を図りました。 

 今後も残された時間の中で、研究科の目的を堅持し、司法試験の合格者数を1

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）教育連携の取組みなど

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みを行っている点

を考慮して判断しました。平成25年度の司法試験合格者数は１名という結果でし

たが、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２５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年度の専門職大学院認証評価結果を受け、高度専門職業人である臨床心

理士養成を目的とする本研究科の質を高める目的で、新規科目の立ち上げや科目

名の変更、教育方法の見直しを行い、質を担保する教育課程を確立しています。

また、平成25年度もFD活動にて１セメスター２回の授業評価を実施し、教育力向

上への取り組みを行うに加え、授業評価内容について学生と話し合う機会を設け

、それを教員間で共有しさらなる改善を検討するなど、今年度の教育改革が大学

院課程における学位の質の向上や担保する内容かを具体的に検証しました。 

さらに、平成22年度からの概算プロジェクト「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、新

たな実習教育が軌道に乗り、カリキュラム化への素地つくりができました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 優れた点として、専門職大学院認証評価結果を受け平成24年度から新規に配置

した「臨床心理倫理特論」「家族療法論」「認知行動療法論」を実際に運用し、

科目名や教育方法の検討を加えた上で教育の実情に合わせた修正を行い、再度、

必要度を見直すなど、教育課程の充実が図られた点が挙げられます。平成25年度

は、とくに「認知行動療法論」が専任教員担当科目となり、近年注目されている

知見を学内実習とリンクさせながら教育できるようになりました。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が軌道に乗ってきたことが優れた点です。また、設置以来GP

Aを導入し、履修指導等に活用している点も優れた点として挙げられます。 

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「臨床地域援助事例研究演習I･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ」について自己点検を行い

、教育の実情に合わせて教育方法を演習科目（１科目２単位）から実習科目（１

科目２単位）に変更し、科目名を「臨床心理実践研究I･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ」に変更して、

より効果的な心理支援の実践力を修得できるよう実習を強化した形となりまし

た。 

また、学内実習科目「臨床心理査定実習I･Ⅱ」、「臨床心理面接実習I･Ⅱ」に

ついても実情に合わせてシラバス内容を修正し、科目名を「臨床心理査定・面接

実習I･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ」に変更しました。これらに伴い、修了要件は50単位から46単位

に変更することになり、実際の運用が開始されました。 

 

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23年度の専門職大学院認証評価結果にて改善を要した点の改善を２年か

けて全て改善し、本研究科が目指す「講義・演習・実習を三位一体とした相互関
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連的な授業展開」を軸に、実情に合わせたカリキュラム編成を行い、その検証に

より本研究科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２５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、選択科目合わせて 12 単位以上の修得を学位論文提出の条件としていま

す。また、学生１名に対して主指導教員１名と、副指導教員２名による指導体制

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ています。 

講義は、構成３大学の学生が一堂に会して受講する集中講義形式の授業、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。 

修了した者には鹿児島大学から博士（農学、水産学又は学術）の学位が授与され

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 25 年度は鹿児島市で開催

され、66 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ています。 

平成 23 年度からは、２年次後期に中間発表会を必修化し、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。これに

より指導学生の研究の進捗状況を把握するとともに、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 25 年度は佐賀大学農学部で開催され、連大生 12 名、

修士学生８名の参加がありました。 

農学特別講義Ⅱ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、日本語及び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。 

学位取得にあたっては、所定の単位を取得し、かつ２報以上の主論文を元にして

書き上げられた学位論文をもとに審査を受けなければなりません。公開審査会は指

導教員３名を含む５名の専門分野の審査員により構成され、100 点満点で厳正な評

価を行うことで、学位の質を保証しています。 
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②改善された点（又は今後改善を要する点） 

平成 24 年度において、人材養成の機能強化の一貫として、社会人の早期修了制

度を検討し、２年で学位取得できる早期修了プログラムを平成 25 年度に構築し、

平成 26 年度入学生から適用することにしました。 

学生の就職支援体制を拡充するため、学生のインターンシップに係る経費を支援

し、インターンシップの促進を図っています。 

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 25 年度も実施し計８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。 

今後、国立大学改革プランに基づく取組として、グローバル人材の育成等に対応

するため、英語による授業の拡大や日本人学生の海外派遣の促進等（カリキュラム

の見直し）を検討する必要があります。 

これまで講義全般に対するアンケートは修了生のみでしたが、平成 25 年度から

在学生に対して講義全般に対するアンケート調査を実施しました。これらの意見

は、今後 FD 委員会で分析・改善を図っていきます。 

 

 

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 

社会人の早期修了制度を構築したことは、より早く社会に貢献できる人材の育成

につながり、機能強化の役割を果たすものと思われます。 

農学特別講義Ｉ（一般セミナー）の実施後アンケートでは、「非常に分かりや

すく、有意義なテーマだった。研究内容、研究成果、利用方法用興味深かった。」

等の意見がほとんどでしたが、日本語と英語の併用に際し、スライドと講義のどち

らかを英語、日本語に統一してほしいとの意見もありました。 

平成 25 年９月修了生及び平成 26 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２５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・高麗大学校日本研修センターとの共同シンポジウム「3.11以後の人間と

社会」が10月23日に開催されました。韓国側から３名の先生、日本側から３名の

研究者の発表が行われ、有意義な学術交流となりました。 

  

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 韓国・高麗大学校日本研修センターとの共同シンポジウム開催が実施されまし

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。 

 法文学部法政策学科の教員によって組織された鹿児島大学法学会における成

果の一つとして、松田忠大教授が『船舶衝突責任法の課題と展開』（成文堂、20

14.3）を刊行しました。法文学部教員等によって組織された鹿児島大学言語文化

研究会における成果の一つとして、中島大輔教授が、翻訳：ハインツ＝ヨアヒム・

ドレーガー著『トーアシュトラーセ－街並みに見るハンザ都市の歴史－』（朝日

出版社、2013.11）を刊行しました。法文学部人文学科の教員によって組織され

た鹿大史学会における成果の一つとして、細川道久教授が、訳書『カナダ移民史

―多民族社会の形成』（明石書店、2014）、著書『カナダの自立と北大西洋世界

―英米関係と民族問題』（刀水書房、2014）を刊行し、高津孝教授が、『琉球王

国漢文文献集成』36冊（中国・復旦大学出版社、2013）を編集刊行しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 韓国・高麗大学校日本研修センターとの共同シンポジウム開催が実施されまし

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 

 若手研究者への研究支援、韓国・高麗大学校日本研修センターとの共同シンポ

ジウム開催、永田邦和准教授（経済情報学科）の「2012年度生活経済学会奨励賞」

受賞、松田忠大教授の著書刊行、中島大輔教授の翻訳出版、細川道久教授の翻訳

出版、著書刊行、高津孝教授の編集出版などから判断されます。 
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組織評価報告書（平成２５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韓国に派遣しました。人文科学研究科

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 

 法文学部では、鹿児島県マスコミ各社の協力のもと、マスコミの現場見学、記事

作成指導、取材実習などを行う「マスコミ論」や鹿児島県庁から各部局ごとの行政

実務家を招へいし、実務の事例等を通して、広く自治体や政策について理解を深め

る「法政策総合講義」など地域と連携した授業を設定しています。また、国際的

な就業体験等を目的とした実践的プログラムを含む授業科目「海外短期留学」を

実施し、北米、韓国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）」）を行っています。 

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）」）を行っています。今後、受

験生の拡大に努力したいと考えています。 

 

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 

 「マスコミ論」、「法政策総合講義」など地域と連携した授業の設定、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」の実

施、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）」）の実施などから判断されます 
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組織評価報告書（平成２５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、女性教員懇談会を開催し、法文学

部棟の全ての女子トイレに、音姫（トイレ用擬音装置）を設置し、不審者対策の

ための女子トイレの壁面改修も行いました。また、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 

 学生心理相談会の実施、「法文学部なんでも相談窓口」の設置、「法文学部就

職支援室」による就職支援、障害を有する学生のための学習支援、男女共同参画

に係る取組の積極性などから判断されます。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 教育学部・教育学研究科  

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

 鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要に報告されている教育学部教員と附属

学校園及びその他学校教員との共同研究数は、前年度より増加しています。この

ことから、教育学部と教育現場との共同研究は活性化しつつあることがわかりま

す。また附属学校園の一部は、公開研究会に関わる教育学部教員の名称を本年度

から「指導助言者」から「共同研究者」に改めました。このことは、教育学部と

附属学校園との共同研究に対する連携強化の動きを示しています。 

教育学部附属教育実践総合センターでは、教員研修の高度化を目指して、教員

研修モデルカリキュラム事業に関するフォーラムや教育実践セミナー・センター

研究会等を実施しています。また教育実践総合センターが窓口になり、「教員研

修講師・アドバイザー派遣事業」が教育学部の多くの教員の協力により本年度も

活発に行われました。 

 教育学部の少なからぬ教員は、自分の研究分野を高校生に分かりやすく伝える

出前授業や自分の研究分野を通した地道な地域貢献活動(講演会・シンポジウム

・自治体史編纂等)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 

附属学校園を中心とした教育現場教員との共同研究に関わっている教育学部

教員は、教育学・心理学・特別支援・教科教育学等多岐に亘り、教育学部と教育

現場との共同研究は、幅広くかつ恒常的に行われています。 

 附属教育実践総合センターで開催された教員研修モデルカリキュラム事業に

関するフォーラムでは成果報告書を刊行し、その成果を日本全国の大学や鹿児島

県内の教育関係機関に発信しています。本フォーラムは、今後の教員研修モデル

カリキュラム事業の礎になります。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 教育学部と附属学校園を中心とした教育現場との共同研究について、可能であ

れば教育学部教科専門教員と教育現場教員との共同研究の実施・活性化を望みま

す。「教員研修講師・アドバイザー派遣事業」は、昨年度よりも派遣講師数が増

加しました。また講師を派遣された学校の中の９割が満足しているという結果が

出ています。  

 

３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

 教育学部と附属学校園を中心とした教育現場との共同研究は、恒常的に行われ

ています。附属教育実践総合センターで開催された教員研修モデルカリキュラム

事業に関するフォーラム等は大きな成果を上げています。「教員研修講師・アド

バイザー派遣事業」は、派遣教員数が昨年度よりも増加し、派遣された学校から

も概ね好評です。 

 教育学部の少なからぬ教員が研究面から社会貢献を行っています。 
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組織評価報告書（平成２５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

講しました。また、「教員研修講師・アドバイザー派遣事業」も積極的に展開し、

年間を通じて多くの教員の派遣を実施しました。 

学部の授業を一般市民の方に解放する公開授業を積極的に開講し、実施され

た公開授業の現状と課題に関する情報を収集し、整備・改善および来年度に向

けた取り組みについて検討しました。 

教育実践センターでは、県内の先人や歴史資料に関するフォーラムを開催し、

センター資料の機能を生かした啓発・活用に貢献しました。また、教員研修の高

度化を目指す教員研修モデルカリキュラム事業を県教育委員会、鹿児島市、日置

市及びいちき串木野市教育委員会と連携を図りながら実施し、フォーラムを開催

し、成果報告書を全国の大学や県下教育関係機関へ発送しました。 

本年度も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を開催しました。 

 日置市の小規模校複式学級へのTA派遣や鹿児島市の適応指導教室や児童クラ

ブなどへの学生ボランティア派遣、また、いちき串木野市教育委員会との協定書

に基づく青松塾（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。

さらに、霧島市内の小学校におけるICT活用に関する大学院生・学部生によるTA

派遣を積極的に行いました。 

 大学間学術交流協定校である淡江大学及び江陵原州大学へ本学学部生を各１

名、学部間学術交流協定校である国立台北教育大学へ２名派遣しました。12月2

0日には大学間学術交流協定校の湘潭大学が本学を訪問し、教育学部でも留学生

との懇話会を開催しました。 

また、アフリカ英語圏諸国の学校教育関係者の研修実施視察（JICA）の受け

入れ事業として、11月４日から12月８日までアフリカ地域教師教育（基礎教育

Ｂ）（10カ国17名）の集団研修を行いました。 

さらに、本年度はフランスの国立障害者教育・指導方法高等研究所（INS HE

A）と部局間交流協定を、本学附属中学校と台北市立大直高級中学校との間で姉

妹校協定を締結しました。 

この他、ブラジルからの県費留学生１名を科目等履修生として受け入れること

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 

教員免許状更新講習、免許法認定講習、10年経験者研修は、昨年度の評価結

果に基づき内容の充実と講座の拡充を行い、認定講習は、県教委の要望通りの

講座数を確保し、更新講習は、昨年度より13講座増加させ、受講生からは高い

評価を得ています。また、県教委と11月には連携協議会を実施して拡充状況の

点検・評価を行い、３月には連携協力運営委員会を開催し、更なる連携強化に

よる現職教員の来年度の研修計画等について協議を深めました。「教員研修講師

・アドバイザー派遣事業」では、昨年度より５件多い、47件の講師派遣を実現し、

派遣先の学校の９割が満足しているという評価を得ています。 

公開授業では、前期に17科目で延べ60名、後期に18科目で延べ57名の受講者

があり、受講生からは高い評価を得ています。 

「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、
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小中高の教員を中心とした教育関係者約70名が参加しました。 

 日置市の小規模校複式学級へのTAに延べ22名の学生を派遣し，鹿児島市の適

応指導教室や児童クラブなどへは、23名の学生を派遣し、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、昨年より21名多い延べ190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大学院生・学部生による

TAには，４名の学生を派遣して、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。 

 ９月24日にフランスの国立障害者教育・指導方法高等研究所（INS HEA）と部

局間交流協定が結ばれ、共同研究実施の環境が整備されました。12月16日には、

本学附属中学校と台北市立大直高級中学校との間で姉妹校協定を締結しまし

た。この締結は本学部と部局間学術協定大学である国立台北教育大学との継続

的な交流により結実したものです。また、９月29日には、教育学研究科学校教

育専攻（教育学）を修了したベトナム人留学生２名（平成15年３月修了生・平

成18年３月修了生）が、本学での留学及び学術交流の推進を担う鹿児島大学友

好大使に稲盛アカデミーより委嘱されました。 

 

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、免許法認定講習、10年経験者研修は、昨年度の評価結

果に基づき内容の充実と講座の拡充を行い、本年度は県教委と連携して拡充状

況の点検・評価を行い、更なる連携強化による現職教員の来年度の研修計画等

について協議を深めました。 

 部局間学術交流協定大学の台湾国立台北教育大学に留学していた学生より、授

業や交流活動を報告してもらうなど、留学状況の情報収集に努めました。また、

３月には、本学教員が同大学を訪問して集中講義を行うなど、本学での研究教育

活動を直接紹介しました。 

 

 

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、免許法認定講

習、10年経験者研修においても県教委との連携の強化を図り、数や内容の充

実を積極的に行っています。また、「教員研修講師・アドバイザー派遣事業」

では、大学教員が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。 

学生による教育ボランティア活動を積極的に支援し、多くの学生が地域に貢

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大学院生

として受け入れています。 

 本年度は、附属中学校と台北市立大直高級中学校との間で姉妹校協定を締結

し、さらには、ヨーロッパでも歴史が古く、世界的にも先進的研究機関である

フランスの国立障害者教育・指導方法高等研究所（INS HEA）とも部局間交流協

定が結ばれました。このことは、本学部における国際的な学術交流の発展を考

える上で、大変、意義深いことです。また、JICAのアフリカ地域教師教育（基

礎教育Ｂ）の受け入れは全国的にみても本学部のみの活動となります。 

 

 
  

- 52 -



組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 教育学部・教育学研究科  

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

学部長（研究科長）のもと、各委員会に４半期ごとのPDCAサイクルでのチェッ

ク体制を構築し、学部・研究科運営を行い、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。 

 「ミッションの再定義」による学部・研究科のビジョンについての具体的な構

想を打ち出し、構成員への周知はもちろんのこと関係諸機関への報告と今後の協

力・支援を要請しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

学部附属教育実践総合センターに心理カウンセラーを配置し、附属校園の児童

・生徒・保護者への対応を充実させました。 

昨年度までの３年間の特別経費事業を引き継ぎ、自己省察を図るピアサポート

ファイルの開発と評価に取り組みました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 学部・研究科のネット環境の整備により、セキュリティ・アップとコスト・ダ

ウンを実現しました。また教育実践総合センターのパソコンのバージョンアップ

を行い、学生の学習環境も整えました。さらに聴覚に障害のある学生への学習補

助チューターも配置しました。 

 

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 

「ミッションの再定義」にもとづき、学部・研究科の今後の方針について構成

員に周知し、関係する諸機関との連携強化を図りました。また、学部長のリーダ

ーシップのもとで始められた教員養成カリキュラム改革の一連の取組を今年度

も継続し新たな展開を見ることができました。 

 情報セキュリティに関しては、ネットワーク環境の改善によりセキュリティ・

アップとコスト・ダウンを実現しました。 
 附属学校園を含む学習環境については、心理カウンセラーや学習補助チューター

を配置して充実を図っています。 
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          組織評価報告書（平成２５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

するよう努めており、100％の達成率を目指しています。 

○ 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 科学研究費等各種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 インドネシア・バンドン工科大学（Sandwitch like program）とタイ・スラナリ

工科大学（学振・論博事業）から、それぞれ研究者を受け入れました。スペイン・

ザイディン研究所から学振・外国人招へい研究者を受け入れました。フランス・国

立植物科学研究所から研究者訪問を受けました。11 月 26 日～12 月７日に LIPI と

インドネシアの小規模金精錬活動による水銀汚染の調査、２～３月にマレーシア、

サバ州政府公園局との共同で現地調査を実施しました。 

② 生命化学科教授らの研究グループが、10 月 14 日～18 日に開催された「第 18 回国

際窒素固定会議」で Young Scientist Award を受賞しました。 

③ 物理科学科教授の研究グループが、第74回応用物理学会秋季学術講演会において

第35回（2013年秋季）応用物理学会講演奨励賞を受賞しました。

(http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2013/12/post-586.html) 

④ 物理科学科教授の研究グループらが、KSAT2超小型衛星の完成報告会を開催

(2014/1/15)しました。また、打ち上げの成功に伴い、当該衛星の受信に成功する

という偉業を達成しました。 

(http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2014/03/post-644.html)  

⑤ 地球環境科学科の助教が鹿児島大学の若手教員海外研究支援事業（１年間）に選

ばれました。 

⑥ 植物科学関連の総説が「生物の科学 遺伝」に掲載されました。 
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【特色ある点】 

⑦ ミッションの再定義において理学部の特色として、宇宙／生物多様性／地震火山

の機能強化を打ち出しました。 
○ そのほか、以下の学会、研究集会を開催しました： 

⑧「第10回水生動物の行動と神経系シンポジウム」（11月30～12月１日）を開催しま

した。 

⑨ 平成25年度島嶼研プロジェクト「島は一つの世界：奄美群島総合調査」報告会 に

おいて奄美群島の動物相と植物相に関する研究成果を発表しました（２月）。 

⑩「南九州代数系集会」（８月30日～９月１日）を開催しました。 

⑪「第９回代数・解析・幾何学セミナー」（２月17日～20日）を開催しました。 

⑫ 2013年度は数理情報科学談話会を計10回開催しました。 

⑬ ｢East Asian Symplectic Conference 2013｣ (９月18日～９月21日)を開催しまし

た。 

⑭ 第25回 RAMPシンポジウム（日本オペレーションズ・リサーチ学会数理計画研究部

会）（10月29日～10月30日）を開催しました。 

⑮ ｢第２回九州合同セミナー｣（11月９日）を開催しました。 

⑯ ｢スペクトル・散乱 鹿児島シンポジウム｣（2014年１月11日～13日）を開催しま

した。 

⑰ 国際島嶼教育研究センタープロジェクト研究成果報告会や研究コアプロジェクト

（島嶼）報告会 島の生活力・社会力・適応力・科学力～島の拠点・リーダーと結

んだ総合討論会に参画しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 
 

 
今年度は複数の研究グループが優れた業績で学会賞を受賞、また人工衛星の偉業達

成という実績を残しました。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）97 編、(b) 国際会議プロシーディング数、

