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はじめに 

 
                      かごしまＣＯＣセンター長  

                               木村 郁夫 

 
平成 26 年度に文部科学省の大学改革推進等補助金を受けて平成 26 年 10 月より発足

した鹿児島大学かごしまＣＯＣセンターは、‘地（知）の拠点整備事業（火山と島嶼を

有する鹿児島の地域再生プログラム）’を行っており、平成 27 年 4 月から 2年目に入り

ました。本事業の目的は、鹿児島大学が総合大学として地域社会の発展に貢献すること

であり、火山と島嶼に係る鹿児島県域の特徴的な地域課題（防災、災害時医療、農林畜

産業、水産業、水、エネルギー、離島医療、流通輸送、地域教育、環境、観光等）を自

治体とともに解決し、同時に教育・研究・社会貢献活動を推進する地域の拠点大学とし

て発展することです。 

鹿児島県は、南北 600 km にわたり火山と島嶼を有する多様で豊かな自然環境に恵ま

れる一方で、人口減少の進行や経済情勢と産業構造の変化など地域課題解決への対応が

急務となっています。かごしまＣＯＣセンターでは、鹿児島の地域課題に対応するため

に、地域ニーズの収集と分析を地域防災・医療部会、観光産業・国際部会、エネルギー

部会、農林畜産業部会、水産業部会の 5部会が行っています。各部会には本学の教員に

加えて連携自治体である鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市、与論町からも参加し協働し

て地域課題に取組む体制を整えています。鹿児島大学では、この取組を県内自治体にも

広げて個々の地域課題の解決を図るとともに、その成果を地域に還元していくことを目

指しています。今年度は、連携自治体と本センターとの協働体制の構築を更に進めるこ

とができました。平成 28 年度から実施する共通教育全学必修科目「大学と地域」の講

義には、連携自治体からも参加して地域課題に取組む自治体の現状を教育に反映できる

ことになりました。また、本学の教員が個々の地域関連の研究課題に取組んだ成果につ

いては、地域に出向いて報告会を実施することができました。次年度も、鹿児島大学が

地（知）の拠点として地域課題への取り組みを一層推進するとともに、その成果を地域

社会の発展・活性化に繋げ地方創生に資することが、本ＣＯＣセンターの重要な役割と

なります。 

本報告書は、平成 27 年度に鹿児島大学の教員と連携自治体などが協力して行ったＣ

ＯＣ事業の成果をまとめたものです。本事業を進めるに当って多くの関係者のご協力を

いただいたことに深くお礼を申しあげます。次年度におきましても鹿児島大学は、関係

各位のご理解とご協力をいただきながらＣＯＣ事業を積極的に推進してまいります。 
                          

平成 28 年 3 月 1 日 
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第１章 平成 27 年度のＣＯＣ事業の概要 

 

 

 

１．１  ＣＯＣ事業の計画と実施 

平成 26 年度文部科学省の大学改革推進等補助金を受けて平成 26 年 10 月より発足し

た‘地（知）の拠点整備事業（ 火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム）’ 

を行っており、平成 27 年４月から２年目に入った。 

鹿児島大学かごしまＣＯＣセンターでは、本事業の年次計画に従って活動を行ってい

る。本事業の目的は、鹿児島大学が総合大学として地域社会の発展に貢献するために、

鹿児島県域の火山と島嶼を有する特徴的な地域課題（防災、災害時医療、農林畜産業、

水産業、水、エネルギー、離島医療、流通輸送、地域教育、環境、観光等）を自治体と

ともに解決し、同時に教育・研究・社会貢献を強化した大学改革を推進することである。

鹿児島県は、南北 600km の広がりがあり、火山と島嶼を有する多様で豊かな自然環境に

恵まれている。一方で、人口減少の進行と経済情勢と産業構造の変化への対応など地域

課題の解決が求められている。このような地域の特徴を反映して本事業の概要は、平成

26 年度の報告書で述べているように３つのコンセプトから構成されている。 

① 鹿児島大学と地方自治体との組織間協働連携を密接に行うために「かごしまＣＯ

Ｃセンター」を設置し地域課題の解決を行う 

② ＣＯＣ活動成果を活用した「地域と共に貢献する総合大学」にふさわしい教育カ

リキュラムの構築と地域貢献に活躍する地域志向型人材養成 

③ 地域再生・活性化のために、生涯学習の場の充実と養成した地域志向型人材によ

る持続的地域再生を行う 

かごしまＣＯＣセンターでは図１－１に示すような運営体制を設けて教育研究・地域連

携に積極的に取組んでいる。かごしまＣＯＣセンターの運営委員会には、教育センター

長、産学連携推進センター長、各学部・研究科の副学部長・副研究科長が参加しており

全学でＣＯＣ事業に取組む体制を取っている。資料１－１は、平成 27 年度かごしまＣ

ＯＣセンターの運営委員会委員の名簿を示している。鹿児島特有の地域課題に関連して

地域ニーズの収集分析は５つの部会である地域防災・医療部会、観光産業・国際部会、

エネルギー部会、農林畜産業部会、水産業部会が行っている。各部会には部会長、副部

会長を中心にして各分野で関連する研究教育に取組んでいる教員と連携自治体の関連

職員が参加している。資料１－２に各部会のメンバーを示す。全学部の教員が参加する

ことで、鹿児島大学として全学を挙げて地域課題に取組みその成果を地域に還元して地

域貢献を果たすことができるような組織になっている。 
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       図１－１ かごしまＣＯＣセンターの組織図 

 
３部門の取り扱う地域課題については、教育部門では地域志向教育への活用の検討、研

究部門では新たな研究展開についての情報の活用、社会貢献・生涯学習部門（平成 27 年

7 月の組織改編による）では、課題解決の成果を地域社会への貢献や生涯学習に結びつ

ける活動をそれぞれ行うことにしている。 

図１－２は連携自治体とかごしまＣＯＣセンターのとの協働について示している。 

連携自治体として、鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市、与論町がかごしまＣＯＣセンタ

ーと協働して地域課題の解決に向けた取組みを行うことにしている。連携自治体からの

地域課題に関する相談の例として、社会人専門教育や生涯学習への参加、学生との協働

による地域の再生、連携自治体の設ける委員会への教員の参加、講演・シンポジウムの

開催、地域課題についての現地指導、自治体の施策や魅力を学生に周知するなどがある。     
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協働するかごしまＣＯＣセンターでは教育、研究、社会貢献・生涯学習の各部門が５部