17 編、(c)著書：７件、(d)学会発表件数:278 件（内、国際学会発表：74 件）、(e)特許

出願件数：国内４件、 (f)特許取得件数：国内１件、国外２件、(g)科学研究費:新学術

領域研究;１件、基盤研究Ａ;２件、基盤研究Ｂ;３件、基盤研究Ｃ;15 件、挑戦萌芽研究;

３件、若手Ｂ;５件、 (h)その他外部資金：奨学寄付金;17 件、受託研究･事業;12 件、

共同研究･事業;５件、補助金;１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、複数の研究グループが学会賞を受賞

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２５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(ITP)」

に採択された「熱帯域における生物資源多様性保全のための国際教育プログラム」や

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

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

現地の研究者と交流を深めています。 

○ 海外の諸学術機関との連携による国際共同研究等を積極的に進めています。 

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

つの視点から点検しています。 

① 学術・技術等に対する指導及び支援、地域産業の支援、自治体等の公的社会活

動、他大学等との連携実績等の活動実績といった地域社会への貢献に関するこ

と。 

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

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

た学生・留学生の国際交流に関すること。 

④ 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 植物科学関連の総説が「生物の科学 遺伝」に掲載されました。  

② コアSSH研究会を８月と12月に実施した。(参加者数：計220名）。  

③ 鹿児島大学の文部科学省支援「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８月24日（土）「鹿大理学部 科学発見塾～楽しい

理科実験体験への招待～」と題して計３つのコースを実施しました。（http://atsu

hime.kuas.kagoshima-u.ac.jp/cont/page_1988/jyoseishien_07/rikejyo01） 

④ 地球環境科学科の准教授が半年間、若手教員海外研究支援事業による海外研修をし

ました。 

⑤ 理数教育の充実を目的として高校生を対象に｢日本生物 オリンピック2013｣(７月14

日）、「化学グランプリ2013」(７月15日）の鹿児島地区予選を理学部において実施

しました(参加高校生数：計60名）。 

⑥ 物理科学科の教授が理学部公開講座「宇宙戦艦ヤマトに見る物理と天文」を開催し

ました。  
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【特色ある点】  

⑦ 九州地区コロイド化学の研究者・学生が参加してコロキウムを８月１日、２日に開

催しました。 

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 「集まった九州の小型人工衛星」～君も今日から人工衛星博士だ～を３月22日に開

催しました。 

⑩ 「鹿児島県理科化学協議会・2015理科教育懇談会」を８月に開催しました。 

⑪ SSH関連事業の一つとして高校生向け「プレゼンテーション講習会」を開催しました。

 （http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2013/02/post-397.html）  

⑫ 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、実験・発表の指導を行いました。 

⑬ 地域防災教育研究センターで、一般が参加できる「地域防災シンポジウム」（10月）

を主催、並びに「災害フォーラム」（11月）「研究支援と学術情報の社会還元を目的

としたNPO 法人」（12月）を共催として開催しました。 

⑭ JST委託事業「コア・サイエンス・ティーチャー養成事業」で設定されているCST教

員養成プログラムを大学院生のみならず現職教員に対して継続的に実施しています。

平成26年度以降は、「コア・サイエンス・ティーチャー養成コース」と名称を変えて、

さらに継続していきます。  

（http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/characteristisc_dir/cst.html） 

⑮ 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。

LIPIとインドネシアの小規模金精錬活動による水銀汚染の調査Jozef Stefan Instit

ute（スロベニア）を行い、Metropolitan Council Environmental Services (USA)

と土壌、底質試料中メチル水銀分析方法の信頼性の評価を行いました。 

⑯ マレーシア、サバ州政府公園局との共同で現地調査を実施（８月、９月）すると共

に９月にはインドネシアでインドネシア科学院等との共同研究を展開しました。 

⑰ 在日インド大使館科学技術部参事官が理学部長を表敬訪問しました。（３月６日）

⑱ 湘潭大学学長一行が理学部長を表敬訪問しました。 （12月20日） 

⑲ マレーシアトレンガヌ大学学長一行が理学部長を表敬訪問しました。（12月５日）

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 
 

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

費と時間の中で社会貢献および国際化に最善を尽くしています。 

 
３．自己評価結果 

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

 
 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、「おおむね良好である」と判断致します。 
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組織評価報告書（平成２５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 オープンキャンパス、理科体験実験、コア SSH 研究会に参加した高校生らに大学

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。

【特色ある点】 

② 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、FD

講演会を継続的に開催し、学生による授業アンケートに取組み、授業改善の糧と

しています。 

③ 若手教員の在外研究を積極的に支援し、若手教職員の国内及び国際会議派遣の旅

費の補助を行なうことを通しても、海外への研究活動の発信に努めています。 

④ 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。 

⑤ 教育研究における安全確保のため、全施設の定期的な安全巡視に技術部等の協力

を得て取組み、危険箇所・状態等の改善指摘を行ない、意識改革に取組みつつ安

全確保に努めています。 

⑥ 省エネへの取組みとしては、電気・ガス使用量の教授会等への提示や定期的な巡

回などの継続的活動を行ない、省エネ推進の啓発を図っています。 
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⑦ IT 社会に求められている情報セキュリティ体制を整備し、その対策としてハー

ドウエアの見直しと整備に加え、ソフトウェアの更新を確実に実施するための方

策について検討しています。 

⑧ 平成 25 年７月 17 日に女性研究者（東北大学）によるキャリア形成のための講演

会を開催しました。 

⑨ 平成 24 年度の理学部ホームページに関するアンケート調査結果（対象高校数：

約 1,500）に基づき、ホームページの改訂に取り組みました。その際に英語版ホ

ームページをも作成しました。 

③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、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２５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答える研究を展開するとともに、世

界へ発信する普遍性を持った研究活動を推進することを目的としています。医学

部の研究は、医歯学総合研究科の医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、患者に適した運動量法の研究及び作業療法の治療的奏功機所等の研究が行

われています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．多くの文科省科学研究費補助金による支援を受けた、鹿児島の地域特性を生

かした島嶼看護学に関する研究を進めています。【保】 

２．鹿児島大学を特徴づけるリハビリテーションに関する基礎的・臨床的研究を

医歯学総合研究科リハビリテーション分野とともに医学部においても鋭意進

めています。【医】【保】 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

今後も科研費を取得して、特色のある研究から保健学・地域社会に役立つ結論

を導き出し、論文として公表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 

１．保健学科では、平成24年度から開始した文部科学省「専門的看護師、薬剤師

医療人育成事業」の「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進行中です。【保】 

２．「基盤研究(Ｂ)」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、「基盤研究(Ｃ)」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、「若手研究(Ｂ)」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交渉過程のエスノグラフィー、近隣のソーシャル・キャ

ピタルと島嶼住民の健康「基盤研究(Ｃ)」など離島での看護を中心とした課題

で研究費を獲得しています。【保】 

３．医学科と保健学科を合わせたリハビリテーションに関する科学研究費補助金採

択額（H19-23）はリハビリテーション科学・福祉工学において採択件数国立２位

（56件）でした。【医】【保】 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 医学部   

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

 医学部では、社会連携として大学公開講座、教員免許更新講習、出張授業、卒

業予定者への病院の就職案内等を行っています。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

外との協同研究、国際会議等を行っています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．医学部での教員免許更新講習に、総勢90名が参加しました。【医】【保】 

２．医学科５年生４名がマイアミ大学に一年間留学中です。また、６年生98名が

  マイアミ大学、トロント大学、マサチューセッツ総合病院等で１～３カ月 

Clinical Clerkshipを行いました。【医】 

３．「学生海外研修支援事業」を利用して韓国の中央大学赤十字看護大学に学部

  学生４名、大学院生２名、教員２名、大学病院看護師２名を派遣し交流を行

  いました。韓国の中央大学校赤十字看護大学との学術交流協定により教員 

  １名と学生３名が来鹿し、学生・教員間の交流を行いました。【保】 

４．「若手教員海外研修支援事業により理学療法学専攻の教員１名が米国サウス

 カロライナ大学に１年間の予定で留学しています。【保】 

５．看護学専攻学生の大学病院看護部看護師への就職を支援するために、附属病

  院長、看護部スタッフによる説明会を行い、来年度の４年生全員が参加しま

  した。【保】  

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．学生海外研修支援事業」を利用して韓国の中央大学赤十字看護大学に学部 

  学生４名、大学院生２名、教員２名、大学病院看護師２名を派遣し交流を行

  いました。韓国の中央大学校赤十字看護大学との学術交流協定により教員 

  １名と学生３名が来鹿し、学生・教員間の交流を行いました。【保】 

２．平成25年度看護学卒業生24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．地域での総合防災に対する取り組みとして地域防災教育研究センター内に設

置される救急看護認定看護師コースの開設の準備を進めています。【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． 医学科生の海外留学制度も広がりを見せ、維持されています。【医】 

２． 看護学専攻を中心とした保健学科の海外の大学との協定から相互派遣が行

われての国際交流が活発に行われています。【保】 

３． 地域の現職医療人に対する再教育の一環として公開講座を６件開催し、285名

の参加者がありました。県内・県外の高校に対して11回の出前授業を行ない

ました。【保】 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 医学部   

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

 医学部の業務運営は、医学科及び保健学科に共通する事項並びに処分に関する

事項は、医学部教授会の議題として扱いますが、学科に特異的なことは、それぞ

れの学科会議の議決を医学部決定とし、会議の効率化を図っています。委員会も

同様で、例えば医学部教務委員会では、両学科に共通する事項のみを審議し、医

学科に関する事項は医学科部会で、保健学科に関する事項は保健学科部会で審議

し、それぞれの学科会議へ議題として提案し、各学科会議で決定しています。医

学部運営会議を除き、各委員会はすべてこのような運営を行っています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１． 保健学科では女性教員の占める割合が51％（49人中25人が女性）と高いこと

が特徴です。【保】 
２． 育児休業を取得しやすい環境を整えています。【保】 

 

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が設立して11年を経過しましたが、平成25年度末現 

在、旧医学研究科の大学院生で学位を取得できていない大学院生が７名残ってお

り、今後早急に学位を取得して、医学研究科の閉鎖が望まれます。【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 

１． 保健学科では看護学専攻を有しており、女性教員の占める割合が51％（49人

中25人が女性）と高いことが特徴です。教授・准教授などの上位職で女性が占

める割合は28%（25名中７名）です。【保】 
２． 育児休業制度を利用する場合、教育に支障を来さないように代替教員を大学

病院看護部から採用する等、育児休業を取得しやすい環境を整えています。

【保】 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 歯学部   

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

① 本学大学院医歯学総合研究科と本学部が連携した研究として「口腔と全身と

の関連性を明らかにする研究」と「口腔・顎顔面領域の再生医療を含む新規歯

科治療法・新規診断法の開発を目指した研究」を立ち上げました。 

② 学際的かつグローカルな研究を推進するため、海外の大学を訪問し学術交流

を行いました。 

③ 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。 

④ 多様な基礎的・基盤的研究を活性化するため、歯学部全分野の大学院生およ

び教員を対象とした歯系大学院および若手研究者による研究発表会を実施し、

優秀な発表者に対して表彰ならびに研究費を支援しました。 

⑤ 研究基盤を整備するために、共同利用研究室および機器の再整備を行い、新

しい運用法の構築を行いました。 

⑥ 各分野における研究活性化のため、平成24年度の歯学部各分野の研究成果を

まとめた報告書を作成し、各分野に配布しました。 

⑦ 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、

歯系大学院生発表会の発表内容、学会賞受賞報告、研究トピックスの紹介をし

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 独自性の高い研究を分野横断的に立ち上げたことにより、教員間の分野を超

えた意見・情報交換ができることで教員の研究意欲の活性化を行うことができ

ました。 

② 歯系大学院生および若手研究者の研究発表会を開催することにより、多くの

教員および大学院生が参加することで、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。 

③ 海外の大学を訪問し、学術交流を行うことで研究を通した国際交流および国

際的研究を目指す、基礎的地盤の確立を行うことができました。 

④ ホームページ上に研究成果を発信することで、社会への情報発信と教員の意

欲の向上につながりました。 

⑤ 共同利用研究機器の再整備および新しい運用システムを構築したことで、次

年度からの教員の円滑な研究推進に貢献することができました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

① これまでの歯系大学院生発表会に若手研究者も発表できる場を設けること

で、大学院生および教員の研究意欲を高めるとともに、研究者間の情報交換な

どを行える機会が増えました。 

② 新たに海外の大学（モンゴルおよびトルコ共和国）と学術交流することで、

教員の国際交流の場がより増え、教員が研究の国際化の重要性の認識を深めま

した。 

③ 本学部のホームページ上に研究に関する内容（各分野の研究内容紹介、学会

賞受賞報告、研究トピックス、歯系大学院生発表会の発表内容の掲載、歯系大
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学院説明会の開催案内など）を充実させたことで、学外により多くの情報の発

信をすることができ、また、教員・大学院生の研究意欲の向上につながりまし

た。 

④ 歯系共同利用研究室の再整備および機器の再配置に伴って、本学部の研究支

援体制が向上しました。 

 

 

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 

① 歯系大学院および若手研究者発表会は、土曜日の開催にも関わらず教員及び

大学院生含め総勢180名の参加があり、前回よりも参加人数が増え、活発な質

疑応答と情報交換が行われ、本学部の基礎的・基盤的研究の活性化に有効なも

のとなりました。 

② 歯系共同利用研究室の再整備により、一元化した効率の良い歯系共同利用研

究室および機器の運用方法が確立できました。 

③ 海外との学術交流に積極的に取り組むことにより、新たにモンゴルの大学と

学術交流協定を締結し、トルコ共和国の大学と将来的には学部間協定締結を視

野に入れた学術交流を行うことができました。また本学部教授がインドネシア

大学の客員教授となりました。 

④ ホームページ上の掲載内容を充実させたことで、教員からの積極的な掲載の

応募（研究トピックス１件、学会賞受賞報告５件）がありました。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 歯学部   

 

Ⅲ．社会連携、国際交流 等 

１．活動の概要 

①  無歯科医地域である十島村、三島村、屋久島町口永良部島への巡回診療を実

施しました。また、離島歯科診療の質の向上のため、２島における活動を年４

回に拡充し、その活動をより効率化するために、離島歯科巡回診療支援チーム

を結成しました。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

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 昨年度学術交流協定を提携したインドネシア•スラバヤ市のアイルランガ大

学歯学部を平成25年８月に本学部から３名の教員と１名の学部学生が訪問し、

現地において記念講演会が開催されました。また、学部学生同士の交流も行い

ました。また、両校の学術交流活動の一環として、同国スンバワ島ドンプ市に

おいて、アイルランガ大学歯学部の離島医療活動に本学部の教員１名と学部学

生１名が参加し、合同で口唇裂口蓋裂医療活動ならびに学術交流を行いまし

た。 

③ 平成25年10月、モンゴル健康保健大学を学部長が訪問し、平成26年１月13日

に同大学と本学部との学術交流協定を締結し、本学部の教員３名が訪問し、講

演を行いました。また、２月にトルコ、アンカラ大学歯学部に本学部の教員２

名が訪問し、将来的な学術交流について討論しました。 
④ ミャンマー、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 米国ケンタッキー大学と共同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 

全国にも類を見ない無歯科医へき地離島地域での巡回診療を組織立てて行う

とともに、学部学生が臨床実習の一環として地域医療を学ぶ機会としても活用し

ています。本年の入試面接においても多くの受験生が、本学部が独自の地域医療

に関する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、モンゴル健康保健大学との学術交流協定締

結により、東南アジア、西アジアの離島へき地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離島を含めた地域医療貢献が、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できます。また、モンゴル健康保健大学と学

術交流協定を締結したことにより、同大学歯学部における歯科教育にも協力する

予定です。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

離島歯科巡回診療は、島民により質の高い医療を提供できる環境が整えられつ

つあり、離島歯科巡回診療支援チームを核としてさらに拡充活動を積極的に行っ

ていきます。 
 また、海外の大学との学術交流の面での実績を増やし、新たな学術交流協定の

締結を行うなど、国際交流の活発化に取り組んでいますが、まだ本学他学部や他

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

後は学術交流協定を締結した大学と実質的な学術交流計画を進めていきます。 

 口唇裂口蓋裂海外医療活動は、社会的にも高く評価され、昨年度、MBC賞を受賞
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する一因ともなりました。さらに、積極的に同活動を継続し、人材育成の形で、

国際間の医療格差の是正に貢献していきます。 

 

 

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 

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２５年度） 

 

部局名： 歯学部   

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

① 昨年に引き続き、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。重要事項については、毎月１回、定例の運

営会議及び教授会を開催し、審議・決定しています。 

② 学部各種規則に従い、管理運営組織、各委員会が独自性を持って活動できる

よう委員を配慮して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WG等を立ち上げ、問題提起して十分に討

議を重ねた上で、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 

本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、定期的に将来

構想委員会を開催し、本学部における教育、研究、社会貢献、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） 

運営会議に学部長及び副学部長の他に教育委員会委員長、学生生活委員会委員

長、事務部長、総務課長及び学務課長を委員に加え、業務運営の改善について活

発な討議を重ねています。将来構想を踏まえて、臨床参加型実習の整備、ミッ 

ションの再定義、臨床実習・研修の充実のための総合診療室の再配置、統合系科

目カリキュラムの総合的な見直しに着手しました。また、教育研究面においては

海外大学との学術交流協定の締結、共同利用研究室の機器および部屋の整備等を

行っています。 

 

 

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。      
  
     判断理由 

本学部の運用を担う教授会及び運営会議は、毎月定期的に開催しています。組

織構成を討議する将来構想委員会、定員配置委員会、教育に関する教育委員会、

学生生活委員会、ファカルティ・ディベロップメント委員会、研究に関する研究

体制委員会が定期的ないし必要に応じて開催し、活発に議論し、教授会への議案

提出、審議・議決、報告が適性に行われ、業務運営と改善が的確に行われていま

す。教員と事務職員の協力により現在の本学部の業務運営は、総合的におおむね

良好であると評価します。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名：   工学部     

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

工学部の全教員は理工学研究科に所属し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、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25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(429万

円)、基盤研究Ａ; １件(754万円）基盤研究Ｂ; ９件(2,912万円)、基盤研究Ｃ; 2

9件(3,809万円)、挑戦的萌芽研究; 12件(1,911万円)、若手Ａ; ３件(1,157万円)

、若手Ｂ; 10件(2,002万円)、研究活動スタート支援；１件（143万円）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25年度の外

部資金受入総額は５億63万円でした。 

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25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737、８、および1,206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（平成24年度）に比べて全ての分野で増加しており、特

に学会発表件数が向上しました。 

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。 

電気電子工学科では、大学としての重点領域研究「エネルギー」に対応して、

電気電子工学科・化学生命工学科の教員、鹿児島県工業技術センター、県内企業、

国内各種部材メーカー、産業技術総合研究所（鳥栖、つくば）をメンバーとする

「鹿児島地域での太陽光発電研究会」の連携活動を本格化しました。地域におけ

る降灰の影響の分析等を各機関の連携により開始しています。 

建築学科では鹿児島市と連携して、公共建築物の消費エネルギーの削減手法に

関する研究を行いました。また、地元企業と連携して木材を活かした新構法の開

発を行っています。 

環境化学プロセス工学科では、(独)科学技術振興機構の知財活用促進ハイウェ

イ「大学特許価値向上支援」事業に「バイオガス改質の一酸化炭素と水蒸気の反

応を利用した高純度水素の大量製造」を申請し、採択されました。また、この知

財活用促進ハイウェイ事業に関連した産学官連携の勉強会を平成26年２月21日

に鹿児島大学で行い、31名の出席を得ました。 

海洋土木工学科では、文部科学省概算要求プロジェクト「増養殖環境保全のた

めの赤潮モニタリングおよび対策法の高度化−南九州における赤潮研究拠点の構

築−」を推進しました。また、国土交通省建設技術研究開発助成制度による「コ

ンクリート構造物の塩害劣化自己防衛機能を付与するための新しい混和材の開

発」、文部科学省科学研究費補助金基盤研究Ａにおけるコンクリート構造物の新

しい補修方法の開発研究を実施し、成果を取り纏め発信しました。 
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「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、進化計算シンポジウム2013

（情報生体システム工学科）及び日本機械学会九州支部鹿児島講演会（機械工学

科）への開催助成を行いました。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34件（大学院生34名）に助成が行われました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

工学部のミッションとして、環境・エネルギーや医療工学をはじめとする工

学の諸分野の研究を推進しつつ、島嶼及び南九州地域が抱える諸課題に関連する

テーマを中心とした研究の実践を設定し、文部科学省の承認を得ました。 

 

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25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２５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、文化庁および国立近現代建築資料館からの委託業務として「近現代

建築資料 建築家坂倉準三の概要調査と展示業務」を行い、建築学科の専門性を活か

した社会連携事業を行いました。 

 海洋土木工学科では、鹿児島県内の10を超える自治体に対して，それぞれが管

理する橋梁群の効果的かつ経済的に維持管理するための長寿命化修繕計画策定

支援を実施しました。また、鹿児島県の地域づくり助成事業による、構造物長寿

命化修繕計画サポートシステムの構築に関する研究の実施、「バイオマス発電事業

の課題である産業副産物の処理方法に関する産学連携の共同研究」の実施など地方自

治体で解決すべき問題について共同研究を行っています。さらに、スーパーサイ

エンスハイスクール（SSH)指定校である錦江湾高校との連携事業において，生徒

の課題研究の実施とその取りまとめを継続的に実施しています。 

 情報生体システム工学科では、様々な年齢層に向けた公開講座を開催しています

。具体的な構成は、第１期；ランニングの実践と科学、青少年・社会人向け公開講

座（計12回）、第２期；ランニングの実践と科学、青少年・社会人向け公開講座（

計12回）、小・中学生向け陸上教室、子供・保護者向け公開講座（計16回）です。

また鹿児島県のIT人材育成事業の一環として、スマートフォン用OSであるAndroid

を使ったアプリ開発の教育を行う情報通信産業技術力アップ支援事業を実施して

います。 

 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

査を継続して行いました。 

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25年度は９回開催しました。また、８月には、ものづくり体験教室

2013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2013年度版を作成し、

県内の高等学校等へ配付しました。また、鹿児島県内のみでなく県外の高等学校

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21校（高等学

校13校、高等専門学校８校）については、工学部教員が訪問して、工学部の紹介

を行いました。さらに、鹿児島大学が高大連携の一環として推進している、大学

から高等学校へ教員を派遣して実施している出前授業へは鹿児島県内外の高等

学校で14回（環境化学プロセス工学科９回、海洋土木工学科１回、情報生体システ

ム工学科３回、化学生命工学科１回）の講義が行われました。 

例年夏休みにオープンキャンパスを実施しています。平成25年度は、８月３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
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り、各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名の高校生が参加しました。 

■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 25

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 37 件（教員 10 名、大学院生 27 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 25 年度の岩崎国際学術交流基金による助成事業では、国際交流協定

締結及び関連行事助成事業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３名を派遣した事業に助成が行われまし

た。このような補助もあり、平成 25 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 103 件と 70 件でした。 

機械工学科教員の協力により、平成 25 年９月に、鹿児島大学大学院理工学研

究科の後援で、日韓共同複合材料シンポジウムを工学部で開催しました。 

建築学科では、国際文化交流財団招聘事業助成および島嶼研プロジェクト研究費に

より、米国タスキーギ大学とともに「奄美諸島における自助建設可能な応急住宅プ

ロトタイプの開発」の共同研究ワークショップを奄美大島にて開催しました。 

海洋土木工学科では、インド・カルナタカ大学との学術交流協定に基づいて、

教員の相互訪問ならびに大学院の学生２名派遣を実施しました。 

情報生体システム工学科では、フランスからインターンシップ学生の短期受け

入れを行いました。 

 化学生命工学科では、岩崎国際学術交流基金の助成を受けて、学部間交流協定

校（台湾 国立成功大学）と交流ワークショップを開催しました。また、研究科

間交流協定校（南グジャラート大学）から１か月間教授を招へいし、共同研究を

行いました。 

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 36 名（４名の研究生や特別聴講学生等を含む）在籍しております。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

工学部岩崎国際学術交流基金規則と工学部研究交流基金規則を一部改正する

ことにより、海外の教育研究機関等の教職員招聘・講演、学生の国際会議発表な

どへの助成が滞りなく行えるよう改善しました。 

各学科・技術部において、小中高校への出前授業を積極的に行っていますが、

特に高校への出前授業の回数は他学部に比べて未だ少なく、改善する必要があり

ます。またグローバル化を推進するために、海外からの留学生受け入れに加え、

学部から海外留学する学生の数を増大させることが必要です。 

 

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 

オープンキャンパス・出前授業などの事業が継続的に推進されており、国際会

議発表・留学生受け入れなどの国際交流も積極的に実施していますが、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 25 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19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47名、特任教授１名、准教授45名、特

任准教授１名、助教34名および特任助教３名から構成されています（平成26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「女子中高生のため

の鹿大科学体験塾～工学女子になってみる！」を実施し、「測ってみよう！みんな

の体の信号」及び「モータを動かして省エネを体感しよう！」の２コースを平成

25 年８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） 

・平成24年度より女性教員を採用するための具体策を実施しており、平成25年度

時点で３名の女性教員が採用されました。 

・施設・設備を有効に活用するため、施設有効利用に関する申し合わせを見直し

ました。まず有効利用可能な専用スペースを、Ⅰ．共通利用、Ⅱ特定利用に分類

し、年度末に各学科における退職教員研究室、不要になったプロジェクトスペー

ス、保管庫など、次年度共通利用可能なスペースを調査し、次年度初めに再利用配

分を決定することとしました。 

・平成25年度は機械工学科棟・電気電子工学科棟（継続中）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 

施設有効利用の具体化など、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、女性教員の採用も実現できたことから、平成25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２５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」、「食と健康」、「水」及び

エネルギー」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。「第10回鹿児島大学焼酎学シンポ

ジウム「～鹿児島の誇る発酵食品、再発見～」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」、「水」及

び「エネルギー」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。 
第10回鹿児島大学焼酎学シンポジウム「～鹿児島の誇る発酵食品、再発見～」に

はいずれも鹿児島県内外多数の参加者（120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25年度は、学部長裁量経費による若手教員育成事業として、2名への援助

を行いました。近々、農学セミナーにおいて、援助した研究の成果発表を行って

もらいます。ここ数年、若手教員の採用が続いており、今後は応募件数が増える

ものと考えられます。 

「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２５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 

垂水市の「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。平成25年度文部科学省「

成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業」に食・農林水産業(林
業)のコンソーシアムと職域プロジェクトの両方で採択されました。平成25年10月

には、九州森林管理局主催の「森林の流域管理システム推進発表大会」において特

別講演を行いました。米国ノースダコタ州立大学、ベトナム国アンジャン大学、台

湾中興大学との大学間学術交流協定締結に中心的な役割を果たし、ドイツのロッテ

ンブルク林業大学と部局間学術交流協定を締結しました。８月にはタイのメジョー

大学を農学部教員が訪問し、図書館の一角に鹿児島大学の看板と情報提供コーナー

を設置しました。協定校（６大学）からの訪問に対しても積極的に交流活動を行い

ました。９月には日本台湾韓国合同国際シンポジウム「急変する世界における持続

可能な森林生態系管理」を森林計画学会と共催しました（60名参加）。中国四川大

学錦江学院醸造工学部との部局間学術交流協定に基づき、交換留学生２名を１年

間受け入れました。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、米国、エジプト、タイ、中国、ベトナム、ドイツなど交流協

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評価する仕組みが必要です。25年７月

に完成した学部PR用DVDを、高校に対する進学説明会やオープンキャンパスなど

の広報活動に積極的に活用しており、改善作業完了直前のホームページの運用と

連動して、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。 

 

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
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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２５年度） 

 

部局名：農学部・農学研究科  

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

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、女性研究者配分特別経費の実施

や学部長と女性教員の懇談会（museカフェ）を開催するとともに、理系女・リケ

ジョ（前述）を実施し、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。また、全学企画のキャリア

形成セミナーやスキルアップセミナー等には、男女の大学院生を中心に、積極的

な参加を促しました。一方で、第２回男女共同参画シンポジウム「- 女性研究者

への持続的支援の構築をめざして -」で、農学部の取組を紹介するとともに、岩

井副学部長がパネルディスカッションでパネラーを務めました。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 

中心に、上述のように、全学と連携した農学部内の活動を継続して行いました

。そして、museカフェをはじめとした全学企画のほぼ全てに、積極的に参加・協

力しました。 

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２５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ました。 

・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

の普及を図りました。 

・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いました。 

・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、奄美大島で漁業経営改善に向けた調査を実施し

ました。 

・野間池地区のクロマグロ養殖業者と、人工種苗生産と販売にむけた実証実験を

開始しました。 

・学長裁量によるかごしまの水プロジェクト「水と生活」を企画し、赤潮とアオ

コに関する研究を開始しました。 

・黒潮流域に関する文部科学省国家基幹研究開発推進事業（我が国の魚類生産を

支える黒潮生態系の変動機構の解明）を受託し研究を実施しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・「日本学術振興会ひらめきときめきサイエンスKAKENHI」に本学で唯一採択さ

れた公開講座が「よく工夫されたプログラム」の事例として紹介されました。 

 

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 

・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

力的に取り組みました。 
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組織評価報告書（平成２５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

食普及活動への支援を行うとともに、学生を各種活動へ参加させています。 

・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。 

・同窓会と連携してホームカミングデイを創設しました。 

・学生の海外研修を支援する体制を整えました。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・農林水産省、民間企業と共同でクロマグロの養殖技術開発や環境保全のための

研究を行っています。 

・民間企業と外来種ウナギの養殖技術開発を行いました。 

・JST復興促進プログラム事業「多獲性赤身魚（サバ）の高付加価値化を実現す

るための革新的な原料保蔵と加工システムの構築」を、石巻、東京シーフードシ

ョウで研究成果紹介し、釜石市役所で漁協加工関係者に報告会を開催しました。

・福島県松川浦の水産業復興および環境調査に関する共同研究を、現地の水産試

験場と継続的に行っています。 

・東北水産の創造的復興と我が国水産の未来に向けて、シンポジウムを開催しま

した。 

・海外３大学との国際連携プログラムによる国際共同教育のための作業を進めて

います。 

・留学生交流支援制度（ショートステイ、ショートビジット）により５名のUPV

学生を４か月間受け入れ、国際的視野を備えた水産技術者の養成のための講義、

研究・実験指導を行いました。 

・海外研修科目のスムースな実施と学生支援体制を整備するために、基金を創設

しました。 

・下荒田水産キャンパス祭で、同窓会と連携してホームカミングデイ「もどいっ

きやんせデイ」を開催しました。 

・学生による学部旗の制作コンペを行いました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・水産学部が海外漁業協力財団の国際研修へ20年間協力した実績に対して、同財

団から感謝状を授与されました。 

 

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。      
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     判断理由 

・農水省や県内の企業と連携して共同研究、共同技術開発、技術支援、水産業理

解促進・魚食普及活動への支援や教育普及活動を行っています。 

・海外３大学との国際連携プログラムによる国際共同教育のための作業を進めて

います。 

・水産学部が海外漁業協力財団の国際研修へ20年間協力した実績に対して、同財

団から感謝状を授与されました。 

・同窓会と連携したホームカミングデイの開催や学生による学部旗の制作コンペ

など当初計画になかった進捗がありました。 

・学生の海外研修を支援する体制を整えました。 
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組織評価報告書（平成２５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。 

・男女共同参画は学部運営会議が推進することとし、助教およびかごしま丸三等

航海士採用人事を「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。 

・長期人件費シミュレーションを完成させ、分析結果を学部構成員に説明し、中

長期的人事管理方針の策定を進めました。 

・新かごしま丸の共同利用を計画通り実施しました。 

・５号館を改修し教育研究環境を整備しました。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・「評価が同程度の場合、女性を優先する」との方針で、助教およびかごしま丸

三等航海士に女性を採用しました。 

・新かごしま丸の共同利用航海は計画通り近畿大学農学部、鹿児島大学大学院連

合農学研究科、九州大学農学部・同農学研究院、熊本大学理学部、宮崎大学農学

部と実施し、今年度の共同利用航海を全て計画通りに完了しました。 

・同窓会と連携しホームカミングデイ（もどいきやんせデイ）を創設し実施しま

した。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ISO9001のコンプライアンス機能を応用した水産学研究科教育システム運用マ

ニュアルを作成しました。 

・５号館を改修し教育研究環境を整備しました。 

 

 

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 

・情報提供体制について同窓会との連携を強化し、卒業生に対する広報活動を充

実させるために、ホームカミングデイを創設しました。 

・助教およびかごしま丸三等航海士に女性を採用しました。 

・ISO9001のコンプライアンス機能を応用した水産学研究科教育システム運用マ

ニュアルを作成しました。 
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組織評価報告書（平成２５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、教育改革室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 

基礎獣医学講座では動物の生命現象を形態や機能の面から解明する研究を継続

しています。病態予防獣医学講座とTADセンターではマイクロミニブタを用いた疾

患モデルの作出やツルなどの野鳥の管理による伝染病の早期封じ込め、畜産食品

の安全管理に資する研究などを継続しています。臨床獣医学講座と動物病院では

産業動物、伴侶動物、野生動物の健康管理や保全、動物の福祉に貢献する研究を

継続しています。一見何とも特色のないように感じるかもしれませんが、本学の

強みは、獣医学の使命追求に資する研究が総合的になされ、それが教育に反映さ

れている点と自己評価しています。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 本年度は、TADセンターに高度病原体を取り扱える高度封じ込め実験施設が設置

され、研究の充実・発展が期待されます。 

 教員補強では、実験動物学分野に教授１人、TADセンターに特任准教授１人、特

任助教２人が、公衆衛生学分野に准教授１人、獣医学教育改革室に特任准教授１

人、附属動物病院に特任助教２人（平成26年４月にはさらに特任助教２人）が採

用され、研究機能体制が強化されました。 

 

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 

 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、教員情報システムや学部ホ

ームページ等で紹介されています。 

 教員は全部で８人（平成26年４月にはさらに２人）補強されましたが、その研

究成果は平成26年度以降に期待されます。 
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組織評価報告書（平成２５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、学部の「概要」及びホームページを中心として実施、ま

た昨年度同様にTADセンターによる公開市民講座の開催、動物病院主催のKUVTHセ

ミナーの開催を行ったほか、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。 

 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）、鹿児島市主催「動物愛護フ

ェスティバル」に協力参加しました。 

国際交流ではチッタゴン獣医動物科学大学（バングラデッシュ）やアフィヨン・

コジャテペ大学（トルコ）と学部間協定を締結し、中興大学（台湾）等から留学

生を受け入れています。 

そのほか、農水省、県および民間組織との共同による「家畜疾病診断研究会」

を２回実施し、毎年恒例の「動物慰霊祭と特別講演会」を開催し、市民など約600

人が参加されました。 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

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25日に開催しまし

たが、参加企業団体には大好評で52社が参加しました。主に獣医学科４年生以上

を対象とし、計73名の学生が参加しました。 

「動物慰霊祭と特別講演会」も引き続き開催予定です。 

 

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。 

 国際交流は、獣医学教育の国際認証取得を目指す４大学連携事業の中では益々

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には従来から取り組んでいますが、

まだまだ十分とは言えず、さらに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２５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は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２年目として、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。 

文科省「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」事業が本格的に開始され、４大学協議会を３回開催しました。 

４大学連携事業予算、運営交付金による学部予算、さらに外部資金獲得予算に

よって、計画に沿った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 

 文科省の４大学連携事業を本格的にスタートさせ、本年度計画（予算額

464,970(千)円）を達成することができました。   

また本年度外部資金として、受託研究12件 11,392(千円）、文科科研費27件 

52,786(千円）、厚労科研費６件 25,000（千円）、国立大学改革強化推進補助金

464,970（千円）、共同研究費９件 14,977（千円）、奨学寄付金32件 15,568(千

円）、日本中央競馬会畜産振興会交付金１件 3,906（千円）、動物病院収入 

111,394（千円）の計699,993（千円）などを獲得しました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 今後の問題点として、４大学連携事業の予算は縮小されてきますので、その分

の自己財源としての確保が必要になってきます。 

 また、この事業で採用された特任教員ポストは事業終了後は常勤教員に移行す

ることになっており、今後の対応が課題として残ります。 

 

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 

 共同獣医学部２年目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２５年度） 

 

部局名： 保健学研究科    

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

本研究科では、地域の課題に対応する研究として島嶼看護についての研究や超

高齢社会を支える地域包括ケアシステムの構築に関する研究を特色に掲げ、保健学

全般に関する基礎的・臨床的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 

保健学に関する研究課題15件が研究代表者として科研費に採択され以下のよ

うな特色ある研究を実施しています。 

【島嶼看護学に関する研究】 

・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「基盤研究(Ｂ)」

平成25年度は無医島5島の住民への調査を行ないました。 

・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 

「基盤研究(Ｃ)」 

・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交渉過程のエスノ

グラフィー「若手研究(Ｂ)」 

パートナーシップが形成されることで、離島における看護実践のマイナス面が

克服されることなどの結果が得られています。 

・近隣のソーシャル・キャピタルと島嶼住民の健康「基盤研究(Ｃ)」 

【リハビリテーションに関する基礎的・臨床的研究】 

・脳梗塞後の運動療法による神経保護メカニズムに関する研究「基盤研究(Ｃ)」

・脳損傷後の学習能力や運動機能改善と神経栄養因子や神経伝達物質の変化に関

する研究「基盤研究(Ｃ)」 

・急性脊髄損傷におけるStem Cell Factorの神経組織保護作用機序「基盤研究 

(Ｃ)」 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

今後も科研費を取得して、特色のある研究から保健学・社会に役立つ結論を導

き出し、論文として公表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 

おおむね良好である。特色ある研究の分野が明らかになり、科研費を獲得する

教員の数も維持されている。 
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組織評価報告書（平成２５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 

１．本研究科では、社会連携として大学公開講座や地域の現職医療者や患者団体

と連携した取り組みを進めています。 
２．国際交流として、韓国の中央大学校赤十字看護大学との学術交流協定による

学生・教員の交流、教員の海外研修の推進、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．地域の現職医療人に対する再教育の一環として公開講座を６件開催し、285名