会と連携して自治体からの相談などに対応することにしている。地域課題に関しては地

域防災・観光産業・エネルギー・農林畜産業・水産業の各部会で対応できる体制を取っ

ている。 

 

図１－２ 連携自治体とかごしまＣＯＣセンターとの協働 

 
かごしまＣＯＣセンターでは、鹿児島大学の特色を生かして地域課題解決に取組むと

ともに、その成果を活用した地域志向の人材育成を進めることにしている。その結果と

して鹿児島大学が鹿児島県の中で中核的な地（知）の拠点として地域社会の発展に貢献

する総合大学としての役割を果たすことを目指している。 

ＣＯＣ活動の中で教育に関する活動は重要な役割を担っている。本事業で推進する教

育分野の各取り組みの結果、育成する人材像としては次の項目が挙げられる。 
①  地域課題の解決に向け果敢に立ち向かう行動力と地域貢献力を備えた人材 
② 地域課題を把握・分析し、その解決方法を導き将来ビジョンを描ける人材 
③ 科学的な知見からグローバルに通用する専門知と地域課題とを統合した多角

的視点を持った人材 
このような目標の実現のため地域志向教育への取り組みを図ることが必要になる。この

ために、平成 28 年度からの１年次の全学必修共通教育科目「大学と地域」の新たな開
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講に向けた取組みを行った。同時に共通教育、専門教育、大学院教育で行われている多

様な地域志向型科目の全体が見えるように学部ごとの地域関連科目のカリキュラム・マ

ップの作成を進めた。図１－３は共通教育から専門科目へ発展する地域関連教育科目に

関する概念図を示している。各学部の地域関連の専門科目に関するマップはかごしまＣ

ＯＣセンターのホームページの教育に関する項目の中で参照できるようにした。 

 

図１－３ 地域関連教育科目の概念図 

 
研究に関するＣＯＣ活動としては、地域課題解決への取り組みが挙げられる。図１－

４は地域課題への取り組みの概要を示している。かごしまＣＯＣセンターの部会が取組

む地域課題の例としては、①地域防災・医療部会で扱う水害、土砂災害、火山災害、防

災対策など、②観光産業・国際部会で扱う観光ビジネス、観光と火山・食・温泉など、

③エネルギー部会で扱うバイオマスエネルギー、地域の再生エネルギーなど、④農林畜

産業部会で扱う安全安心な食糧生産、ＩＣＴ農業、温暖化と地域農林畜産業など、⑤水

産業部会で扱う水産物の高付加価値化、地域活性化と島嶼水産業などが挙げられる。こ

れらの地域課題は、鹿児島大学の重点研究領域である「島嶼」、「環境」、「食と健康」、

「水」、「エネルギー」、「総合防災」、「観光」などと密接に関連したものとなっている。

また、かごしまＣＯＣセンターで行っている地域志向教育研究の公募教育研究とも関連

しており、その研究成果は地域に還元するとともに共通教育で開講する「大学と地域」

の中で教育に反映することを目指している。かごしまＣＯＣセンターでは、本事業で取

組む地域課題の解決を目指して積極的に関わり、その効率化、迅速化を図るとともに成

果の地域社会への還元を確実なものとすることを目指している。 
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図１－４  地域課題解決への取り組み 

 

社会貢献に関しては、図１－１に示しているように「生涯学習教育研究センター」が

かごしまＣＯＣセンターの社会貢献部門に加わったので、新たに社会貢献・生涯学習部

門として活動を行った。活動の目標としては次のような項目が挙げられている。 
①  地域志向型研究成果の生涯教育への展開 
②  地域ニーズに即した社会人向け専門教育、生涯学習の場の提供 
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③  地域志向型視点を持った教員、学生による研究成果の現場活用を行うことによ

り、生涯学習の場の充実と養成した地域志向型人材による持続的な地域再生と活

性化 の推進 
このような目標に従って社会貢献・生涯学習に関する活動としては、学内教員や県内

自治体と連携しながら、①公開授業・公開講座の推進、②鹿児島県などの連携自治体を

中心とした地域課題に対応した社会人教育の推進、③地域課題に関連したシンポジウム

の開催および④その他の活動に取り組んできた。 

  
図１－５ 社会貢献・生涯学習の概念図 

 

図１－５はかごしまＣＯＣセンターの社会貢献・生涯学習部門の活動に関する概念図

を示している。計画・企画としては、地域ニーズに即した社会人向け教育や生涯学習の
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企画、地域志向教育研究成果の学生教育や生涯学習への活用と企画、地域課題の収集と

解決策への対応と企画、教育研究成果の地域課題解決への活用と企画などがある。今年

度に実施した活動としては、既設生涯学習プログラムの公開授業・公開講座の推進、地

域志向教育研究成果の公開と活用、地域課題解決に取組む各部会の活動の推進とその成

果の公開、鹿児島大学の地域貢献活動に関する情報の公開と活用などが挙げられる。 
さらに、地域ニーズに基づく生涯学習テーマでは、既存のかごしまルネッサンスアカ

デミー、公開講座・公開授業、総合防災、地域医療への取り組み等の充実を図っており、

より身近な生涯学習の場を提供し、地域再生・活性化に貢献することを目指している。

加えて、鹿児島大学の各部局が実施しているシンポジウムなどの実施状況の把握と可能

であれば共催･講演なども行た。 
 
 