の参加者がありました。 

２．鹿児島県内の看護師・保健師・助産師に対する現任教育として、新人教育のガ

イドラインに基づく研修の企画・実施に参画しました。 

３．保健学研究科地域連携ワーキンググループを結成し、地域の団体と連携し、高

齢者や在宅障害者および家族に対する日常生活指導、高次脳機能障害者および精

神障害者の家族支援、ALS 患者や発達障害児の介護・療育に関わる施設職員等

に対する指導を実施しました。 
４．「鹿児島大学若手教員海外研修支援事業」により理学療法学専攻の教員１名

が米国サウスカロライナ大学に１年間の予定で留学しています。 

５．「学生海外研修支援事業」を利用して韓国の中央大学赤十字看護大学に大学

院生２名、教員２名、大学病院看護師２名を派遣し交流を行ないました。 

６．韓国の中央大学校赤十字看護大学との学術交流協定により教員１名と学生３

名が来鹿し、学生・教員間の交流を行ないました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

今後も地域連携、国際交流を活性化・継続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 

おおむね良好である。地域との連携や国際交流を順調に進めている。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名： 保健学研究科   

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

１．本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、ファカルティ・ディベロプ

メント委員会、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。 
２．助産学コースの学生受け入れの準備として、実習機器や部屋の整備を進めま

した。 

３．入学定員確保の為の方策として学位論文審査方法や指導体制の見直しなどを

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 

助産学コースの学生受け入れの準備として分娩台などの高額な実習機器や学

生の部屋の整備を進めました。 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

本研究科では入学定員を満たすために入学試験を４回実施しました。入学定員

充足に向けて努力していますが、更なる取り組みが必要です。 

 

 

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 

平成26年度からの助産学コースへの学生受入準備を整えました。また、入学定

員充足に向けての取り組みを推進しています。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局名：理工学研究科    

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

理工学研究科の全教員は、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を

実践しており、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。 
そのため、理学系では、①我が国の地震及び火山噴火予知事業のもと附属南西島

弧地震火山観測所を中心に世界有数の活火山桜島を含む南九州・南西諸島域の地震

・火山活動の研究、②世界遺産屋久島を含む南西諸島から熱帯アジア地域までの生

物多様性の研究、③VERA 計画など国立天文台や海外の多数の研究機関と強い連携

関係を持つ天文宇宙の研究などに取り組んでいます。  

また工学系では、①環境・エネルギーや医療工学をはじめとする工学の諸分野の

研究、②火山活動・集中豪雨・台風・地震・津波等の自然の摂理に係る防災・減災

を図る地域の要請に応える研究、③島嶼及び南九州地域が包含する諸課題に関連す

る研究などに取組んでいます。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

理工学研究科の教員は外部資金の獲得を積極的に行っています。平成 25 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、

基盤研究Ａ; ２件、基盤研究Ｂ; 12 件、基盤研究Ｃ; 44 件、挑戦的萌芽研究; 15

件、若手Ａ; ３件、若手Ｂ; 15 件、研究活動スタート支援；１件でした。 

またその他外部資金として、奨学寄付金;112 件、受託研究;46 件、共同研究；4

0 件、補助金;４件を獲得しました。 

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 25 年度の審査付論文・著書、および学会発表の件数

は延べ数で 858、および 1,484 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）。 

生命化学専攻の研究グループが、2013 年 10 月 14 日～18 日に開催された「第 18

回国際窒素固定会議」で Young Scientist Award を受賞しました。 

物理・宇宙専攻の研究グループが、第 74 回応用物理学会秋季学術講演会におい

て第 35 回（2013 年秋季）応用物理学会講演奨励賞を受賞しました。またKSAT2 超

小型衛星の完成報告会を開催(2014/1/15)し、打ち上げの成功に伴い当該衛星の受

信に成功するという偉業を達成しました。 

電気電子工学専攻では、大学としての重点領域研究「エネルギー」に対応し

て、教員、鹿児島県工業技術センター、県内企業、国内各種部材メーカー、産

業技術総合研究所（鳥栖、つくば）をメンバーとする「鹿児島地域での太陽光発

電研究会」の連携活動を本格化しました。地域における降灰の影響の分析等と各

機関の連携により開始しています。 

建築学専攻では鹿児島市と連携して、公共建築物の消費エネルギーの削減手法

に関する研究を行いました。また、地元企業と連携して木材を活かした新構法の

開発を行っています。 

化学生命・化学工学専攻では、(独)科学技術振興機構の知財活用促進ハイウェ
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イ「大学特許価値向上支援」事業に「バイオガス改質の一酸化炭素と水蒸気の反

応を利用した高純度水素の大量製造」を申請し、採択されました。また、この知

財活用促進ハイウェイ事業に関連した産学官連携の勉強会を平成 26 年２月 21 日

に鹿児島大学で行い、31 名の出席を得ました。 

海洋土木工学専攻では、文部科学省概算要求プロジェクト「増養殖環境保全の

ための赤潮モニタリングおよび対策法の高度化−南九州における赤潮研究拠点の

構築−」を推進しました。また、国土交通省建設技術研究開発助成制度による「

コンクリート構造物の塩害劣化自己防衛機能を付与するための新しい混和材の

開発」、文部科学省科学研究費補助金基盤研究Aにおけるコンクリート構造物の

新しい補修方法の開発研究を実施し、成果を取り纏め発信しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

ミッション再定義における理学系の特色として、宇宙／生物多様性／地震火山

の機能強化を提案しました。また工学系のミッションとして、環境・エネルギー

や医療工学をはじめとする工学の諸分野の研究を推進しつつ、島嶼及び南九州地

域が抱える諸課題に関連するテーマを中心とした研究の実践を設定し、文部科学

省の承認を得ました。 

 

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 

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、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、「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２５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、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

活動の成果を通して地域社会との連携に努めると共に世界に開かれた組織である

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。また、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。 

 

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 

 理学系では、理数教育の充実を目的として高校生を対象に「日本生物 オリンピ

ック 2013」(７月 14 日）、「化学グランプリ 2013」(７月 15 日）の鹿児島地区予

選を理学部において実施しました(参加高校生数：計 60 名）。 

 物理・宇宙専攻の教授が公開講座「宇宙戦艦ヤマトに見る物理と天文」を開催し

ました。 

 建築学専攻では、文化庁および国立近現代建築資料館からの委託業務として「近現

代建築資料 建築家坂倉準三の概要調査と展示業務」を行い、専門性を活かした社会

連携事業を行いました。 

 海洋土木工学専攻では、鹿児島県内の 10 を超える自治体に対して，それぞれが

管理する橋梁群の効果的かつ経済的に維持管理するための長寿命化修繕計画策

定支援を実施しました。また、鹿児島県の地域づくり助成事業による、構造物長

寿命化修繕計画サポートシステムの構築に関する研究の実施、「バイオマス発電

事業の課題である産業副産物の処理方法に関する産学連携の共同研究」の実施な

ど、地方自治体で解決すべき問題について共同研究を行っています。さらに、ス

ーパーサイエンスハイスクール（SSH)指定校である錦江湾高校との連携事業にお

いて，生徒の課題研究の実施とその取りまとめを継続的に実施しています。 

 情報生体システム工学専攻では、様々な年齢層に向けた公開講座を開催していま

す。具体的な構成は、第１期；ランニングの実践と科学、青少年・社会人向け公開

講座（計 12 回）、第２期；ランニングの実践と科学、青少年・社会人向け公開講

座（計 12 回）、小・中学生向け陸上教室、子供・保護者向け公開講座（計 16 回）

です。また鹿児島県のIT人材育成事業の一環として、スマートフォン用OSであるA

ndroidを使ったアプリ開発の教育を行う情報通信産業技術力アップ支援事業を実

施しています。 

 化学生命・化学工学専攻では、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いました。 

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 25 年度は９回開催しました。また、８月には、ものづくり体験教

室 2013 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、理工学研究科案内（博士前期課程

・博士後期課程）を各々整備しました。 
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■国際交流 

理工学研究科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 25年度の理工学研究科の教員および大学院生の国際会議での発表件数は、

それぞれ 140 件と 83 件でした。 
数理情報科学専攻において、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、ルーマニア、メキシコなどからも参加）、「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）を実施しました。 
地球環境科学専攻の准教授が半年間、若手教員海外研究支援事業による海外研修

を行いました。また、マレーシア、サバ州政府公園局との共同で現地調査を実施（８，

９月）すると共に９月にはインドネシアでインドネシア科学院等との共同研究を展

開しました。 
機械工学専攻教員の協力により、平成 25 年９月に、鹿児島大学大学院理工学

研究科の後援で、日韓共同複合材料シンポジウムを工学部で開催しました。 
建築学専攻では、国際文化交流財団招聘事業助成および島嶼研プロジェクト研究費

により、米国タスキーギ大学とともに「奄美諸島における自助建設可能な応急住宅

プロトタイプの開発」の共同研究ワークショップを奄美大島にて開催しました。

 化学生命・化学工学専攻では、岩崎国際学術交流基金の助成を受けて、学部間

交流協定校（台湾 国立成功大学）と交流ワークショップを開催しました。また、

研究科間交流協定校（南グジャラート大学）から１か月間教授を招へいし、共同

研究を行いました。 
海洋土木工学専攻では、インド・カルナタカ大学との学術交流協定に基づき、

教員の相互訪問ならびに大学院の学生２名派遣を実施しました。 
情報生体システム工学専攻では、フランスからインターンシップ学生の短期受

け入れを行いました。 
理工学研究科では、海外からの留学生を積極的に受け入れており、現在35名（

４名の研究生を含む）在籍しております。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

工学部岩崎国際学術交流基金規則と工学部研究交流基金規則を一部改正する

ことにより、海外の教育研究機関等の教職員招聘・講演、学生の国際会議発表な

どへの助成が滞りなく行えるよう改善しました。 

グローバル化を更に推進するために、海外からの留学生受け入れに加え、研究

科から海外留学する学生の数を増大させることが必要です。 

 

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 

「ものづくり・科学実験」などの出前授業、スーパーサイエンスハイスクール

（SSH)指定校との連携などの事業を継続的に推進しており、国際会議発表・留学

生受け入れなどの国際交流も積極的に実施していますが、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２５年度） 

 

部局名：理工学研究科   

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

理工学研究科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

、研究科長の下に4名の副研究科長を配置し、さらに10専攻から選出された委員

で構成される16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77名、特任教授２名、准教授70名、特任准教授１名、

講師２名、助教46名および特任助教３名から構成されています（平成26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 

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、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。 

 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。 

理工学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。受験生の進路選択に役立ててもらうために、理工学研

究科案内（博士前期課程・博士後期課程）を各々整備しました。 

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「女子中高生のため

の鹿大科学体験塾～工学女子になってみる！」を実施し、「測ってみよう！みんな

の体の信号」及び「モータを動かして省エネを体感しよう！」の２コースを平成

25 年８月に実施しました。 

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） 

国立大学改革プランに対処するため、博士前期課程におけるグローバル人材、

博士後期課程におけるイノベーション人材の養成体制強化を目指した「理工学研

究科改革計画（案）」を策定しました。 

平成 24 年度より女性教員を採用するための具体策を実施しており、平成 25 年

度時点で３名の女性教員（工学系）が採用されました。 

工学系では、施設・設備を有効に活用するため、施設有効利用に関する申し合

わせを見直しました。まず有効利用可能な専用スペースを、Ⅰ．共通利用、Ⅱ特

定利用に分類し、年度末に各学科における退職教員研究室、不要になったプロジ

ェクトスペース、保管庫など、次年度共通利用可能なスペースを調査し、次年度初

めに再利用配分を決定することとしました。 

平成25年度は機械工学科棟・電気電子工学科棟（継続中）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 

将来を見据えた理工学研究科改革計画（案）を策定しました。施設有効利用の

具体化など、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、女

性教員の採用も実現できたことから、「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２５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と難治性の慢性ウイルス疾患を対象とした医・理工連携

による先端的発症予防・治療法確立を目指した基盤構築プロジェクトに関して、大

型予算（特別研究経費）が確保されると共にコア研究にも選定し、さらなる研究の

推進を図っています。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、がんの臓器バンクの充実、ヒト由来組織ファイリングシステムの作製、他大

学と連携したネットワークによる口腔から QOL 向上を目指した研究、心身相関の立

場から学際的な研究悪液質に対する補完・代替医療の総合的研究などの先進的な研

究も行いました。また、若手研究者を育成するために、平成 25 年 12 月 21 日に歯

系若手研究者研究発表会を、平成 26 年１月 16 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。そして、ニューロサイエンス、がん、生活習慣病、再生医療などに関する８

件の研究をコア研究として選定し、来年度よりさらなる支援を行うことになりまし

た。 
 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

総額約２億6,000万円の科学研究費と総額約２億7,000万億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。さらに、８件のコア研究を推進する

ための支援を行うと共に、スウェーデンのカロリンスカ研究所との共同研究なども

開始する予定です。 

 

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、平成25年度に医歯学総合研究科に所属する全分野・

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」を改訂し、さらなる共同研究の推進を図っています。

 

 

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。      
  
     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11億4,000万円獲得し、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
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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すると共に、いくつかの研究プロジェクト

が大型予算（特別研究経費）を獲得して、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２５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 

・「国際島嶼医療学講座」の中に、新たに「地域医療学分野」を新設しました。

・医学及び歯学の分野において、地域と関連する研究を含む受託研究を 34 件（総

額 4,317 万５千円）受け入れました。 

・研究科主催の市民公開講座１件、市民も参加可能な講演会を１件開催しました。

・若手教員海外研修支援事業により、平成25年５月から平成26年２月まで、助教

１名が米国ケンタッキー州立大学にて研修を行いました。 

・博士課程に「国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行うプログラム」

で受け入れた留学生が11名在籍しています。 

 

 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・これまで、離島やへき地医療に関する大学院教育は、国際島嶼医療学講座の国

際離島医療学分野が主に行ってきましたが、同講座の中に地域医療学分野を設

置したことにより、より充実した教育内容を展開出来るようになりました。 

 

 

 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・今年度、研究科として初めての試みである市民参加型の講演会「第１回鹿児島

がんフォーラム」を開催しましたが、このような講演会を引き続き開催し、一

般市民に対して医学・医療に関するさらなる啓発活動を進める必要がありま 

す。 

・国際共同研究及び国際交流推進のため、バングラデシュ医学研究所と部局間学

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 

・社会との連携については、地域医療学分野を設置したことにより、離島へき地

医療の問題点や地域住民の健康・長寿に関する研究など、大学院における教育

面や研究面において、将来的に成果が期待出来ます。 

・国際交流については、留学生の受け入れや部局間学術交流協定の締結など、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２５年度） 

 

部局名： 医歯学総合研究科  

 

Ⅳ．業務運営 

１．活動の概要 

本研究科では、医歯学の研究者およ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地球レ

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。適切な教

育・研究環境を整備するため、研究教育組織の改編、教育課程の見直し、研究設

備の整備、院生・研究者への経済的支援に努めています。 

 特に本年度は、研究科を代表するコア研究の選定、並びに有望な若手研究者の

選定を行い、次年度は当初より研究科の資金によるそれらに対する経済的支援を

実施します。橋渡し研究ネットワークに参加し、学内外との共同研究に努めまし

た。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

・修士課程の目的別人材養成コースをスタートさせました。 
・研究科独自の資金によるコア研究並びに若手研究者への経済的支援を開始し 
 ました。 
 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・来年度に実施される研究科の建物耐震改修に合わせ、共同研究施設の再編整備

 や新分野の研究室の整備を行います。 
・従来要望している「先端医療研究・開発棟」建設の実現のために、計画を根本か

ら見直し、研究組織の再編から検討し直すワーキンググループを発足させまし

た。 
・大学院生の確保に向けてMD-PhD制度を改良し、本学の実情に合った実施可能な制

度の開発を行っています。 
・本研究科、医学部、歯学部、附属病院が一体となった離島地域医療人育成の推進

にとりかかりました。 
・教員、特に教授選考の迅速化の検討に入っています。 
 

 

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。      
  
     判断理由 

 修士課程での新コース導入、教育研究環境の整備、コア研究並びに若手研究者へ

の経済支援、大型予算の獲得などの計画が順調に実施されています。 
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組織評価報告書（平成 25 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、２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、各教員の専門分野に基づく基礎・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）という２つの領域について、それぞれの研究活動を組織的に

実施しています。 

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みが含まれます。 

（１）アカデミック・フェイズ 

 平成25年度においては、司法政策研究科の所属教員が相当数の研究論文を公表

し、法理論についての体系的な研究成果、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挙げています。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

を図る取組みをするほか、鹿児島地方裁判所と県弁護士会による民事ならびに刑

事手続に関するそれぞれの研究会（民事手続協議会と刑事手続懇談会）に司法政

策研究科の教員が参加し、時宜を得た実務的関心のある諸問題について、相互に

研鑽する機会を得ています。 

（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

ことになっており、司法政策研究センターを中核に、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

取り組んでいます。平成25年度は、８月23日から26日の日程で実施されました。

 このほか、平成25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３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。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 現在の研究活動は、従前から継続的に取り組んでいる過程のものといえ、絶え
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ざる思索の延長線上にあります。とりわけ、 

（１）人事マネジメント実務法研究会の開催 

 アカデミック・フェイズの取組みの１つとして、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、従前より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）裁判所における民事および刑事手続研究会への参加 

 民事にあっては、鹿児島地方裁判所と鹿児島県弁護士会が、刑事ではそれに加

えて鹿児島地方検察庁が主催するそれぞれの研究会（民事手続協議会と刑事手続

懇談会）に、司法政策研究科の教員が参加し、法曹実務家と共同して裁判手続の

研究を進めています。 

（４）学会の招聘 

 専門的研究活動の一環として、全国規模の学会を招聘し、平成25年度は、５月

18日と19日の両日にわたり、日本社会保障法学会と日本労働法学会が開催されま

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 

 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

ズという両面に渡る取組みを行い、②研究論文の公表や刊行物執筆等にも枚挙の

暇のない取組みが継続的になされ、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 25 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、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。 

 鹿児島県弁護士会ならびに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25年度の司法政策研究科における社会連携の一環をなす取組みとして、 

 (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)九弁連サマーセミナーの開催、 

 (5)オープンセミナー「法律学特別総合演習（労働法理論）」の開催、 

 (6)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、 

 (7)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。

 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、鹿児島県弁護士会ならびに宮崎県弁護士会との間で教育支援協定を

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り組まれてい

るものです。特に、(1)離島等司法過疎地における法律相談実習については、平

成24年にそれまでの屋久島・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。平成25年度は、リーガルクリニックＡ（

司法過疎地における法律相談実習）を、平成26年２月７日から12日まで、徳之島

町、天城町そして伊仙町を相談会場にして実施し、それぞれ４件、11件、８件の

相談に対応しました。 

 (3)は、８月23日から26日までの日程で、司法政策研究科の米田憲市教授、神

戸市立看護大学の樫田美雄准教授ほか計４名の指導のもと、司法修習生を対象に

、本研究科教授の松下良成弁護士による法律相談への臨席やそのビデオ映像の分

析のワークショップ等を行いました。 

 (4)は、９月７日に、九州弁護士会連合会の主催で、九州大学、熊本大学、琉

球大学とともに実施されました。各法科大学院の学生のほか、司法修習生も多数

参加しました。 

 (5)は、９月25日に、司法政策研究科の学生が地域の労務管理の専門家ととも

に学ぶ機会を提供するほか、その成果を地域の雇用社会に還元してもらうことも

射程に、13名の社会保険労務士の参加を得て、実施されました。 

 (7)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
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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。      
  
     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 25 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、ニューズレターの定期的な発行を継続しています。平成25年度

は、第47号から52号を発行しました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 教育活動報告書は、平成21年に発行を始め、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り組んでいます。 

 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。      
  
     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み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２５年度） 

 

部局名：  臨床心理学研究科   

 

Ⅱ．研究 

１．活動の概要 

平成22年度から実践してきた「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25年度も継続し

て行いました。４年目の取り組みとして、連携先を伊佐市、霧島市、枕崎市をモ

デル地域として維持し、正式な文書作成をしました。また、大学と地域を双方向

的につなぐMICT(Mobile Information and Communication 携帯情報伝達技術)を

用いた就学支援のための発達検査等の学習や事例検討会を行い、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。これらは日本心理臨床学会第32

回大会にて報告し、別途、報告書を作成しました。また、明治学院大学の視察を

通した交流を持ちました。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25年度もスウェーデン県BUP及びKarolinska In

stitutetのKINDに出向き、連携の強化や連絡体制に向けた整備を行いました。 

 

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、地域行政と連携

しながら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、本研究科の地域支援方法を全国に先駆けたスタンダードな手法として

発展させるべく明治学院大学と交流し、国際的視点に立った地域支援活動を目的

に、平成24年度に引き続き、スウェーデン県BUP及びKarolinska InstitutetのKI

NDに出向き、連携の強化や連絡体制に向けた整備をしたことも優れた点です。 

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、今後はこの方式に加え、地域と大学の

双方向的な展開の模索や地域の初期支援能力の向上を目指し、大学ができる人材

提供に見合う教育研究活動の開発という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。このように教育改革の一環として活用するた

めの地域行政との連携のあり方や教育プログラムの構築のノウハウ、必要なコン

テンツの開発など、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年度から継続してきた「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により、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、さらに地域行政と連携した地域の初期支援能力向上に大学と

して関わり始めている点。また、成果を報告書にまとめ、日本心理臨床学会第32

回大会にて発表し、学外へ向けたアピールが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２５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 

 地域貢献の場である付設心理臨床相談室活動の定着に加え、平成25年度は県職

員対象のメンタルヘルス枠の提供等社会連携がより充実しました。先述したプロ

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」の実践研究も４年目に入り、臨床心理士の少ない地域へ研究

科教員・大学院生がデリバリー方式で出向く活動が定着し、大学院生による発達

検査等や就学相談活動などの実践的な活動が発展し、さらに、前述のMICTを活用

したリアルタイムでの双方向交流を通し、各地域で臨床実践を担う専門家への指

導・研修を行いました。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先であるスウェーデンの専門家と連絡を取り合いなが

ら国際交流の窓口を維持しました。また、平成24年度に採択された、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よる海外研修の報告を全学報告会

で実施しました。特に平成24年度は、学外の交流として明治学院大学の視察を受

け入れ、若手教員をスウェーデン県BUP及びKarolinska InstitutetのKINDに研修

に派遣するなどし、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、「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の実践を通して、地域との連携を

深め積極的に社会貢献ができた点は本学の中期計画に則っており、また、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実施できた点が優れた点として挙げられます。

 また、この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の新たな教育

方法開発に向けた活動が積み重ねられ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展開し、地域

が抱える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とともに地域の初期支援能力向上を目指して大学とし

て役割を果たすために、海外の地域支援の先進国との国際交流をさらに推進する

ための海外講師の招聘等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培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２５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

評価においては、全ての項目に対して基準を満たしました。そこでさらに指摘さ

れた「助教の配置」「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」については、認証評価等に対応した平成24年度のものを踏襲し、

平成25年度は、当該認証評価基準及び助教や増員した事務補佐員の配置を維持し

ました。さらに、心理臨床相談室の運営を円滑化し、実務家教員と教育研究教員

との連携を深め、教員のワークバランスを改善する目的で、心理臨床相談室の体

制を室長１名、主任２名、副主任１名と改善しました。 

平成25年６月に研究科ホームページ（HP）が外部から不正改ざん攻撃を受けた

ことを踏まえ、他部局の協力に併せ全教員で対応に当たるとともに、新たに部局

内に総務委員会を立ち上げ、安全なHP運営や広報が可能となるようシステムアッ

プを図りました。これに伴い、シラバス電子化や本研究科の教育活動や研究の現

況について、広く社会に周知できるようになりました。また、男女共同参画事業

においてもmuseカフェや教員懇談を開催し、女性教員の増員や委員に男性教員を

加えるべく、本事業においても施策に沿っていく見直しを開始しました。 

自己点検評価に関しては、日本臨床心理士資格認定協会専門職大学院認証評価

機関への年次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べく自己点検を行い、教育活動改善に活用しています。 

 

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、わ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さらに考慮し、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ることなど、さらに組織的な取り

組みが行えるようなシステム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

評価されましたが、教員のワークバランスについてはさらにチェック体制を整え

る必要がある点が改善を要する点であり、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２５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。 

本研究科は、３大学４研究科が連合して教育研究を実施しています。これによ

り従来はここの専門領域を通じての交流が主であった各構成大学の教員が、共通

の博士課程の教育研究を通じて密接に関連を持ち、大学の枠や専門領域を越えた

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ています。 

 また、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 25

年度は、「環境」１件と「食と健康」５件の６つのテーマについて研究科長裁量

経費によりその活動支援を実施しました。 

・突然変異体を活用した新規ダイズ遺伝資源の開発に関する研究（食） 

・環太平洋沿岸地域における環境被害とその修復技術の提案（環境） 

・柑橘遺伝資源を活用した佐賀オレンジベルト活性化プロゼクト：オレンジ・

アロマセラピー開発プロゼクト（食）  

・本邦特に南九州と東南アジア地域で分布拡大が警戒される２種の植物病原体

に関する研究（食）     

・国際共同研究「東南アジアにおける契約農業の現状と問題点」（食） 

・食の安全確保のための国際的衛生管理システムに対応できる査察官の育成(食)

また、平成 25 年度は、佐賀大学において学内外からの研究者、学生 35 名が集い

農芸化学分野の分野別セミナーが開催され、外部講師による講演会、博士課程学生

による口頭発表及びポスター発表が行われ、同分野に関わる工場及び研究所の見学

を実施しました、今後の博士論文研究の遂行と進路選択等に大いに役立つものと思

われます。 

琉球大学においては、連大博士課程修了生に対するフォローアップセミナーが開

催され、海外 15 名、国内８名の修了生及び学生・教職員 60 名の合計 83 名の参

加があり、若手研究者の研究発表及び情報交換などのネットワークの強化が、今後

の連大における教育研究の強化、発展に繋がるものと思われます。 

その他、連合農学研究科教員・学生の幅広い知識修得、能力向上のために次のよ

うな支援を行っています。 

（教員） 

若手研究者特別助成（教員）            3件 

インパクトファクター３以上の教員への支援    10件 

連携大学院タカラバイオ(株)との連携強化 

  連携強化に向けたセミナー開催、打合せ  3/26～27 
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（学生） 

  学会賞等受賞学生への支援             3件 

  国際会議口頭発表への支援             7件 

  国際会議ポスター発表への支援           2件 

  研究成果のマスコミ等掲載への支援         2件 

インパクトファクター１以上の学生への支援      14件 

インパクトファクター１以下の学生への支援      11件 

学生研究助成（一般・女子学生）（公募選択型）   40件 

 

 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

研究科長裁量経費による若手研究者養成プログラムへの支援事業では、研究者

の資質・能力向上を目指すために公募型として学生同士、研究者互いの競争を促

しました。 

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が、平成

24年度３件、25年度１件開催され、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。 

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、この取組

が今後、大型のプロジェクトに発展することが望まれます。 

 

 

 

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 

本研究科の学生及び教員は、インパクトファクターの高い学術雑誌に積極的に

投稿しており、また、研究も科長裁量経費により活発に行っています。 

分野別セミナー、フォローアップ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。 

これらのことから、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２５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 25 年４月１日現在において、在籍学生 121 名中、51 名が外国人留学生（18

カ国）です。特に、インドネシア６名、スリランカ７名、ベトナム７名などの東

アジアからの留学生が多いですが、エジプト２名、ウガンダ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 25 年 10 月入学者は４名（うち３名が留学生）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招聘し

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。 

分野別セミナーにおいては、同分野の企業、自治体を招いて、地域を包括し社会

貢献の場となることが期待されます。 

 

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 

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２５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。 

日常的な業務運営は、研究科長、副研究科長、数名の連大事務職員が、佐賀大学

農学部、琉球大学農学部及び本学農学部・水産学部の関係職員と連絡を密にしなが

ら進めています。 

 

２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

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。 
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３．学内共同教育研究施設等 
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組織評価報告書（平成２５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、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 

 教育及び研究を支援するため、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

する機能の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、学内で

生産された学術的成果を「鹿児島大学リポジトリ」に集積し、インターネットによ

り世界に向けて情報発信しています。さらに、中央図書館１階のギャラリーでは学

術的成果や芸術作品などの展示を行っています。また、所有する玉里文庫等の貴重

書を活用し毎年企画展を開催しています。 

 

３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

○情報活用支援 

・学術情報を活用するためのガイダンスを実施しました。H25 年度は、職員による

学生向けのオリエンテーション・講習会が 69 回、対象者 3,163 名、また外部講師

による研究者向けの学術情報リソースの説明会が 7 回、対象者 89 名でした。 

・リーディングアサインメント（授業用必読文献）サービスを試行しました。実施教

員のレビュー結果から授業支援サービスとして有効なことが確認できました。 

・男女共同参画週間である６月 21 日から 7 月末日にかけて、関連本の提供と国と

県の啓発ポスターの展示を行いました。また、男女共同参画推進センターと連携

して、国立女性教育会館の所蔵本の提供及び学生ポスター展を開催しました。 

○学術情報の安定的な提供 

・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

確保して提供しました。 

・シラバスに掲載された教科書・参考書、学生への教育及び一般的教養の涵養等の

図書、高度な専門教育及び研究に使用するための図書を教員からの推薦を基に整

備しました。 

・就職関連コーナーに最新の図書を整備し、またメンタルケア関連の学生用図書を

整備して学生の視点に立った支援を行いました。 

○利用者の視点に立った学習環境の構築 

・学生からの希望が多いパソコンからの印刷ができるように、館内の複写機にプリ

ンター機能の追加を行いました。また、各階に無線 LAN アンテナを設置し、閲覧

机に電源コンセントを整備し、館内での情報利用環境を整えました。 

・水産学部分館のリニューアルに伴い、能動的学習の場としてのラーニングコモン

ズやセミナールームを新設し、快適な学習環境を整備しました。 

・図書館サービスの利用者満足度調査を 12 月に実施し、利用者のニーズを把握し

たうえでその対応に努めました。 

・学生モニターを募り、懇談会を通じて図書館への意見や要望を聞き、書店への選

書ツアーを行い学生の読みたい図書を整備し、また、随時窓口で受け付けている

学生希望図書を整備しました。 
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○鹿児島大学リポジトリの充実 

・本学で生産された教育・研究成果を収集・蓄積し、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みました。 

・従来博士の学位を授与された者は、博士論文を印刷公表することとされていまし

たが、今回規則改正によりインターネットを利用して公表することとされました。

本館では、運用している鹿児島大学リポジトリを博士論文公開に活用することと

し、学内研究者・大学院生に対する研修会を開催して博士論文公開に関するリポ

ジトリ体制を整え、当該論文を収載・公開しました。 

○地域貢献 

・12 月に貴重書公開展「島津氏と近衛家の七百年」を２週間に亘り開催しました。

一般市民を含む 400 人を超える入場者があり、アンケート結果からは大変好評で

あり目的とした社会への還元が達成されたものと考えています。 

・大学地域コンソーシアム鹿児島・地域共同リポジトリ事業部会においては、全国

大学地域コンソーシアム研究交流フォーラムに参加し共同リポジトリの運営に関

する知見を基に「地域共同リポジトリ部会担当者研修会」を開催しました。 

○職員力と組織力の向上に向けた多角的な取り組み 

・事務情報共有サイトの活用、WG 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会の開催、内外の講師を招いての研修会開催な

ど、多角的な取り組みによって職員のスキルアップと組織力の向上を図りました。

○総合的な安全対策の強化 

・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ました。 

 

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。

・学習環境の向上に関連して、グループ学習室及び研究個室の環境整備と利用対象

の拡大を図り、利用者から好評を得ました。 

・中央図書館のトイレ改修、桜ヶ丘分館の外壁改修・エレベーター新設、水産学部

分館の全面改修等利用者のアメニティー向上を図りました。 

［今後改善を要する点］ 

・ネットワークによる学内（館外）からの利用者とは別に、実際に図書館に足を運

んでもらう利用者を増やす方策を検討する必要があります。 

・図書館サービスの満足度調査結果を参考に、学習・研究支援サービスの改善向上

に向けて検討していく必要があります。 

・今後のICTの進展に伴う多様な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。 

 以上のことから、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２５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。 

 

       
通常

業務 

メンタルヘルス支援 

学生支援・職員支援 

 

定期健康診断 

総合診療 

専門医療相談（学医） 

産業医巡視・安全巡視 

職員健診・事後措置 

卒煙（禁煙）支援 

危機

管理 

危機事象への対応 

ハラスメント相談 

 

プライマリーケア 

感染症流行時の対策 

心肺蘇生法啓発 

職場の事故予防 

実験事故等の初期対応 

事故の予防策の検討・進言 

（学校保健安全法や労働安全衛生法に基づいていろいろな業務を行っています）

２．活動の概要 

平成25年度計画の実施状況 

〇「支援内容の充実」 

 学生支援業務および職員支援業務については、求められた場合に適切な支援を

提供できるように、支援体制の見直しや情報収集を継続的に行っております。平

成 25 年７月に、障害学生支援室が設置されました（その後障害学生支援センター

に）。これまで保健管理センターでは医療モデルに基づく精神科診察、精神保健指

導、心理相談のみならず、ユニバーサルデザインのコンセプトに基づく修学支援や、

コーディネート業務といった学生支援に力を入れてきましたが、障害学生支援セン

ターの設置により、本学の学生支援はよりイージーアクセシブルに、より機動的な

形に進化するものと期待されます。今後は障害学生支援センターとの連携が重要な

業務となることが予想され、中でも保健管理センターの専門性と、これまで培った

学生支援の知見が生かされると考えています。 
〇「学生支援スペースの拡充」 

 現在保健管理センターで行っております支援業務は、スペース的にも制限があ

るため、保健管理センターの増築工事が平成26年度に行われることが決まりまし

た。これにより、場所の問題は部分的には改善しますが、ユニバーサルデザイン

での学生支援のためには、保健管理センターとは別のアクセスし易い場所での支

援業務が求められており、今後も検討を続けていきます。 

〇「敷地内および周辺道路の全面禁煙化にむけて」 

 大学入学後に喫煙を始めるケースがあるため、鹿児島大学が喫煙者を量産する

のではなく、模範となって禁煙化を実行し、地域の喫煙者を減らすことに役立つ

ことが、最優先の地域貢献課題であると考えております。本年度も啓発活動や卒

煙支援（禁煙支援）のための情報収集および卒煙支援を実施しました。 

〇「桜ヶ丘キャンパス分室機能の強化」 

 平成25年８月より、保健師１名の配置が開始され、軽症外傷処置や健康相談な

どの業務が10時から16時の間（12～13時は急患のみ）提供可能になりました。 
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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 

○学生定期健康診断時のタッチパネル式アンケート調査 

保健管理センターでは、学生の定期健康診断時にタッチパネル式のアンケート調

査を行っており、匿名でカーテンによる個室化を実施しているため、貴重な情報を

集めることができます。その結果は、学生支援やキャンパスの安全対策に利用する

ことができ、この活動が平成25年８月に行われた第43回九州地区大学保健管理研究

協議会において高く評価されました。 

②改善された点（又は今後改善を要する点） 

○改善された点 

・学生定期健康診断データサーバの更新 

 古くなったサーバの更新が、本年度でほぼ終了しました。これは、学術情報基

盤センターの全面的なご支援をいただき実現したもので、データの管理や集計な

どに関しても、以前のサーバでの問題点を新しいサーバでは改善していただきま

した。業務の適正化・迅速化につなげていこうと考えております。 

○今後改善を要する点 

・学生定期健康診断予約システムの変更 

 胸部レントゲン検査の対象者の適正化をさらに進める必要があり、平成26年度

から実施する予定で、本年度は予約システムの検討を行いました。これについて

も、学術情報基盤センターの全面的なご協力をいただいております。 

・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、常勤カウンセラー３名

と学生支援補助者５名（非常勤）が必要とされておりますが、現在、鹿児島大学

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。 

・敷地内および周辺道路の全面禁煙化 

学生寮や実習船等を含む全面禁煙化の実現を産業医として求めていきます。 

・支援体制の体系化 

スタッフ確保の課題、支援形態、関連部署の連携など大学全体として学生支援

や職員支援を考えていくべきと考えます。 

・学校保健安全法に基づく安全巡視 

 現在産業医の巡視を行っておりますが、学生だけが立ち入る場所などの安全巡

視を定期的に行う必要があります。 

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 

検討課題や今後改善を要する点は多いものの、本年度は保健管理センターから

の啓発活動につながる調査業務が学会（九州地区大学保健管理研究協議会）から

高い評価を受けました。また、学生定期健康診断データサーバの更新がほぼ終了

し、学生定期健康診断予約システムの変更も検討が進んでおります。予約システ

ムの変更に合わせて、健康診断証明書発行システムや感染症登録システムについ

ても改良を進めており、来年度には改善された点としてご報告できると考えてお

ります。 
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組織評価報告書（平成２５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る。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ている。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る。 

 

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”を開講した。大学院を対象とした島

嶼学教育コースの選択科目“太平洋島嶼学特論”とコア科目の“島嶼学概論Ⅰ”

、“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

実施した。 

【研究活動】科学研究費を獲得して、“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“インドネシアにおけるトウガラシ属

の資源植物学的研究”を実施した。また、地球環境学研究所と共同研究“南西諸

島における「島嶼研究活動」のモデル化と今後の島嶼研究に関する研究”を推進

した。そして、鹿児島大学重点研究プロジェクトの“島嶼”、鹿児島大学重点研

究プロジェクトの“環境”に参加した。多島域データベース（データ・資料デー

タベース）の充実を図った。 

【シンポジウム・公開講演会・研究会】鹿児島大学学術情報基盤センターと共催

でシンポジウム“地域を変える力～情報技術による島の振興～”、韓国比較民俗

学会と共催で“柳田國男の民俗学と東アジアの「海上の道」を問い直す”、そし

て鹿児島大学市民公開講座“環境変動に伴う島の生物と人の健康―現状と将来―

”を開催した。また、定期的に開催している研究会を11回開催した。  

【全学運営】センター教員が国際交流委員会委員として活動した。 

 
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

に推進している。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。研究では外部資金の獲得に努力し、科学研究

費３件とその他の外部資金１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た。また、鹿児島大学の重点プロジェクトにも参加した。

本年の成果を基に奄美群島の状況を国内外に紹介する英文の書籍“The Amami Is

lands”を出版する予定である。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

鹿児島大学重点研究プロジェクトを平成26年度から国際島嶼教育研究センタ

ープロジェクト部会が担当するように変更し、学内における島嶼における研究組

織の効率化を図った。分野担当者と海外協力員を選定して、組織の強化を図った

。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予定である。
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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. 外部資金として、科学研究費を３件（直接経費795万円・間接経費216万円）

、共同研究費（150万円）を獲得し、国内外で活発な研究活動を行った。 

２．２回のシンポジウムと１１回の研究会を開催した。 

３．大学院全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

離島と新たに海外島嶼で実施した。 
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組織評価報告書（平成２５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。留学生の多様なニーズに応えるために、以下のコース、プログラムを開