１． ２ 平成 27 年度かごしまＣＯＣ事業計画 

平成 27 年度のＣＯＣ事業補助金調書には、今年度の事業として実施する項目が 18

項目ある。表１－１はその概要を示している。「教育」に関する項目として５項目、「研

究」の項目として５項目、「社会貢献」の項目として３項目、「全体」として５項目が、

計画として示されている。かごしまＣＯＣセンターでは、今年度はこれらの活動の確実

な実施に取組んだ。 
教育については、地域志向全学共通必修科目「大学と地域」平成 28 年度開講準備、

地域志向科目に関する全学の地域関連科目のカリキュラムのマップの作成など５項目

が挙げられている。今年度はこれらの活動項目を実施した。活動の内容については２章

以下の関連する箇所で示すことにする。 

研究については、地域課題解決を目指した研究内容を報告するシンポジウムの開催、

地域課題に対応する「研究課題」のマップの更新と５部会による各研究間のシナジー効

果企画など５項目が挙げられている。今年度のこれらの活動項目の実施を図った。活動

内容については第３章で述べることにする。 
社会貢献に関しては、地域社会人の教育コース・学習の場の充実や公開講座・公開授

業の推進、連携自治体における公開シンポジウムの開催などが挙げられる。今年度は、

これらの活動の発展を図った。活動内容については、第４章で説明する。 

 全体のＣＯＣ活動としては、かごしまＣＯＣセンター運営、５部会、３部門による進

捗評価、学内ＣＯＣ評価委員会による平成 26 年度事業実績の学内評価、学外評価委員

会による平成 26 年度事業実績の学外評価などが挙げられる。これらの活動の実施につ

いては第５章で説明する。 
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表１－１  平成 27 年度補助事業実施計画 

【教育】 
番号 活動項目内容 実施期間 

①  地域志向全学共通必修科目「大学と地域」平成 28 年度開講

準備 
平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

②  全学生が共通教育科目群の中で指定された地域志向科目か

ら１科目必修化開始 
平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

③  地域志向科目に関する全学のカリキュラム・マップの作成

（継続） 
平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

④ 共通教育又は専門教育での「観光学」科目開講 

 
平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

⑤ 大学院全学横断プログラムの充実 

１） 既設の「島嶼」、「環境学」、「食と健康」教育コース

については、地域貢献・志向に関する内容の充実を

図る 

２） 鹿児島大学の重点研究領域として「水」、「エネルギ

ー」と連携した教育プログラムについて検討する 

平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

 

【研究】 
番号 活動項目内容 実施期間 

① 本プログラムに対応する主研究領域の研究充実 

 

平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

② 本学の地域貢献志向の研究内容を公開するシンポジウムの

開催 
平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

③ 既設プロジェクト「島嶼」、「環境」、「食と健康」、「総合防 

災」、「水」、「エネルギー」、「観光」については、地域志向内

容を組み込んだ研究を推進し充実させる。また、研究成果を

教育へ活用した公開シンポジウムを開催する。 

 

平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

④ 地域課題に対応する「研究課題」の全学マッ 

プの更新と部会活動による各研究間シナジー 

効果企画 

 

平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

⑤ ５部会における連携自治体の課題に対応した取り組みの推

進 

 

平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 
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表１－１  平成 27 年度補助事業実施計画 
【社会貢献】 
番号 活動項目内容 実施期間 

 

① 

＊地域社会人の教育コース・学習の場の充実 

：既設の「かごしまルネッサンスアカデミー」 

（焼酎マイスター養成コース、林業生産専門技術者養成プロ

グラム、稲盛経営哲学プログラム） 

＊「公開講座・公開授業」は、更に充実させ推進 

平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

 

② 

＊連携自治体の課題に対応した社会人専門教育・学習コース

の開講 

＊かごしまの自然エネルギー産業創出・利用プログラム（仮

称）、 

＊かごしまの島嶼水産業高利益転換プログラム（仮称）の１

０月開講 

平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

③ 連携自治体における公開シンポジウムの開催 

 

平成 28 年 2月 

 

【全体】 
番号 活動項目内容 実施期間 

① かごしまＣＯＣセンター運営 平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

② シンポジウム、セミナー等開催 平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

③ ５部会、３部門による進捗評価 平成 27 年 4月～ 

平成 28 年 3月 

④ 運営委員会による進捗評価（２回/年） 平成 27 年 9月 

平成 28 年 3月 

 

⑤ 

＊学内ＣＯＣ評価委員会による平成 26 年度事業実績の 

内部評価 

＊学外ＣＯＣ評価委員会による平成 26 年度事業実績の 

外部評価 

＊平成 27 年度事業実績の内部評価と次年度計画・実施 

体制・運用へ反映。 

平成 27 年 4月 

 

平成 27 年 6月 

 

平成 28 年 3月 

 

１．３ 平成 27 年度かごしまＣＯＣ事業の経過報告 

平成 27 年度のかごしまＣＯＣセンターの事業は、表１－１に示したように教育から

全体まで 18 の項目の実施を図ることである。ＣＯＣ事業の概要の項でも述べたように

ＣＯＣ事業では、鹿児島大学の特色を生かして地域課題解決に取組むとともに、その成

果を活用した教育を通して地域志向の人材育成を進めることである。その結果として鹿

児島大学が総合大学として鹿児島県で中核的な地（知）の拠点として地域社会の発展に

貢献することを目指して取り組むものである。 

表１－２は平成 27 年度のＣＯＣセンターで取組んだ事業の概要を示している。平成

27 年４月から平成 28 年２月までに計画・実施した活動概要を示している。 
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          表１－２ 平成 27 年度ＣＯＣ事業の経過報告 

 

月 日 組織     議事等の項目 資料番号等 

４ 
１ 社会連携課 冨永特任教授、星野特任教授着任 

田代特任専門員着任 
 

 
１ 第１回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

・学内評価委員会について 

・文科省への実績報告書について 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムに関する進捗状況報告 

資料１－３

 
３ かごしまＣＯＣ

センター 

学内評価委員会 

 

資料５－７

資料５－８

５．４

 
８ 第２回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・「大学と地域」について 

・文科省への平成 26 年度実績報告について 

・学内評価委員会の報告について 

〔報告〕 

・平成 26 年度成果報告書の送付先について 

・学外評価委員会の委員について 

・ＣＯＣ＋について 

資料１－３

 
９ かごしまＣＯＣ

センター 

平成 26 年度実績報告書発送（文科省へ提出） 

 

資料１－３
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第３回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