設しています。[以下、括弧内は開始年度] 

・日本語研修コース[平成12年] 

・日韓共同理工系学部留学生研修コース[平成14年]：日韓両政府の合意による 

 事業で学部入学前の韓国人留学生を対象に日本語等の予備教育を行います。 

・「スタディ・ジャパン・プログラム」（SJP）[平成15年]：学術交流協定校から

 の短期交換留学生は日本語関連科目の単位を取得できます。 

・日本語５週間プログラム[平成20年]：留学生の家族等を対象とします。 

これらの教育活動の他に、留学生を対象とする学習カウンセリング、留学生の

サポートを行うチューターへの指導、日本人学生向けの派遣留学指導、地域国際

交流行事支援等、留学生及び留学に関わる各種業務を実施しています。 

 

２．活動の概要 

・留学生センターは、「スタディ・ジャパン・プログラム」として、平成25年度

前期に27科目を開講し、のべ227名が受講、後期には27科目を開講し、のべ298

名の留学生が受講しました。 

・日本語５週間プログラムとして、平成25年度前期に14科目を開講し、のべ68名

が受講、後期に14科目を開講し、のべ40名の留学生・家族・研究者等が受講し

ました。 

これに加えて平成25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、委託日本語研修、短期派遣留学説明会（

前・後期）の実施、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。

また「進取の気風育成短期派遣留学プログラム」を試行的に実施しました。  

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、屋久島ホームステイプログラムを支援しました。また海外研修基礎コ

ースinハワイの事前研修（５回）・事後研修（２回）、現地研修の引率を行いま

した。３月には日本人学生、留学生、教職員を対象とする英語による「異文化適

応ワークショップ」（３回）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 

対象者別のチューター指導をきめ細かく行った点が優れています。留学生の到

着前に行う到着ガイダンスを年３回、個人チューターを対象とするチューター説

明会を年３回、チューター支援を強化するためのチューター交流会を年１回、Moo

dleによる「チューター活動報告」への個別指導、及びチューター向けの「チュー

ターツウシン」を年８回発行しました。またこれらとは別に国際交流会館チュー

ターを対象とする「会館チューターミーティング」を１回実施しました。このよ

うな取組により、留学生とチューター、指導教員の関係を密接にし、チューター

ネットワークを整備しました。 
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 特色ある点としては、日本人学生の派遣強化を図る「進取の気風育成短期派遣

プログラム」の実施があげられます。JASSOに採択された本プログラムでは、派遣

前セミナー、日本人派遣生と留学生のペアによるタンデムラーニング（８回のべ

人数60名）、留学ポートフォリオなどが実施されました。共通教育科目「短期派

遣留学Ⅰ・Ⅱ」の単位取得についても25年度中に制度を整備しました。また留学

生の受け入れ強化を図る「スタディ・ジャパン・プログラム」はJASSOにより追加

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） 

・留学生センターの教育目標を改訂し、カリキュラムポリシーと合わせて留学生

センターホームページに掲載しました。 

・日本語上級レベルの短期交換留学生を対象として、共通教育科目、教育学部、 

法文学部開講授業の履修指導を行いました。（参加者20名）また、履修指導の効

果をあげるため、法文学部に対し、留学生に受講を勧める科目リストの作成を依

頼しました。 

・グローバル人材育成に役立つ情報を提示し、関連するイベント等を企画実施す

るグローバル・ランゲージ・スペースを整備し、初の試みとしてフランスから

招聘した講師を囲むフリートークセッションを開催しました。（参加者33名）

・地域国際交流事業を支援しました。県内就職についての情報交換を目的とする

「九州グローバル人材交流フェア2014in鹿児島」への留学生17名の参加支援、

南九州市国際交流協会主催「～世界を知ろう・日本を知らせよう～」への留学

生10名の参加・企画立案支援、意見交換を行い、また日本語日本文化研修生等

に学外活動として、地域の茶道、日本舞踊、示顕流の家元を紹介するなどしま

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 

・「進取の気風育成短期派遣留学プログラム」がJASSOに採択され、日本人派遣生

５名が奨学金を支給されました。（268万円） 

・「スタディ・ジャパン・プログラム」がJASSOに追加採択され、留学生13名が

奨学金を支給されました。（192万円） 

・チューター関連資料として、「留学生受け入れマニュアル」（23頁）、「チュ

ーターガイドブック」（26頁）、「チューターツウシン」（16頁）を編集、配

布しました。 

・留学生センターホームページに、平成25年度前・後期授業情報、異文化適応ワ

ークショップのポスター、屋久島異文化交流セミナー報告、本センターの教育

目標及びカリキュラムポリシー（改訂版）等を掲載しました。 

・「留学生によるポスターセッション」を実施しました。留学生21名が発表し、

学内外から、123名が来場しました。 

・「短期派遣留学説明会」を実施。前期参加者数約50名、後期参加者数約30名。
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組織評価報告書（平成２５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）、大庭昇・鹿児島大学名

誉教授の地質資料・遺品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９点）・教育研究史資料（３件３点）・建築史資料

（１件10点）、魚類標本・資料（57件、3,920点）、化石標本（８点）などが貸

し出され、考古資料（５件約70点）、建築史資料（１件10点）の閲覧、魚類標本

の調査（約3,000点）、植物標本庫の閲覧は12件ありました。考古資料では国立

歴史民俗博物館が当館所蔵資料を常設展示で利用するためにレプリカ作成も行

いました。2002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、文化財保存の環境整備に努めています。 

２．研究：博物館所蔵標本に基づく研究も活発になされ、考古学関係の論文６編

、魚類学関係の論文20編・書籍２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

各地の地質や火山に関する研究を発表しました。さらに、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。 

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「屋

久島の自然」、公開講座「北極圏トナカイ遊牧民への旅―毛皮民具の手ざわりとと

もに」など８件のイベントを実施し、合計2,319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。また、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」のWeb公開版「オンライン・フィールド

ガイド鹿児島」を試作しました。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カ国語表記にしました。さらに

、地域防災教育研究センター・南西島弧地震火山観測所と共同して国際火山学地球

内化学協会学術総会にブースを設け、火山分野における鹿児島大学の研究成果を展

示しました。また全国の大学等の博物館41が参加する大学博物館等協議会の会長校

として、全国の博物館組織との連携強化、成果の社会還元に努めました。 

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」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。 
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３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

博物館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

の社会への公開普及です。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、例えば鹿児島高等農林

学校の文書資料群（1,070件）の資料目録を刊行し、魚類学の分野では今年度に2

0篇の学術論文、２冊の著書が刊行されています。また、生物学や民族植物学の

分野では、タイ・ラオス・マレーシア・フランス・ベトナム・フィリピン・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。魚類標本・資料116点は姶良市歴史民俗資料館の特別展「錦江湾の自然と生

き物たち」にも利用されました。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。国際火山学地球内化学協会学術総会では、鹿児島大学の

火山関連の研究成果を英文冊子にまとめ、参加者に配布しました。高知県立牧野

植物園企画展「世界の三大穀物」に協力し、展示資料76点を貸し出しました。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。 

 

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 

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（８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３件、分担６件

、連携２件、国立歴史民俗博物館・総合地球環境学研究所との共同研究の３件、

産業技術総合研究所との共同研究２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２５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25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。 

・共通教育棟改修によるパソコン教室の移転計画を教育センターと検討し、パ

ソコン移設の支援を行いました。 

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(2/17)を開催しました。 

３．統合認証システムの導入運用 

・本学の各システムの利用者認証を一元的に管理し、利便性と安全性の両立を

実現するために、学生用統合認証システムを導入し運用を開始しました。

４．学内無線LANの充実 

・学生への学習支援のための無線LAN（36台）を追加設置し、WiFi環境の拡充

と運用を行いました。 

・VPN認証方式の運用を行っています。 

５．ｅラーニングシステムの整備 

・教育センターが運用しているMoodle（双方向学習支援ソフト）のサーバ群

を学術情報基盤センターへ移設し、利便性を高めました。 

６．研究成果に関する情報の収集・整理を全学的に推進 

・教員情報システムの運用・保守を行いました。 

７．地域社会の活性化につながる地域貢献活動を推進 

・鹿児島県警察本部サイバー犯罪対策室と意見交換会を行い、サイバー犯罪の

脅威に対する現状把握および対策について検討しました。 

８．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。 

９．専門的事務能力を持つ人材を育成 

・ITスキルアップ講座（9/19-20、9/26-27）とIT 技術者支援セミナー（9/11

   ～13）を開催しました。 

10．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。 

11．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）、（10/15：係長）、（11/20：上荒田地区）、（12/6：郡元地区・

   桜ヶ丘地区）、（12/12：幹部）（12/13：学生） 

12．情報セキュリティ体制を強化し、情報管理を徹底 

・平成25年４月23日にISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）の国際

規格ISO 27001 を取得しました。 
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・ISMS 内部監査(11/26)を行い、３月18日には第１回サーベイランス審査を実

施しました。結果不適合なしとなり、審査機関において継続して承認を受け

ることになりました。 

・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

シデント発生時の連絡体制を整備し、全部局に通知しました。 

・学内の情報セキュリティを守るため、WindowsXP およびMicrosoft Office 

2003のサポート終了における注意喚起及び利用者の相談対応を行いました。

・学術情報基盤センターが管理するグローバルIPホストを対象とした脆弱性診

断を実施し、情報セキュリティの強化に努めました。 

・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。 

13．危機管理対策 

・H23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、H25年度も継続して実験を行いました。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

１．情報セキュリティ体制の強化 

学術情報基盤センターは、H24年度に取り組みを行った、国際規格ISMS認証

(Information Security Management System;ISO/IEC 27001:2005,JIS Q 27001:2006) 

を平成25年４月23日に正式に取得しました。（国立大学としては全国で７番目）

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、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。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．情報セキュリティ体制の強化 

情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制を整備したことにより、迅速に

対応することができるようになりました。 

またISMS取得により情報セキュリティの強化が図られるとともに教職員の意識

の向上に繋がりました。 

 

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 

ISMSの正式取得および審査機関による継続認証、並びにインシデント発生時の連

絡体制の整備などを通して、迅速な対応や意識の向上など、情報セキュリティ強化

の面で特に良好な結果を得られたことから良好に活動していると判断しました。
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組織評価報告書（平成２５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、現在、次にあげる３つの目標を

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 

 

生涯学習教育研究センターでは、センターの３つの目標をつなぎ、第２期中期目

標・中期計画である「生涯学習に対する全学的な取組を推進する」ために、本学の

生涯学習の理念と方針を定める「鹿児島大学生涯学習憲章」の策定に取り組みまし

た。憲章の策定に当たっては、学内の合意形成のプロセスを重視し、役員や教職員

等のヒアリングや、学内外の関係者を集めた憲章策定ワークショップなどを開催し

ました。また、本学の取り組みを全国に発信するために、第 35 回全国国立大学系

生涯学習系センター研究協議会研究フォーラムのシンポジウム開催や、文部科学省

が編集協力する『月刊生涯学習』（平成 25 年８月号・11 月号）や『地域・大学協

働実践法』（平成 26 年２月発刊・悠光堂）に執筆をおこないました。 

公開授業では、広報活動を工夫・強化することで、本学の協力教員、公開授業受

講生数とも概ね増やすことができました。 

 

 
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が事務局として、日本の大学では初めての試みとして

「鹿児島大学生涯学習憲章」の制定を実現することができました。 
 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 
生涯学習教育研究センターの活動を支える事務体制として、事務補佐員の勤務形

態を変更したことで、これまでの常駐１名、繁忙期１名追加（３か月×２回）から、

午前シフトと午後シフトを導入することで常勤１名体制を確保することができ、窓

口業務をはじめ、センターの事務業務がよりスムーズにおこなわれるようになりま

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 

■公開授業に関するデーター 
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月刊『生涯学習』, （株）国政情報センター, No.11, pp.6-7 (2013). 

（５）小栗有子、酒井祐輔, 大学の地域貢献 大学生涯学習憲章が目指すもの, 『地域

・大学・協働実践法』悠光堂, pp.98-113 (2014). 
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組織評価報告書（平成２５年度） 
 

施設名： 教育センター    

 

１．施設の概要（設置目的） 

 

教育センター規則の第２条には、「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（以下「共通教育

等」という。）、学芸員資格科目及び大学院共通科目等に関する企画・立案・実

施、外国語教育の企画・提言並びに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（以下「本学」という。）の教育の充実・発展を図ることを目

的とする。」と明記されている。 

 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

が責任を担っていく方向で、教育の充実・発展を図ることになっている。 

特に平成25年度までは、以下の５項目に関する目標を設定してきた。 

（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実施するとと

もに、教育センターの運営組織を検討し組織改編を行う。 

（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、全学の専任教員により共

通教育を充実させていくべきであるという、実質的な全学出動方式を構築

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、将来的にはグローバル教育センター（仮称）の設置に

繋げ、共通教育や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、国際連携推進センター、留学生センター、産学官連携推進センタ

ー、生涯学習教育研究センター、稲盛アカデミー、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である高等教育機構（仮称）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）職業人に求められる高度な教養教育を実施するため、大学院全学横断的教

育プログラムを整備・拡充していく。 

 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る。 

 

 

２．活動の概要 

 

平成25年度の主な活動目標は、以下の４項目であった。 
（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実施する 
（２）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 
（３）共通教育の全学的な協力体制について検討する 

（４）大学院共通科目の整備・拡充を行う 
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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25年度活動目標の４項目について以

下に説明する。 

（１）平成25年度入学生から、人間力の基本要素である実践力、判断力、精神力、

身体力、コミュニケーション力と知力を養成する「人間力養成プログラム」

と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」により構成した新共通教育カリキュラムを実施するとともに、併せて

共通教育科目の卒業要件単位数の見直しも反映させた。 
（２）カリキュラム改編に伴い、専門教育との連携を強化するとともに、教育セン

ターの企画・立案体制を整備し、「鹿児島大学教育センター規則」及び「鹿児
島大学教育センター会議規則」の一部改正を行った。 

   改正の主な内容は、教育センター組織にある高等教育研究開発部の業務に、

共通教育等の授業・カリキュラムや専門教育との連絡調整についての検証・

提案に関する事項を明記したこと。外国語教育推進部会と外国語科目専門委

員会を統合したこと。共通教育企画実施部会の構成員、各科目専門委員会の

構成員を見直すことで、教員の負担軽減を図りつつ、より実質的な会議体と

なるよう改めたことである。これらは、平成26年４月１日から施行となる。

（３）平成26年度より、共通教育と専門教育との連携について自由な意見交換の場

を設け、今後の施策に反映させることを目的とした共通教育懇談会を新設す

る。また、幅広い共通教育科目を実践するために、現在担当している授業テ

ーマや将来担当可能な授業テーマを任意登録し、新たなカリキュラム構築の

ための母体になる各科目教員グループを設置したことが挙げられる。これら

の円滑な実施については、平成26年度に引き続き検討する。 

（４）平成18年度から開設していた大学院共通教育科目「いのちを学ぶ」科目群

を発展的に解消し、その内容については、平成26年度から既設の３つの特

別コースに継承して実施していくことにした。なお、「いのちを学ぶ」科

目群のポリシーを引き継いで、「生活安全学」（教育学研究科）を特別コ

ース共通として平成26年度から開設することにした。 

   また、外国語コミュニケーション教育コースについては、「プレゼンテー

ション・スキルズ」を平成26年度から文系向けと理系向けに区分して開設

することにした。 

 

 
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、改善された点や今後の改善点、検討事項等を述べ

る。 

（１）平成25年度にスタートした新共通教育カリキュラムについて、今後、検証

を行うとともに、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、初年次教育の導入等について検討する。 

（２）教育センターの企画・立案体制を整備したことで、より円滑に教育センタ

ー業務を遂行できるようになった。今後、教育に係る学共施設等を視野に

入れ、全学的な視点から教育機構の構想などについて検討する。 

（３）平成26年度から共通教育懇談会や各科目教員グループの登録を実施する。

（４）大学院における共通教育を拡充させるため、「水」と「エネルギー」に関

する新たな教育コースの開設について検討を開始する。 
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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 

 

 平成25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

の事項であった。 

（１）と（２）は完成し、（３）と（４）については、平成26年度からの実施が

決定しているため、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る。 

 以上のことから、自己評価は「良好である」と判定する。 
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組織評価報告書（平成２５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、稲盛経営哲学について、卓越した教育研究を展開するととも

に、「鹿児島大学憲章」に基づき、進取の精神(困難に自ら果敢に挑戦する気概)を

有する人材の育成に貢献することを目的としています。 

                            

 

２．活動の概要 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１.１)平成26年度共通教育科目の「進取の精神体験学習in鹿児島」のシラバスを作

成した。本授業の目的は、鹿児島大学教育目標に則し、向上心をもって自ら困難に

立ち向かう態度(進取の精神)および地域における活動に積極的に関わり、社会の発

展に貢献できる行動力を養うことである。本授業の内容および方法は、 

①本学の歴史や日本の近代化を推進する過程で多くの困難に果敢に挑戦した鹿児島

の若者について学び、本学が先人より引き継ぐ「進取の精神」を理解する 

②平成26年度は、鹿児島で社会の発展のための活動を展開している団体等の中で、

ユネスコ協会、竹子農塾、屋久島環境文化センター、日赤血液センターの４団体の

責任者等によりそれぞれの活動について講義を受けた後、受講した学生が土･日曜日

、休日等にこれらの活動への自主的参加を決断する行為や、地域社会の現場での活

動に積極的の参画するなかで、進取の精神と行動力を涵養する。責任者等は、講義

だけではなく、休日等の現場において学習を支援する。 

２)平成26年度における共通教育科目「進取の精神体験学習in鹿児島」授業担当

者として４名の特任教授を３月１日付けで採用し、授業実施のための打ち合わせを

３月に２回行った。 

 

１．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』を平成25年度

１月より第１期、平成25年度９月より第2期を開講し、第１期27名、第２期20名の修

了生を輩出しています。 

２．教育として、主として人間力の育成に関して、幅広い観点から合計17科目 

を設置し、学生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．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。 

 

稲盛アカデミーの教育目標を鹿児島大学教育目標(４つの行動目標)を踏まえて見

直し、新たな教育目標を定めた。『進取の精神を有する人材の育成を目指し、①豊

かな人間性と倫理観を身につけ、向上心をもって自ら困難に立ち向かう態度を養う

。②地域社会の活性化に貢献できる行動力を養う。③グローバルな視野をもち、国

際社会の発展に貢献できる実践的な能力を育む。』 
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２.１)平成26年度の共通教育科目の「進取の精神海外研修inベトナム」のシラバス

を作成した。本授業の目的は、鹿児島大学教育目標に則し、向上心をもって自ら困

難に立ち向かう態度(進取の精神)を養い、グローバルな視野をもち、国際社会の発

展に貢献できる実践的な能力を育むことである。①授業では、まず本学が先人より

引き継ぐ「進取の精神」を理解するために、本学の歴史や日本の近代化を推進する

過程で多くの困難に果敢に挑戦した鹿児島の若者について学ぶ。②日本と同様に中

国より仏教や文化が伝播したベトナムでは、ベトナム国民は長い間、中国、フラン

スによる長期間の侵略やベトナム戦争に堪えた後、現在、懸命に国土の復興と産業

等の振興に懸命に取り組んでいる。③授業ではベトナムを訪問し、ベトナムの様々

な取り組み等に直接に接するとともに、ベトナムの同世代の若者等と交流する。海

外研修への参加を決断する行為や、ベトナム社会の現場でのベトナム国民との積極

的な交流、特に、稲盛アカデミーハノイ事務所で日本語・日本事情を学び、本学へ

の留学に果敢に挑戦する若者やベトナム支援活動等を行っている日本人若者に接す

るなかで、進取の精神を涵養するとともに、国際交流の実践力を育む。 

２)平成26年度における共通教育科目「進取の精神海外研修inベトナム」の授業担

当者として４名の特任教授を３月１日付けで採用し、授業実施のための打ち合わせ

を３月に２回行った。 

 