・平成 27 年度ＣＯＣ事業実施計画について 

・ＣＯＣ＋について 

〔報告〕 

・部会について 

・アンケートについて 

・今年度の年度計画について 

・第３期中期目標・中期計画（草案）の件 

表１－１

資料１－３

 
１６ 

 
かごしまＣＯＣ

センター 

大隅加工技術研究センターオープニング式典

への出席（学長代理として：木村） 
 

 
２０ かごしまＣＯＣ

センター 

第 158 回国際島嶼教育研究センター研究会で

講演（冨永）：温暖化最前線にある鹿児島

の果樹生産－南北 600km の自然条件を活

かして－ 

 

４ 
２１ 社会連携課 

かごしまＣＯＣ

センター 

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」

公募説明会出席（於：博多）（石原田、出口、

田代） 

資料１－３

 
２２ 研究担当理事 

社会連携課 

かごしまＣＯＣ

センター 

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事

業」に関する佐々木副知事との打合せ 

（於：県庁）（住吉・河野・冨永・出口・ 

田代・松浦） 

 
２２ 鹿児島市役所 平成 27 年度第 1 回桜島･錦江湾ジオパーク推

進協議会（学術アドバイザー、冨永） 

４ 
２３ 社会連携課 

かごしまＣＯＣ

センター 

農学部 

履修証明プログラム 

（林業生産専門技術者養成）打合せ 

（冨永・河野・出口・田代・平田・寺岡・ 

松浦・徳田・津曲） 

資料１－３
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月 
日  組織   議事などの項目 資料番号等 

４ 
２８ 第 4 回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・ＣＯＣプラスについて 

・内評価委員について（報告） 

・部会連絡会について 

・平成 27 年度年度計画について 

・全教職員向けアンケートについて 

・フォローアップ（選定時の申請書における

達成目標の進捗状況） 

資料１－３

 
２８ ＣＯＣセンター 

部会連絡会 

・平成 26 年度部会活動について 

・平成 27 年度事業計画について 

・平成 27 年度部会活動について 

資料１－３

５ 
１ 

 
ＣＯＣセンター 大崎町来訪 資料１－３

 
４ 社会連携課 

 

かごしまルネッサンスアカデミー（焼酎） 

開講式（学長・研究担当理事・社会連携課） 

 
１２ 第５回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・学外評価委員会の実施について 

・平成 27 年度教育研究経費の公募について 

・ＣＯＣプラスについて 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて 

・アンケート調査について 

資料１－３

 
１４ かごしまＣＯＣ

センター 

ツバキ生産に関する指導（鹿児島市農林水産

部長、ケービー食品株式会社・山下氏）（冨永） 
 

 
１９ 

 

 

 

第６回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・研究発表会について 

・ＣＯＣセンターの社会貢献活動と学内各部

局の社会貢献活動との連携について 

・大崎ものづくり振興会、大崎町のセンター

来訪について 

〔報告〕 

・生涯学習教育研究センターについて 

・薩摩川内市の来訪について 

・部会のメーリングリストについて 

・５月 27 日（水）の鹿児島大学重点領域研

究シンポジウムについて 

・平成２６年度事業報告書（素案）の件 

・学生アンケートについて 

・ＣＯＣプラスについて 

資料１－３

 

５ 

 

２１ 
かごしまＣＯＣ

センター 

薩摩川内市来訪 

（河野・冨永・出口・田代） 
資料１－３

 ２５ かごしまＣＯＣ

センター 

 

・大崎町来訪（河野・冨永・出口・津曲） 

・「地（知）の拠点大学による地方創生推進事

業」に関する打合せ（於：鹿児島県立短期

大学）（田代） 

 ２６ 第 7 回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・平成 27 年度地域志向教育研究経費の公募

(案)について 

・ＣＯＣセンターの地域課題の検索システム

について 

・第１回かごしまＣＯＣセンター運営委員会

の開催について 

資料１－３

資料３－１
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月 日  組織 議事などの項目 資料番号等 

５ ２６ 第 7 回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて 

・学外評価委員会について 

・ＣＯＣプラスについて 

・全学生対象アンケートについて 

資料１－３

５ ２８ 社会連携課 

かごしまＣＯＣ

センター 

 

・重点領域研究シンポジウム－分野間連携の

模索－（於：農 101）（木村） 

・「地（知）の拠点大学による地方創生推進事

業」に関する打合せ（於：県庁） 

（出口・田代・松浦） 

６ ２ 第８回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・平成 26 年度学外評価の実施について 

・平成26年度地域志向教育研究費の研究成果

報告会について 

・運営委員会（報告事項）について 

・社会貢献部門名称の変更 

・文科省フォローアップ調査回答について 

・教務委員会等報告 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて 

・地域志向教育研究費公募について（報告） 

資料１－３

 ７ 大学教育学会  第 37 回大会・長崎大学（出口） 

 ９ 第９回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・成果報告会について 

・鹿児島市からの環境アドバイザー配置事業

に関する相談について 

・「大学と地域」及び地域志向一貫カリキュラ

ムについて(継続) 

・大学教育学会 第 37 回大会(報告) 

資料１－３

 １０ かごしまＣＯＣ

センター 

平成２７年度地域志向教育研究経費 

公募開始（～６月 30 日） 

資料３－１

資料３－２

 １２ かごしまＣＯＣ

センター 

農学部との新規事業の立ち上げ打合せ 

（学長裁量経費関連事業） 

 １５ かごしまＣＯＣ

センター 

・鹿児島市との事業連携に係る打合せ 

・鹿児島県との事業連携に係る打合せ 

表３－３

資料１－３

６ １６ 第 10回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・農学部との打合せについて 

・鹿児島県との調整結果について 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて（継続） 

・その他 

・観光産業・国際部会の開催について 

・鹿児島市との打合せについて 

・教育研究成果報告会について 

 

資料１－４

 １７ 別府市 大分県農林水産試験研究（果樹関係）外部評

価委員会（冨永） 

 

 １８ ソーホーかごし

ま 

桜島･錦江湾ジオパークセミナー「火山の恵み

ー桜島の農作物－」講演(冨永) 
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月 日  組織     議事等の項目 資料番号等

６ ２３ 研究担当理事・

社会連携課 

かごしまルネッサンスアカデミー（林業） 

開講式 

（学長・研究担当理事・社会連携課） 

６ ２３ 第 11回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・地域志向教育研究経費公募課題について 

・学外評価委員会について 

・大崎町来訪について 

・ホームページの更新について 

・南日本新聞社の取材について 

・「大学と地域」について 

資料１－４

 ２４ かごしまＣＯＣ

センター部会 

第１回観光産業・国際部会 

 ２５ かごしまＣＯＣ

センター 

指宿地域におけるバナナ栽培の指導（岩崎産

業）（冨永） 

 ２７ 日本高等教育学会  第 18 回大会・早稲田大学（出口） 

６ ３０ 第 12回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・西之表市からのメールについて 

・「大学と地域」及び地域志向一貫カリキュラ

ムについて（継続） 

・日本高等教育学会  

第 18 回大会 参加（発表）報告 

・その他 

・学外評価委員会について 

・部会長、部門長会について 

・教育研究成果報告会について 

・地域志向研究経費につい 

資料１－４

７ １ 社会連携課 

かごしまＣＯＣ

センター部会 

・生涯学習教育研究センターをかごしまＣＯ

Ｃセンター社会貢献・生涯学習部門に統合 

・鹿児島市から議題の提案 

(農林水産部会に対応依頼) 

・農学部打合せ(冨永・田代) 

・県農政課と打合せ(冨永・田代) 

資料１－４

 ２ かごしまＣＯＣ

センター部会 

農学部・県下７地域との懇談会(田代) 

 

資料１－４

 

 

３ かごしまＣＯＣ

センター 

第１回かごしまＣＯＣセンター学外評価委員

会 

 

 

資料５－８

資料５－９

資料５－１０

資料５－１１

 ７ かごしまＣＯＣ

センター 
ＣＯＣセンター部会長・部門長会議 資料１－４

７ ７ 第 13回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

・「大学と地域」及び地域志向一貫カリキュラ

ムについて（継続） 

・農学部の地域貢献活動について 

・その他 

・学外評価委員会について 

・西之表市への対応について 

・地域課題の検索システムについて 

・８月の連絡会について 

・島根大学来訪について 

資料１－４
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月 日  組織     議事等の項目 資料番号等

７ ９ かごしまＣＯＣ

センター 

・鹿児島県との事業連携に係る打合せ（田代） 

・生涯学習教育センターとの打合せ 

 １０ かごしまＣＯＣ

センター 

大崎町来訪 

 １３ 第 14回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・鹿児島県との連携について 

・清華大学への学生派遣とＣＯＣ活動に

ついて 

・ＣＯＣセンター活動に係る県への要請

結果について 

・ＣＯＣセンターのホームページについて 

・その他 

・運営委員会について 

・「大学と地域」について 

・鹿児島市来訪(冨永・田代) 

・ＫＢ食品の相談への対応について 

資料１－４

 １４ かごしまＣＯＣ

センター 

平成 26 年度地域志向教育研究経費  

教育研究成果報告会 
資料３－３

 １５ かごしまＣＯＣ

センター 

平成 27 年度地域志向教育研究経費 

採択通知 
表３－２

 １６ かごしまＣＯＣ

センター 

カンゾウの栽培指導（薬用作物技術協議会会

長・香妻氏）（冨永） 

７ ２１ 第 15回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・ＣＯＣセンターの活動について 

・第２回かごしまＣＯＣセンター運営委員会

について 

・「大学と地域」及び地域志向一貫カリキュラ

ムについて（継続） 

・大崎町のモニターツアーについて 

・文部科学省平成 27 年度「学びによる地域力

活性化プログラム普及・啓発事業」計画

書について（報告） 

・第64回九州地区大学教育研究協議会につい

て 

・その他 

・水俣市からの要望について（報告） 

資料１－４

 ２１ かごしまＣＯＣ

センター 

甑島における農林資源の有効利用と付加価値

向上による地域活性化」に関する打合せ（農

学部、坂井先生）(冨永) 

 

 ２１ ソフトプラザ鹿

児島 

・鹿児島県工業倶楽部・食産業部会 7 月例

会（本年４月１日施行の食品の新表示制度に

ついて）（冨永） 

 

 ２４ かごしまＣＯＣ

センター 
国際事業課と打合せ(田代)  

 ２４ かごしまＣＯＣ

センター 
志布志市企画政策課地方創生推進室地方創生

推進係長平原孝氏との打合せ(全員) 

資料１－４

７ ２７ かごしまＣＯＣ

センター 

・大正大学地域構想研究所 主幹研究員 出

川准教授来訪：「地域作り」に関する打合せ(全

員) 
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月 日  組織 議事等の項目 資料番号等 

７ ２８ 第 16回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・ＣＯＣセンターの活動について 

・第２回運営委員会について（継続） 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリ

キュラムについて（継続） 

・大崎町のモニターツアーについて（継続） 

・第３期中期目標・中期計画（素案）に係る

６年間の具体的な取組事項（ロードマ

ップ）の作成について 

・その他 

・清華大学について 

資料１－４

７ ２９ かごしまＣＯＣ

センター 

薩摩川内市と事業連携に係る打合せ 

（河野・冨永・田代） 

資料１－４

８ ３ かごしまＣＯＣ

センター 

島根大学ＣＯＣ関係者の来訪 

 

 ４ 第 17回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡 

・ＣＯＣセンターの活動について 

・第２回運営委員会について（継続） 

・「大学と地域」及び地域志向一貫カリキュラ

ムについて（継続） 

・平成 27 年度「職業実践力育成プログラム」

（ＢＰ）の申請等について 

・担当者の変更について（与論町） 

資料１－４

８ ５ かごしまＣＯＣ

センター 

農学部 

「大学と地域」打合せ 

（地頭薗・岩船・出口） 

 

 ３－４

 
５ かごしまＣＯＣ

センター 部会 

第３回観光産業・国際部会 

 

 
６ かごしまＣＯＣ

センター  

社会貢献・生涯学習部門打合せ 

 

 
６ 第２回運営委員

会 

 