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 

新しい授業の開発の他、履修証明プログラム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２５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しました。 

○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、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・運営を行っています。 

○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・情報の共有化を図りました。 

○各施設に部会を設け、運営、予算、設備管理等について議論できる環境を整えま

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】 

○遺伝子実験施設・機器分析施設においては、利用予約システムを導入・改良し、

利用者の利便性を図りました。遺伝子実験施設においては運用開始からこれまでに

11,109件のアクセスがあり、そのうち1,412件予約登録がありました。機器分析施

設においては、アクセス数：6,163件、利用者数：7,366名、利用件数：5,532件あ

りました。動物実験施設では、動物施設管理システム（動物の退舎や餌の変更）を

ユーザーが使用し、その状況を把握できる体制をH22年度より構築しています。こ

れまで紙媒体で利用していたものを電子化し、利便性を高めました。 

○自然科学教育研究支援センター利用料金規則を一括改正するとともに利用料金

の見直し、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

図りました。 

【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。（遺伝子実験施設） 

○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）なら

びに次世代DNAシークエンサーの利用・導入に向けて解析技術のレベルアップに努

めました。(遺伝子実験施設) 

○他機関からのマウス導入の効率化や本学の生物資源を保管できるよう生殖工学

技術の技術向上に努めました。(動物実験施設) 

○実験動物の感染症対策である微生物モニタリングを確立・運用を開始し、施設に

おける感染症対策の強化を図りました。(動物実験施設) 

○NMR装置２台にヘリウム凝縮装置を設置し、NMR装置の維持を図るとともに従来の

使用量（500 L）を50 Lまで激減すべく努力しています。(機器分析施設)  

○NMR装置の安全管理、事故発生時の早期対応のために、NMR室にネットワークカメ

ラを設置し、装置の稼働状況を24時間チェックするようにしました。(機器分析施

設) さらに、大学連携研究設備ネットワーク共同研究費を使用して、レーザーラ

マン顕微鏡の普及のために４名の講師を招いて講演会を開催しました。（９月20
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日機器分析施設参加者数49名） 

○平成25年度に低レベル放射能・メスバウアー分光システムが導入され、さらな

る放射能分析技術の拡充に向けてスキルアップを図っています。 (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実技講習会を３回開催しました（参加者：18名）。 (動物

実験施設) 

○質量分析装置やDNAシークエンサー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ーを開催しました。(遺伝子実験施設)  

○教育支援を目的とした平成25年度核磁気共鳴装置安全講習会を開催しました。（

４月24日、５月８日、合計参加者数：44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。 

○福島復興支援として、福島県農業総合研究センター及び林業センター依頼の試

料の放射能分析を実施しました。（アイソトープ実験施設） 

○アイソトープ実験施設において施設独自の「一般食中の放射性物質モニタリン

グ事業」を起ち上げました。 

○第11回公開講座 夏休み体験学習「放射線ってどんなもの?」(８月２日：参加

者数：35名)と鹿児島県高等学校教職員組合 第35次教育研究講座（理科）を開

講（８月11日参加者：９名）しました。（アイソトープ実験施設） 
○文部科学省委託事業「正しく理解する放射線」教育職員セミナー(鹿児島市中
学校理科部会、８月 23 日、参加者 20 名、佐賀県教育委員会学校教育課、11 月
29 日、参加者 30 名、宮崎地区中学校理科主任会、平成 26 年２月 29 日、参加者
30 名)や出水市防災講演会で原子力防災に関する講演(9 月 23 日)を行い、鹿児島
市原子力総合防災訓練に協力しました。(10 月 11, 12 日)(アイソトープ実験施
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） 

◆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８号や遺伝子実験

施設年報第９号、機器分析施設年報第13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ます。さら

に、各施設の特性を活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２年目の過渡期ではありますが、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。 

 

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 

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

施するとともに、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２５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25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」の達成を目指すことを最終目標とし、平成25年度は以下の活動を実施し、

成果を得ました。 

【活動概要】 

（１）医用ブタを用いた前臨床研究を推進（臓器置換・異種移植外科分野） 

①本分野が主たる事業者として申請した文部科学省平成26年度概算要求特別経

費（プロジェクト分）「高度動物発生工学・生物学を駆使した先進ミニブタを用

いた前臨床研究開発・研究者養成拠点形成－鹿児島大学発信トランスレーショナ

ル先端研究推進プロジェクト」が本学唯一の新規プロジェクトとして採択。 

②企業との共同事業による前臨床研究推進として、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において、平成24年度のシーズ顕在化型に加え、

本年度は探索型を獲得。 

③異種移植腎移植で、ブタサイトメガロウィルスが異種移植腎拒絶を誘発するこ

とを明らかにし、その結果は国際移植学会誌Transplantationに採択並びに国際

異種移植学会Young Investigator Award受賞。 

④ブタ・サル間異種肺移植の推進。 

⑤MHC確立ミニブタiPS細胞プロジェクトの推進（医歯学総合研究科、自治医科大

と連携） 

⑥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推進し、

その一環として繁殖・供給コア施設であるNPO医用ミニブタ研究所を管理。 

⑦他施設との医用ミニブタを用いた前臨床研究による学外ネットワークの充実。

 

（２）次世代型医用ミニブタの開発推進（臓器置換・異種移植外科分野/遺伝子

発現制御分野） 

①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を

ハーバード大学移植生物学センター（TBRC）と連携し推進（臓器置換・異種移植

外科分野）。 

②遺伝子改変ブタ細胞の効率的取得のための研究推進。1）次世代型遺伝子ノッ

クアウト法と期待されるCRISPR/Cas9系と、独自開発のtargeted toxin法を組み

合わせた標的遺伝子破壊ブタ細胞の効率的取得、2）トランスポゾンを用いた複

数遺伝子のブタ細胞ゲノムへの同時導入、3）薬剤選択を用いない標的遺伝子の

過剰発現を示す遺伝子改変ブタ細胞の取得、4）至適薬剤濃度の決定遺伝子発現

制御（遺伝子発現制御分野）。 

③成人病研究に応用可能な鹿児島大学開発の動脈硬化病変発症ミニブタの病変

解析を医歯学総合研究科と連携し開始（臓器置換・異種移植外科分野）。 

 

（３）医用ミニブタを用いた外科的トレーニング（先端医療開発分野） 

「内視鏡手術普及・啓発の会」を活動の母体として、ミニブタを用いた実践的
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な内視鏡トレーニングの実施。 

（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） 

癌幹細胞プロジェクトとして、癌幹細胞理論による新しい視点から、固形癌（

特に難治性癌の代表である膵癌）をターゲットとした研究に取り組み、分子細胞

生物学レベルから研究を始め、ヒトの癌を免疫不全マウスに移植した実験モデル

への研究進展。 

 

（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大学院医歯学総合研究科のプロジェクト講座(癌・再生医療学)として、修士・

博士課程の教育 (博士課程大学院生２名在籍)および修士課程院生を対象にした

「再生・移植学入門」を開講。 

②大学院医歯学総合研究科臓器置換・異種移植外科学博士課程への新規２名の入

学。 

③研究員一名のハーバード大学TBRCへの留学。 

④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、研修医や若手外科

医を対象として10年間継続開催。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

平成25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）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３件、基盤Ｃを１件、萌芽研究を２件、

科学技術振興機構A-Stepを１件獲得。 

 

（２）国内外研究ネットワークの積極的構築 

①国際研究交流として、従来のハーバード大学TBRCとの研究連携に加え、中国厦

門大学移植センターおよびインド大使館主導研究交流の開始（臓器置換・異種移

植外科分野）。 

②国内研究交流として、自治医科大、日本医科大、藤田保健衛生大、東京女子医

科大、明治大の移植・再生医療領域の研究室と科研費分担研究（臓器置換・異種

移植外科分野）また、農水系研究所、東海大、信州大、防衛医科大との共同研究

の推進（遺伝子発現制御分野）。 

 

（３）国際学会ならびに国内研究会の主催（臓器置換・異種移植外科分野山田）

①国際異種移植研究会の開催（副会長・プログラム委員長）。 

②日本異種移植研究会開催（会長）。 

③第１回日本先進医工学ブタ研究会開催（会長：２度にわたる鹿児島大学発ミニ

ブタシンポジウムを基盤とし、医用ミニブタ研究の全国展開を目的として発足）。

 

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、欧米と同等もしくはそれ以上のプロトコールで実施。 

（３）わが国唯一のMHC確立クラウンミニブタの拡充プロジェクトとして、MHC確

立クラウンミニブタを用いたiPS細胞関連プロジェクトを開始。 

（４）わが国初のMHC確立ミニブタ（クラウンミニブタ）の繁殖および研究目的

の供給コア施設であるNPO医用ミニブタ研究所を管理。 
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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、平成24年度の改組とセンター名

称の変更によって目的と研究課題が明確となり、より純化した組織になるととも

に、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。その一例として、学内の他部局が当センタ

ーを分担・連携施設として申請する際に、当センターの役割が、その名称からで

も読み取り易いものとなった利点があります。 

センターとしての外部競争的研究費の獲得成績は非常に優れているものの、臓

器置換・異種移植外科分野研究者に偏重した傾向があり、他研究分野の研究者に

よる外部資金獲得が改善課題となっていました。しかし平成25年度は先端医療開

発分野も科研Ｂを獲得し、また遺伝子発現制御分野でも科研Ｃおよび他大学も含

めた分担研究を積極的に進め、全分野において外部資金獲得効果が得られまし

た。 

平成26年度は改組３年目となりますが、当センター臓器置換・異種移植外科分

野が中心となる概算要求プロジェクトが平成26年度４月から開始され、国内外他

施設との連携に加え、センター内３分野の更なる連携強固が求められます。連携

強化を目的として、（1）外部委員も含む運営会議に加え、センター専任教官に

よるSenior Investigator Meetingを開催（平成26年度から年間８回予定）、（2）

３分野合同リサーチカンファランスを行い、専任教官のみならず若手研究者にも

連携研究を浸透させる方針です。 

 

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 

上記にまとめた成果と改善点を総合し、良好と評価しました。 
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組織評価報告書（平成２５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) その他センター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・かごしま水族館を活か

した地域活性化プロジェクトなどを着実に実施しました。また、かごしま産学官

交流会、「かごしまの水産研究と地域産業界の取り組み」などのイベントの企画

・開催を通じて、産学連携の交流の機会を地域社会に提供しました。 
・全国の国立大学法人共同研究センター等を円滑に運営するための連絡、意見交

換の場として毎年開催されている国立大学法人全国共同研究センター長等会議を

主幹大学として開催しました。 
（知的財産部門） 
・医療分野に関する特許マップの企画・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３回開催し、教職員等の知財マインドの向上に寄与しました。

・出願に係る学内手続きの周知を図るため、知的財産部門 HP に「国内出願の流れ」、
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「外国出願の流れ」を掲載しました。 
・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をしました。  
・教育プログラムを推進しました。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

（産学官連携部門） 
・COC センター（仮称）の設置準備に積極的に協力しました。 
・全国域の産学連携関係者との交流を行いました。 
（知的財産部門） 
・知的財産啓発ポスターを作成・配付し、教職員等への啓発を図りました。 
（事業化支援部門） 
・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。 

 

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 

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、国立大学法

人全国共同研究センター長等会議の開催を通じ、全国域の産学連携関係者との交流

を行いました。知的財産の側面からは、医療分野に関する研究戦略を支援する特許

マップを提供する他、知財セミナーの開催、知財HPの改善や啓発ポスターの作成な

ど、教職員等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２５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

れらの鹿児島大学の埋蔵文化財の調査に関する業務を行い、本学内に存在する埋蔵

文化財の保護対策を講ずることを目的としています。 

 

２．活動の概要 

平成25年度には学内の施設整備事業に伴い、発掘調査３件、試掘調査１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もの３件分については、発掘調査報

告書を発行し、掲載しました。また、平成24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「土器焼成実験」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、学内出土品も卒論等の資料として提

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 

出土品の整理作業にデジタル測量を本格的に導入しました。特に、遺物の実測

に３次元スキャナによる測量を導入し、形状の詳細なデータを得る事ができる環

境を整えました。またこれらは、遺物の詳細な形状の把握が可能になるとともに、

遺物の分類・解析にも有効で、遺物研究の大きな助けになると期待されます。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

１．遺物整理作業の効率化 

デジタル測量の本格的導入の結果、遺物整理作業のうち、最も時間を要し、作

業員の専門的技術も求められる実測作業の効率化につながり、遺物整理の作業効

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。 

 

 

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 

平成25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２冊を刊行しました。整理作業も、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お

よび研究発表を行っています。また、古代須恵器の化学的分析について、ハイデ

ルベルグ大学やボン大学などの海外研究者との共同研究を開始しました。 
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組織評価報告書（平成２５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３名の特任教員を配置し、57 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。 

センター設置以降、防災・減災に対する啓発活動のためのシンポジウム（国立大

学協会共催「鹿児島大学出前シンポジウム～地震・津波に対する学校と地域の防災

を考える～」(志布志市 H25.11.9)）・セミナー等を開催し、調査研究の成果を公開

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

も、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（地域連携部門、調査研究部門（水害･土砂災害(気象関

係)、総合防災））の配置を行い、自治体や消防機関、気象台との連携を密にし、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） 

 

学内の兼務教職員で組織されていたセンターに、文部科学省特別経費（プロジェ

クト分）により予定した３名の特任教員を配置したことに伴い、センターの業務分

担・役割が明確になり、センター機能及び業務遂行の改善が得られました。 

この機能を維持していくためには、今後、特任教員ではない専任教員配置の必要

性があります。 
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３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     ■Ⅲ 良好である。 

     □Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。     

  
     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。 
・防災力向上、津波減災等に関するシンポジウム等の実施や講師の派遣を次のとお

り実施したこと。 

防災シンポジウム（志布志市、H25.11.9） 
日韓共同シンポジウム（人文社会学研究科共催、H25.10.23） 
鹿大防災セミナー（３回：H25.6.5、H25.10.2、H26.1.16） 
夏休み こども火山スクール in えびの高原（H25.8.3） 
講演：地方気象台（３回）、鹿児島市危機管理局、鹿児島市教育委員会、河川

情報センター、自然公園財団えびの支部、霧島市防災協会など 
・実践的防災教育総合支援事業（文部科学省から鹿児島県教育委員会への委託事業）

におけるモデル校（霧島市：大田小学校、霧島中学校、霧島高等学校、志布志市；

通山小学校、有明中学校、志布志高等学校）での講演や実地訓練での指導等を行っ

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２５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、36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 

鹿児島県肝疾患拠点病院として、県肝疾患拠点病院連絡協議会、県肝疾患診療連

携ネットワーク研修会及び市民講座等を開催しました。 
鹿児島県がん診療連携拠点病院として、県がん診療連携拠点病院連絡協議会を開

催すると共に、平成25年11月には県よりがん医療地域連携推進事業を受け、県内医

療機関へのがんクリティカルパスの普及に向けた説明訪問及び市民公開講座を開

催しました。 
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39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、平成19年より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（Ｃ棟）新営工事も平成25年７月末竣工し平成26年１月

から本格稼働させることができました。今後は平成28年度竣工予定の新病棟（Ｂ棟

）建築に向け、設計作業に着手する予定です。 

 また、平成25年10月に新病棟（Ｃ棟）８階に開設された総合臨床研修センター

には、 新のシミュレータが多数設置され、県内の医師・看護師・薬剤師・臨床

技術者等あらゆる職種の医療従事者を対象に幅広い内容のシミュレーショント

レーニングを提供しています。 

 
３．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

県がん診療連携拠点病院連絡協議会等で継続協議してきた本県のがんクリティ

カルパスの内容が決まり、本院は県より平成25年11月にがん医療地域連携推進事業

(期間：平成25年11月～平成28年３月)を受け、県内医療機関へのがんクリティカル

パスの普及に向けた訪問活動をスタートし、併せて市民公開講座を開催しました。

新病棟（Ｃ棟）建設工事は予定通り７月末に無事竣工し、10月３日に新病棟竣工

式・総合臨床研修センター開所式を実施しました。その後、必要な機器・物品の購

入、設置、調整や建物清掃等役務契約の変更契約を行い、12月28日に旧病棟からの

移転を実施し、予定通り新病棟を稼働させることが出来ました。 
新病棟屋上に設置されたヘリポートに関しては、１月の運用開始に向けて院内関

係者や鹿児島県のドクターヘリ・防災ヘリ担当者や鹿児島県警航空隊、海上保安庁

と試験飛行日時や航空局への届出書類等の打合せを実施し、１月20日から運用開始

することが出来ました。 

新病棟８階に開設された総合臨床研修センターについても10月に聖路加国際メ

ディカルセンターの日野原重明先生を招いてオープニングセレモニーを開催し、県

内の医療従事者や研修医等に対してシミュレータ等を利用したトレーニングセン
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ターとしての意義を十分アピールすることができました。 
総合臨床研修センターでは、研修医の研修修了や進路、さらに体調不良や妊娠・

出産に伴う相談に対しても適宜面談を実施し、研修修了に向けサポートを行いまし

た。この結果、平成24年度採用研修医については、妊娠・出産や体調不良による研

修休止者を除く31名を無事修了させることができました。さらに研修医の環境改善

のため、研修医の要望に応じて各種備品の購入や清掃業務委託契約の導入などを行

い、研修医からの評価も向上しました。平成26年度も33名の研修医を採用し、充実

した内容の卒後臨床研修を提供できるよう各種サポートを行う予定です。 

また研修医への充実した学習機会の提供を目的に、院内の診療科との協力体制の

もと、研修医向け講義・実習を計29回、研修センター内での研修医主催の勉強会を

５回、研修医向けWebカンファを５回開催しました。講義・実習については内容も

充実しており、研修医への学習効果が高まりました。また勉強会やWebカンファに

は医学部生も多数参加しており、学生教育や研修医獲得にも効果を挙げています。

看護部では地域との機能的連携を強化するために、地域の施設や保健所、包括

ケアセンター、訪問看護等の役割の理解と研修を実施しました。入職後３年目を

対象にした「鹿児島医療人育成プラン」を具体的に示し26名の看護師が地域の施

設での１日見学実習を行いました。 

また、キャリアパスにおける地域看護コースの充実の為に、地域施設へも呼び

かけ計４回の公開講座を行いました。これらの育成した人材の活用法として離島

からの人材派遣要請に応じられるように体制を整え、平成25年度は三島村との派

遣協定を結び約１か月間の看護師派遣を実施しました。平成24年度から実施して

いる民間病院との助産師人事交流を25年度も実施し助産師の実践能力向上につ

ながっています。この実績を基に鹿児島県及び看護協会からの委託による助産師

出向事業への施設参加も検討しています。 

認定看護師による専門分野研修の地域公開に関しては、WOC・脳卒中リハの2分

野のみでしたが、県看護協会や市町村からの要請による院外向け研修は延77件行

っており、昨年に比し２倍以上に広がっています。地域との救急場面を想定した

シミュレーションプログラムは検討段階に入っており、次年度に向け実施レベル

まで高めたいと考えています。 

臨床技術部では、平成 25 年度は医療技術職員に必要な資質の向上を目的に、専

門資格の取得に必要なセミナー等の参加を奨励し、また、得た専門資格を基にチー

ム医療への貢献、日常診療の質の向上並びに施設認定等の維持を目指しました。

（検査部門）①認定臨床微生物検査技師の資格を１名取得し、育成のためセミナー

・教育プログラム等への積極的参加しました。②認定輸血検査技師の取得を１名予

定していましたが２次試験で不合格となり、次年度に再受験する予定です。③呼吸

器細胞診用検体の提出方法を新しい技術である液状化検体細胞診に変更すること

により診断精度は向上しました。また、液状化検体細胞診採用により免疫染色等が

容易に実施できるため組織型の判断精度は向上しました。 
（放射線部門）①放射線治療における専門資格取得者の充実を図りましたが、平成

25 年度現在、放射線治療専門放射線技師・品質管理士２名のみとなり実質減とな

りました。来年度、続けて資格取得を促します。②IMRT 等の高精度放射線治療の

件数は増加し、特定機能病院及びがん診療連携拠点病院の責務を果たすことができ

ました。③第１種・第２種放射線取扱主任者は、（現在第１種 15 名、第２種２名）

新たな資格取得者はありませんでした。④放射線管理の充実（システムの更新）、

医療用Ｘ線等の放射線相談については対応できています。 
（臨床工学部門）①血液浄化専門臨床工学技士の学会、セミナーに７名参加し資格

取得に向け努力しています。②体外循環技術認定士の資格取得のために必要なセミ

ナーに２名参加しました。７月に人工臓器学会に参加し、体外循環技術認定資格を

１名受験し体外循環技術認定士を取得しました。③臨床研修センターの機器管理に

関わり、医療機器の進歩と安全な医療機器操作について貢献できるように、他施設

の運用状況等を実際に見学に行き、来年度からの運営に備えました。④救命救急セ
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ンターの機器の管理や調整に関わり、医療機器を通して地域の救急医療に貢献する