・平成 28 年度開講「大学と地域」について 
・専門科目の地域志向科目調査について 

【報告事項】 

・専門科目の地域志向科目調査について 

・平成27年度地域志向教育研究経費公募事

業選定結果報告 

・旧生涯学習教育研究センター改組につい

て（社会貢献・生涯学習部門） 

資料５－１

５．１

 
11 

 
かごしまＣＯＣ

センター  

県世界文化遺産課、来訪(田代) 

 

 
26 

 
かごしまＣＯＣ

センター  

水産業部会と鹿児島県との事業連携に係る打

合せ(野呂・河野・冨永・田代) 
資料１－４

 
28 

 
かごしまＣＯＣ

センター  

農学部 

農林畜産業部会と鹿児島県との事業連携に係

る打合せ  (岩井・冨永・田代) 

 

８ 
２８ 農学部(農学部

32 セミナー室) 

第 1 回鹿児島大学農学部地域連携協議会： 

かごしまＣＯＣセンター概要説明(冨永) 
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月 
日  組織      議事等の項目 資料番号等 

８ 
２８ 日置市(吹上浜

荘) 

農学部鹿児島地域懇談会の意見交換会：かご

しまＣＯＣセンター概要説明(冨永) 
 

 31 かごしまＣＯＣ

センター  

地方創生シンポジウム 2015 

(ホテル京セラ) (河野) 
 

 ３１ 農学部 農学部地域連携協議会（冨永） 資料４－８

９ ２ 

 

３ 

かごしまＣＯＣ

センター  

観光国際部会 

・観光産業国際部会と鹿児島県との事業連携

に係る打合せ (石塚・星野・田代・松浦) 

・観光産業国際部会との打合せ 

（石塚・星野・河野・出口・田代・津曲） 
 ７ 農学部附属農場 カンゾウの栽培指導（薬用作物技術協議会会

長・香妻氏）（冨永、遠城、朴 
９ ８ 第１８回かごし

まＣＯＣセンタ

ー連絡会 

・国際交流関係の取り扱いについて 
・「九州・沖縄シンポジウム ＩＮ 佐賀

2015」におけるパネルディスカッション
登壇依頼について 

資料１－４

９ ８ 第１８回かごし

まＣＯＣセンタ

ー連絡会 

 

・部会活動推進に関する連携自治体への要望 
状況報告 

・農学部の地域連携プロジェクトの現況(Ｃ
ＯＣセンター部会活動関連) 

・ヘルスケアビジネスの創設に向けた薩摩川
内市からの相談 

・文部科学省平成 27 年度「学びによる地域
力活性化プログラム普及・啓発事業」採
択の報告 

・第 37 回全国国立大学生涯学習系センター
研究協議会について 

資料１－４

 
９ かごしまＣＯＣ

センター 

・福井大学訪問 （出口） 

・金沢大学訪問 （出口） 

 
１０ かごしまＣＯＣ

センター 

社会連携課 

薩摩川内市来訪 

（木村・河野・冨永・出口・田代・松浦・永徳） 

 

資料１－４

 
１１ かごしまＣＯＣセン

ター 社会連携課 
農林畜産業部会と鹿児島県との事業連携に係

る打合せ (冨永・田代・永徳) 

 
１５ 第 19回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・平成 26 年度地域志向教育研究経費報告会 

薩摩川内市の実施予定日について 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて（継続） 

・国際交流関係の取り扱いについて（その後） 

・部会活動にかかる県（関係課）への要望に

ついて 

・出張報告（金沢大学、福井大学） 

・第64回 九州地区大学教育研究協議会 参

加報告 

・第 37回全国国立大学生涯学習系センター研

究協議会・報告 

資料１－４

９ １９ 社会連携課 かごしまルネッサンスアカデミー 

（稲盛経営哲学コース）開講式 

（学長・社会連携課） 
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月  日 組織 議事等の項目 資料番号等 

９ 
２４

～ 

２６ 

かごしまＣＯＣ

センター 

与論島水産物の高付加価値流通のための教育

研究平成 27 年度第 1回授業 

（木村・与論漁協） 

資料５－６

 
２５ かごしまＣＯＣ

センター 

地域防災医療部会との打合せ 

（地頭薗・出口・田代・津曲） 
５．３

 
２８ かごしまＣＯＣ

センター 

社会連携課 

・鹿児島市との事業連携に係る打合せ 

（河野・冨永・田代・松浦） 

・与論町職員（観光課）・与論マラソン責任者

来訪 （木村・河野・冨永・出口・田代） 

３．４

９ 
２９ 第 20回かごしま ・共催依頼について（原子力災害地域リスク

コミュニケーター育成に関する研修会） 
資料１－５

９ 
２９ 第 20回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて（継続） 

・熊本県立大学からのアンケートについて 

・地頭薗部会長（地域防災・医療部会）との打

合せ 

・連携自治体に対するＣＯＣセンター活動へ

の協力要請について 

・鹿児島大学が実施する地（知）の拠点整備

事業（ＣＯＣ事業）への協力について 

・平成27年度 第１回鹿児島大学農学部地域

連携協議会議事要旨 

・平成27年度鹿児島県企業立地懇話会の開催

について 

・薩摩川内市における平成２６年度地域志向

教育研究経費報告会について 

・平成27年度後期公開授業ガイダンス開催に

ついて 

・かごしまルネッサンスアカデミーについて 

・ヨロンマラソン関係者来訪について 

資料１－５

９ ３０ 観光国際部会 第４回観光産業・国際部会 

（河野・冨永・出口・田代） 
表５－１

１０ ３ 教育学部 第 9 回産学官民コミュニティ全国大会スマ

ートコミュニティ鹿児島大会出席(木村、

河野、冨永) 
10 ５ 観光国際部会 観光産業・国際部会との打合せ (石塚・田代) 

 
６ 第 21回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・後援依頼について（革新的技術緊急展開事

業養殖ブリ関連課題成果発表会） 

・ＣＯＣセンターホームページ更新について 

・ＣＯＣセンターのパンフレット更新につい

て 

・ＣＯＣセンター活動のＰＤＣＡについて 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて（継続） 

資料１－５

 
６ 第 21回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

・「大学ＣＯＣ事業 九州・沖縄地区シンポジ

ウムｉｎ佐賀 2015」について 

 

資料１－５
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月 
日  組織 議事等の項目 資料番号等 

１０ 
 第 21回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

・産学官民による地域課題の協働的解決を促

す学習交流プラットホームの形成（文科

省・コンファレンス事業）の実施に向け

て（準備状況報告） 

資料１－５

 
７ かごしまＣＯＣ

センター 

鹿児島県環境技術協会、来訪(田代) 

 
 

 
８ かごしまＣＯＣ

センター 

鹿児島県立短期大学、来訪（田代・松浦） 

 
 

 
９ かごしまＣＯＣ

センター 

かごしまルネッサンスアカデミー（林業）修

了式 （学長・研究担当理事・社会連携課） 
 

 
２０ かごしまＣＯＣ

センター 

エネルギー部会との打合せ 

(寺岡・河野・田代) 
表５－１

１０ ２０ 第 22回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

・薩摩川内市での成果報告会について 

（11 月 27 日） 

・九州・沖縄シンポジウムの次年度開催の件 

・平成 27 年度年度計画の実施（第１、２四半

期）について 

・部会の委員就任に当たっての条件について 

・各部会の開催イメージ（第一回目）につい

て 

・「大学と地域」および地域志向一貫教育カリ

キュラムについて（継続） 

・「産学官民による地域課題のよう動的解決

を促す学習交流プラットホームの形成」（文

科省・コンファレンス事業）実施に向けた

準備状況 

資料１－５

 ２１  与論町関係者来訪  

 ２７ 第２３回かごし

まＣＯＣセンタ

ー連絡会 

 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて（継続） 

・履修案内について 

・コーディネーターについて 

・奄美国際ノネコシンポジウムについて 

・部会の開催に向けて 

資料１－５

 
２８ かごしまＣＯＣ

センター 

第５回観光産業・国際部会 

 
表５－１

 
２８ かごしま COC セ

ンター 

｢農業維新の会・（テクノマックス（株）鹿児

島・遠矢様｣：生姜栽培に関するアドバイス

（境、冨永） 

 

 ３１ かごしまＣＯＣ

センター 

九州・沖縄シンポジウムＩＮ佐賀 2015 

：地域の知の拠点としての大学- 

（出口・永徳・兒玉） 

 

11 ２ 第 24回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

・ＣＯＣセンターのＰＤＣＡについて 

・薩摩川内市の成果報告会の実施について 

・「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラ

ム（継続） 

・自治体の部会への参加について 

資料１－５

11 

 

４ かごしまＣＯＣ

センター 

鹿児島県エネルギー政策課打ち合わせ 

(河野・田代) 
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月 日  組織      議事等の項目 資料番号等 

 

１１ 

 

10  
第 25回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて(継続) 

・「大学と地域」コーディネーター打合せの件 

・平成27年度ＣＯＣ事業実施計画とスケジュ

ール 

・旧生涯学習教育研究センターが担当してい

た公開授業について 

・「九州・沖縄シンポジウム ＩＮ 佐賀 

 2015」出席報告 

 

資料１－５

 
 水産学部 ・「鹿児島の水産を励ます会」出席 

（冨永） 

 

資料５－６

 
１２

-13 

 

かごしまＣＯＣ

センター 

・地域懇談会（農学部地域連携プロジェクト） 

：熊毛支庁（冨永） 
資料４－８

 
１６

－17 
かごしま COC セ

ンター 

地域懇談会（農学部地域連携プロジェクト） 

 ：大隅（冨永） 

 

資料４－８

 
１７ かごしまＣＯＣ

センター 

「大学と地域」コーディネーター会議 

 
 

 
１７ 第 26回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて(継続) 

・「中長期・実践型インターンシップ推進と教

育的な指導体制の構築」ワークショップ

参加報告 

資料１－５

 
１８ かごしまＣＯＣ

センター 

アーモンド栽培適地移管に関する打ち合わせ 

：湧水町（冨永） 

 
２４ 第 27回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて(継続) 

・飯干教育センター長との打合せ結果の件 

・早急に取り組むべきことの確認の件 

・学外者への話題提供の依頼について 

・観光・国際交流テーマクラス 

・成果報告会開催について 

・「産学官民による地域課題の共同的解決を

促す学習交流プラットホームの形成」開催

について 

 

資料１－５

 
２５ 農学部 農学部と三井化学との研究連携に関する打

合せ（冨永） 
 

 ２７ かごしまＣＯＣ

センター 

平成 26 年度地域志向教育研究経費教育研究

成果報告会ｉｎ薩摩川内市 
資料３－４

１１ ３０ かごしまＣＯＣ

センター 

ＪＡ鹿児島県大会（河野） 

12 １ かごしまＣＯＣ

センター 

農学部地域連携プロジェクト運営会議 

(田代) 

 

資料４－１０
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月 日  組織       議事等の項目 資料番号等 

１２ １ 第 28回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて(継続) 

・教務委員会報告 

・各クラスの準備状況 

・必要な作業 

・九州インターンシップ推進協議会 設立１

５周年記念事業について 

・農学部地域連携プロジェクト運営会議につ

いて 

資料１－５

１２ 
４ 

 

 

６ 

かごしまＣＯＣ

センター 

・九州インターンシップ推進協議会設立15周

年記念事業（出口） 

・ノネコシンポジウム： 

奄美市名瀬地区(星野) 

資料１－５

１２ ８ 第 29回ＣＯＣセ

ンター連絡会 

・平成 28 年度 学長裁量経費について 

・学内評価委員会、学外評価委員会について 

・平成27年度地域志向教育研究経費の成果報

告会について 

・徳之島町教育委員会からの依頼について 

・ＣＯＣセンターのＨＰについて 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて（継続） 

・九州インターンシップ推進協議会 設立 15

周年記念事業 参加報告 

資料１－５

１２ ８ 第 29回ＣＯＣセ

ンター連絡会 

・「後期公開授業受講生の集い」、「文科省コン

ファレンス事業」について 

・農学文お地域連携プロジェクトへの参加に

ついて 

・奄美国際ノネコ・シンポジウムについて（実

施報告） 

・部会の開催について 

資料１－５

 ８ かごしまＣＯＣ

センター 

野村證券と鹿児島銀行からの地域貢献に関

する相談（冨永） 
 

 ９ 

 