体制を作る事が出来ました。 
（リハビリテーション部門）①ICU でのリハビリテーションの本格的な専従職員の

配置と、ローテーション体制の確立については、現在１人体制から 1.5 人体制に移

行してきました。②ICU 専門リハビリテーションに必要なスキル向上のため岡山医

療センターと静岡県立がんセンターにて研修を実施しました。③霧島リハビリテ－

ションセンターでは、PNF の研修参加、促通反復療法の講習実施、義肢装具学会及

び理学療法士、作業療法士全国学会での演題発表並びに参加を行いました。 
（歯科部門）「歯科衛生部門」は①チーム医療の参画、また業務や個人の資質の向

上を目的に日本口腔ケア学会認定、摂食嚥下リハビリテーション摂食嚥下コーディ

ネータ１名、口腔機能管理認定歯科衛生士１名、健康咀嚼士１名の資格を取得しま

した。②ホワイトニングコーディネータの資格を２名取得しました。③日本歯周病

学会認定歯科衛生士を受験し現在結果待ちの状態です。④多職種と地域の歯科衛生

士対象に研修会を行いました。 
「歯科技工部門」は①学位取得に向け放送大学で単位を取得しました。②学会で

のポスター発表を行いました。③認定士に必要な単位を取得しました。④スキルの

向上、また技術のスピードアップのためにセミナー等へ積極的に参加しました。

薬剤部では、平成 25 年度に以下のことに取り組みました。 
英語論文抄読会、新薬に関する研修会等を実施し、 新の知識、技術および手法

を取り入れました。さらに、症例報告や疑義照会事例の紹介等も含めて毎週定期的

に開催を実施し、個々の知識や技術の習得が進みました。 
院内各種チーム医療へさらなる貢献ができるよう、さらに感染対策、緩和ケア対

策やクリニカルパス等の院内委員会等でも活躍できるように薬剤師養成、人員配置

を行いました。 
手術部・ICU、救急部等での医薬品管理はもとより、積極的な薬物療法への参加

を行いました。がん症例検討やレジメン登録検討会への参加、糖尿病教室への協力

等を行うとともに、救急部運用開始時より薬剤師の配置や業務分担を行いました。

 特定共同指導に対して、薬剤管理指導記録簿などの再点検、TDM や医薬品情報の

提供等の整備を進めることができました。 
持参薬、お薬手帳などを通じて他の医療機関との連携をさらに強化できるよう

に、県病院薬剤師会や県薬剤師会と共同して活動を行いました。 
他の医療機関との連携が図れるように、退院時の薬剤管理指導を実施しました。

在宅での処方薬の整理や入院時の持参薬への対応として、おくすり整理バックの

利用を検討し、専用の袋を提供する体制に向けて準備を始めました。 
全病棟での業務である”薬剤業務実施加算”という診療報酬を算定することがで

き、医薬品の適正使用への貢献はもとより、病院経営への貢献もできました。 
院外から日本病院薬剤師会・日本医療薬学会のがん薬物療法に関する研修生（県

内に勤務する薬剤師）を各１名ずつ受け入れました。さらに、本年度も県内各地で

４回がんプロ研修会を開催し、地域の薬剤師はじめ医療関係者への情報提供、連携

を図ることができました。 
薬学部実務実習生の受け入れ、薬剤師の初期研修生を受け入れ、院内の施設を利

活用して今後の地域医療を担う人材の養成に積極的に取り組んでいます。 
栄養管理室では、管理栄養士がチーム医療の一翼を担う体制を整備し、多職種

との連携、患者への適切な栄養管理、栄養指導の充実に取り組みました。各診療
科と連携し、糖尿病教室や治験への協力、嚥下食の見直しを行いました。栄養士
の臨地実習については５名を受入れました。 

栄養管理の質の向上を目的に、専門資格の取得に必要なセミナー等の参加を奨
励し、日本静脈経腸栄養学会認定資格の NST 専門療法士を２名、日本糖尿病療養
指導士認定機構の糖尿病療養指導士を１名が取得しました。 

平成 25 年度は、特に医療安全確保のための食事性アレルギーに対する取り組
みを強化し、九州代謝・栄養研究会で発表を行いました。NST の活動については
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日本静脈経腸栄養学会でポスター発表を行いました。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

これまで、県がん診療連携拠点病院連絡協議会等で本県のがんクリティカルパ

ス（肺がん、胃がん、大腸がん、肝がん、乳がん、子宮がん）について検討し、

今年度作成しました。このがんクリティカルパスは、平成25年11月に本院が県よ

り「がん医療地域連携推進事業」として受け、県内医療機関へ普及のための説明

会や訪問活動をスタートさせ、がん患者及びその家族が住み慣れた地域で安心し

て治療できる環境整備に努めました。 

新病棟に総合臨床研修センターが設置され、研修医の研修環境は格段に改善さ

れ、鹿児島県の医師確保に貢献していると判断できます。一方シミュレータトレ

ーニングについては院内関係者の利用が大半を占めていますので、県内の医療従

事者の利用促進について今後一層力を入れていく必要があると考えています。 

検査部門では液状化検体細胞診採用により組織型の判断精度の向上に繋がりま

した。放射線部門はIMRT等の高精度放射線治療の件数が増加し、特定機能病院及び

がん診療連携拠点病院の責務を果たせました。臨床工学部門は救命救急センターの

機器の管理や調整に関わり、医療機器を通して地域の救急医療に貢献する体制を作

る事ができました。リハビリ部門ではICUでの本格的な専従職員の配置と、ローテ

ーション体制の確立ができました。歯科部門では歯科衛生士が各種認定資格を５名

取得し、また歯科技工部門では学士資格取得、各種セミナー、学会発表を行いチー

ム医療に貢献できました。 

薬剤部では、平成24年度から開始した全病棟での活動をはじめ、様々な分野で

薬剤師としての活動に積極的に取組み、成果を上げることができました。 

また、地域医療へ関わりを徐々に拡大し、大学病院としての人材養成にも積極

的に取り組みました。 

病院経営の面から後発医薬品への切り替えを進め、特に今回は抗がん剤を切り

換えることで、医療の質や内容に影響を及ぼさないように配慮して医薬品購入経

費の節減に貢献できました。 

栄養管理室は、新病棟への移転に伴う調整、入院患者給食業務委託契約の変更

契約を行い、12月27日に新病棟にて稼働させることが出来ました。新たに「調理

現場支援システム」を導入し、より安全安心な食事療養に取り組んでいます。 

 

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 

本県のがんクリティカルパス（肺がん、胃がん、大腸がん、肝がん、乳がん、

子宮がん）の普及活用に向け、平成25年11月に本院が県より「がん地域医療連携

事業」として受け、県内医療機関へ普及のための説明会や訪問活動をスタートし

、併せて市民公開講座を12月に開催しました。また、同パスの運用について県内

26病院とがん診療連携指導体制の整備が図られました。 

新病棟を予定通り７月末に竣工し、12月末には無事病棟移転を実施・稼働させ

たことにより、より良質なアメニティーの提供が出来るようになりました。また

、新病棟屋上に設置されたヘリポートも運用開始となり、救命救急の機能が強化

され患者搬送時間の短縮にも大きく貢献しています。 

新病棟８階に開設された総合臨床研修センターには 新のシミュレータが多

数設置されており、研修医は勿論、医師・看護師・薬剤師・医療技術職員等あら
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ゆる職種の医療従事者の研修・研鑽の場を提供し、県内医療の一層の質向上に貢

献できていると考えています。 

臨床技術部門では年度目標の１つである認定資格取得にそれぞれの部門が成果

を挙げる事ができました。検査部門は認定臨床微生物検査技師の資格を、臨床工学

部門は体外循環技術認定資格をそれぞれ１名ずつ取得し、歯科部門は摂食嚥下コー

ディネータ、口腔機能管理認定歯科衛生士、健康咀嚼士の資格をそれぞれ1名ずつ

取得しました。また、ホワイトニングコーディネータの資格を2名取得しました。

それ以外の部門もチーム医療への貢献及び日常診療の質の向上並びに施設認定等

の維持に貢献しました。 

薬剤部では、平成25年度は通年で16病棟において「薬剤業務実施加算」を算定す

ることができました。また、チーム医療において、感染制御（専従１名）、緩和ケ

ア（専任１名）、化学療法（専従１名）、HIV対策（兼務１名）、NST（兼務１名）

、褥瘡（兼務１名）の他、医療安全（分析担当１名兼務）などを配置してチーム医

療の一員として医療の質向上と安全の確保への貢献ができました。 

薬学部実習生計29名受入、卒後研修生４名、がん関連研修生２名の受入れ、さら

には医学部・医歯学研究科等への教育支援、研修医や新任看護師への教育を分担し

、医療人養成に寄与できました。 

抗がん剤を含め19品目を後発医薬品へ切り替え、総購入額で平成24年度4.53%か

ら25年度5.06％、２月以降は月間で７％を後発医薬品とすることができました 

 

 上記の実績に基づき自己評価結果をⅢ（良好である）と判断しました。 
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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２５年度） 

 

部局等名：  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る。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きた。また、安全安心な園

づくりについては、附小の協力による避難訓練の実施、緊急連絡システムの機能

充実、備蓄の推進等着実に進みつつある。 

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

〇 教員免許状更新講習の実施も３年目を迎えて内容の見直しを行い学部の協

を得て８月６日（火）に開催し幼稚園教諭を中心に30名の受講者があった。 

〇 インターンシップ制度の実施も４年目を迎え、１月中旬～２月に学生７名の

参加を得た。学生にとっては幼稚園への就職に向けてキャリアを積むことがで

きるとともに、本園にとっては保育の充実を図ることができ、互恵的な取組と

なった。一緒に遊ぶことができて園児も大喜びである。 

〇 本年度は、県国公立幼稚園協会事務局として、第64回全国国公立幼稚園長会

総会･研究大会 鹿児島大会を６月14日・15日に開催し、全国から400名を越え

る参加者を得、幼稚園教育の質の向上に向けて協議する貴重な機会とすること

ができた。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

〇 学部との共同研究について「子どもたちが自分らしさを発揮できる保育を目

指して」「安心安全な幼稚園を目指して」の２件に取り組み、保育参観を通し

て指導助言をいただく機会が増えたり、先進園の視察、関係資料の収集等も進

めたりすることを通して、職員の資質向上につながった。今後は、得られた知

見を意図的計画的に保育の中で生かし、実践の充実をさらに図りたい。 

〇 学部の支援により築17年の園舎の屋根の補修、空調設備等の修理など、健康

的で快適な環境の整備が計画的に進みつつある。 

〇 園児の心身ともに健全な成長を支えるPTAについて、全会員が参加する楽し

い活動をめざして組織や活動内容等の改革を進めている。 

 
３．自己評価結果 

    ○活動状況について 

     □Ⅲ 良好である。 

     ■Ⅱ おおむね良好である。（標準） 

     □Ⅰ 不十分である。      
  
     判断理由 

 第２回幼稚園評価（職員、２月実施）において68項目中全ての項目で「大変よ

かった」「良かった」が83％以上を占め、保護者アンケート（10月実施）におい

て43項目中全ての項目で「よく当てはまる」「当てはまる」が85％以上を占めた

。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局等名：附属小学校 
 

１．活動の概要 

本校の使命を果たしつつ、学校教育目標の具現化を図るために、学部と連携し

た共同研究及び研修を推進するとともに県との連携を深める。 

 特に、複式学級における学習指導法改善や公立学校校内研修への積極的参加・

支援など、本県の実状に応じた教育研究への取組を通して本校の存在価値を高め

る。 

 
２．特筆すべき取組や成果 

①優れた点、特色ある点 

本校教育研究の更なる深化・発展を図るため、学部教員を共同研究者とした研

究体制を確立できた。具体的には、本校教員が授業参観や調査等を通して、学部

への研究協力や共同論文執筆、学生への研究援助を実施し、研究の推進を図るこ

とができた。 

また、複式学級における学習指導法改善の研究については、年２回の「複式教

育を語る会」を通して理論と実践に基づいた情報発信及び意見交換を行い、自己

の研究成果を確認するとともに研究ニーズを把握することができた。 

 さらには、各種研修会において理論と実践に基づいた講話や、現職教員（鹿児

島市内の教員、姶良・伊佐教育事務所管内の教員35名、熊本県教育センター職員な

ど）を本校に受け入れて授業参観や授業研究を通した研修会等を実施することで、

本校の教育研究についての理解や価値の実感を促したり、参加者のニーズを反映し

た研修にすることで本校の存在価値を高めることができた。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

 本校の教育研究についての更なる理解と価値の実感を促すために、研究紀要の

構成や公開研究会の運営について改善することができた。具体的には研究紀要に

おいて研究の概要を端的な図や文章で表現したり、目的・内容・方法といった一

連の流れが研究テーマに沿って示されるように構成したりした。また、公開研究

会の運営については研究の価値が実感され、更なる深化を図るために、授業後す

ぐに授業研究を行ったり、研究テーマに基づいた参加型の演習及び討議を行った

りしながら、参加者のニーズへの対応に努めることができた。 

 
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 

本校教育研究の更なる深化･発展を目指した学部との共同研究は、取組として

初めてであったが、継続的な研究体制が整備されつつある。また、各教科等部で

協議する時間を調整しながら、理論と実践の整合をとり、研究の質を高めること

ができた。 

今後は、県下の教員向けに研究内容の汎用化を図るために、共同研究を一層進

めるとともに、公開研究会だけでなく定期的に研究の過程の情報を発信しながら

、意見集約ができるような仕組みづくりを推進していく必要がある。 
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組織評価報告書（平成２５年度） 

 

部局等名： 附属中学校   

 

 

１．活動の概要 

英語教育や国際理解教育が全国的に推進される中、鹿児島大学附属中学校は、
平成 25 年 12 月６日に台湾の台北市立大直高級中学
と姉妹国提携を結びました。このような取組をはじ
め、平成 25 年度は、教育のモデル校としての役割を
果たし、大学・学部の持つ人的資源等を活用した先
導的・実験的な取組を推進していけるようにしてき
ました。特に、以下の点を中心に活動してきました
ので、概要を説明します。 
・ 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」、

｢国語教育｣、｢数学教育｣、「英語教育」の４項目については、学部教員と本
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、教職実践演習を推進しました。
特に、３年次「教育実地研究」では、事前に学部で本校職員が教科の指導
や実習前の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「教職実践演習」では、学生の自己課題
を解決できるように、それぞれの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、「自らよりよい未来を創る生徒の育成」というテ
ーマを設定し、授業もそれに基づいて行いました。例年より多くの方が参
加され、会は盛会のうちに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」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、学部教員と本校研究委員会の職員とが連携を
図り、「自らよりよい未来を創る生徒の育成」の２年次として、「創造的に
考える力を高める協働による創造的な活動」と副主題を設定し、理論的・実
践的な研究を行いました。そして、12 月 10 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。 

・ 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本校職員
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。 

・ 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
35 回の研究委員会、11 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。そして、本校の研究公開では、学部よりゲストティーチ
ャーを招き、指導法研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、学部教員と連携を図り、九州数学教育研究（鹿児島）大会を
７月 30 日、31 日の２日間にわたって、本校で開催しました。県内外から 300
名を超える参加者があり、教育研究校としてのモデル的な役割を果たすこと
ができました。また、奄美市や日置市、いちき串木野市、姶良市、県立高等
学校など、他の地区や学校の研修会へ講師として参加したり、鹿児島市や南
さつま市、奄美市、姶良・伊佐地区など他校の教員 PTA が本校を視察したり
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しました。さらに、台北市立大直高級中学と姉妹国提携を結ぶだけではなく、
インドネシアや鹿児島市の海外招聘団体（アジア）が本校を視察しました。 
 本校の運営方針や研究校としての授業の在り方など、広く発信をすること
ができました。 

 
②改善された点（又は今後改善を要する点） 

・ 共同研究については、教科による取組の差が大きいことが昨年度の課題でし

たが、今年度は、本校の研究の相談や学部教員の研究協力を推進するなど、改

善してきました。共同研究は、４項目で申請を行いましたが、全教科において

、さらに、積極的に学部教員との連携を図る必要があります。 
・ ４年次の教職実践演習の希望者が昨年度よりは多かったですが、まだまだ少

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

うに改善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 

・ 「教育研究全般」、｢国語教育｣、｢数学教育｣、「英語教育」の４項目につい

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。学部教員からの指導や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。 
・ 教育実習においては、77 名の参加観察実習生、68 名の教育実地研究Ⅰの実

習生、11 名の教育実地研究Ⅱの実習生、12 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 256
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25年５月24日に行われた研究公開では、609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、今年度の研究公開の冊子だけでなく、授業づく

りの基礎・基本を１冊にまとめた冊子（昨年度発行）も注文が多く、さらに、研

究公開後も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２５年度） 

 

部局等名：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

を推進する。 

(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る。  

(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する。 

(4)  県内外の特別支援教育関係者を対象に、研修会等を実施することで、本校

の研究成果を発信する。 

 
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）を実施する。 

(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

習を実施する。  

(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る。 

(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する。 

 
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た。 

(2)   教職員の専門性を深めるために、障害児教育学科以外の大学教員も講師と

して招聘し、校内研究を充実させた。 

(3)   校舎の建築から30年以上が経過し、修繕箇所も増加しており、大規模改修

を含めた計画立案を進める必要がある。 

 
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)  大学教員と本校で共同出版した「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）の改訂を行った（第二刷、第三刷を刊行）。 

(2)   FSC（附特スポーツクラブ）を、年間74回実施し、ダンス発表会やバレーボ

ール大会に出場した。 

(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た。 

(4)   保育所、幼稚園への巡回相談を年間82回実施し、地域の早期教育相談の充実

に寄与した。 
(5)   本校において、年間103人の保護者や幼児、教職員等の教育相談を受け入れ

た。 
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Ⅵ．参 考 資 料 
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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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