１０ 

かごしまＣＯＣ

センター 

・「まちおこし・教育」クラス検討会（出口） 

・公開授業受講生の集い 
 

 １０ 農学部 湧水町「アーモンドによる街おこし計画」

(農学部との連携)打合せ 
 

１２ １５ 第 30回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

・「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラ

ムについて 

・「大学と地域」のＴＡについて 

資料１－６

１ ５ 第 31回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・ＣＯＣ地域志向科目等に関する教務課との

打合せ 

・「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラ

ムについて(継続) 

・教育センター会議報告(11 月 25 日)：大学

と地域ＴＡについて 

・2016 年度前期公開授業の進捗 

・2016 年度公開講座に向けた準備 

 

資料１－６
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月 日  組織      議事等の項目 資料番号等 

１ ５ 第 31回かごしま

ＣＯＣセンター

連絡会 

 

・文部科学省コンファレンス事業の進捗 

・かごしまＣＯＣセンター活動について 

・教育研究成果報告会実施について 

(与論町) 

 

資料１－６

資料４－４

資料３－５

 ５ 共同研究室 ｢曽於市の課題解決に関する相談：（法文大小

田、中武、冨永） 
 ６ 農学部長室 曽於市と農学部との連携に関する相談（農学

部長、大小田、中武、冨永） 
 ７ かごしまＣＯＣ

センター 

学長訪問(内閣総理大臣賞受賞報告) 

 （木村） 
資料５－６

 ８ 農学部長室 農学部と三井化学との研究連携に関する相

談(冨永) 
 １２ 第 32回ＣＯＣセ

ンター連絡会 

 

・平成 27 年度 地(知)の拠点整備事業  

報告書について 

 (平成 27 年度 実績報告書について) 

・ 成果報告会 in 与論について 

資料１－６

 １２ かごしまＣＯＣ

センター 

農業維新の会（テクノマック（株））生姜栽培

に関する共同研究についての相談（冨永） 
 

 １３ 

 

１４ 

かごしまＣＯＣ

センター 

・鹿児島県企画課訪問(田代) 

・霧島市管内住民からの相談 

 (河野、冨永、出口、田代) 

 

 １９ 第 33回ＣＯＣセ

ンター連絡会 

 

・平成27年度ＣＯＣセンター報告会について 

・平成 27 年度教育研究経費成果報告会 

(10 件程度) 

・「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラ

ムについて(継続) 

・「平成 27 年度第４回農学部地域連携プロジ

ェクト運営会議」について 

・文部科学書コンファレンス事業進捗状況に

ついて 

 

資料１－６

 １９ 農学部 ・第 4 回農学部地域連携ネットワークプロ

ジェクト運営会議に関する打合せ(冨永) 
 

１ ２６ 第 34回ＣＯＣセ

ンター連絡会 

・かごしまＣＯＣセンター運営委員会の件  

・「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラ

ムについて(継続) 

資料１－６

 ２７ 教育センター 「大学と地域」開講に伴う打合せ 

 
 

 ２７ 法文学部 第 6回観光産業・国際部会 

 
 

 ２９ 農学部 鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプロ

ジェクト成果報告会(後援) 

資料４－１１

資料４－１２

２ ２ 第 35回ＣＯＣセ

ンター連絡会 

 

・まちづくり計画の研究・策定依頼の相談へ

の対応について 

・学生による地方創生活動プログラム支援 

・「大学と地域」進捗状況と今後の予定 

 

資料１－６
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月 日  組織 議事等の項目 資料番号等 

２ ２ 第 35回ＣＯＣセ

ンター連絡会 

 

・ＣＯＣ地域志向一貫教育カリキュラムの対

外(対学生)的名称および、「地域志向科

目」「地域関連科目」の名称等について 

・学部または教育センターとの教育上コーデ

ィネートの可能性について 

・高知大学からのアンケート回答依頼 

・与論成果報告会について 

・学内地域貢献活動について 

・平成27年度 第２回鹿児島大学農学部地域

連携協議会結果について 

・文部科学省コンファレンス事業の進捗状況 

資料１－６

 ４  国際大学シンポジウム参加(河野、冨永、出口、

田代)  
資料１－６

 6-8  学びによる地域力活性化プログラム普及・啓

発事業コンファレンス開催（小栗、酒井） 

表４－２

図４－３

 ９ 第 36回ＣＯＣセ

ンター連絡会 

 

・「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキ

ュラムについて(継続) 

・成果報告会ｉｎ与論について 

・平成 27 年度 第２回運営委員会について 

・学生による地域創生プログラム支援につい

て(継続) 

資料１－６

 ９  学長講話ＤＶＤ打合せ 

(学長室にて：出口、田代) 

２ 13-

14 
 平成 27 年度地域志向教育研究経費教育研究

成果報告会 in 与論町 
資料３－５

 １６ かごしまＣＯＣ

センター 

垂水市大野地区平成 28 年度農山漁村振興交

付金事業申請に関する相談（農学部井倉先生：

木村、冨永） 

 １９ 第 37回ＣＯＣセ

ンター連絡会 

 

・成果報告会ｉｎ与論について 

・「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラ

ムについて（継続） 

・「大学と地域」進捗状況と今後の予定 

・地域志向一貫教育カリキュラムの対外対学

生)的名称について 

・共通教育における「地域志向科目」と「地域

マインド科目」(ＣＯＣ＋)の取扱    

資料１－６

２ 19 第 37回ＣＯＣセ

ンター連絡会 

 

・田代コーディネーターより 

・学長講話について 

・自治体への講師派遣依頼について 

・学生による地方創生活動プログラムについ

て 

・平成28年度農山漁村進行交付金事業につい

て 

・「地域防災・医療部会」活動について 

・学内評価委員会について 

 

資料１－６

２ 19  学長講話ＤＶＤ打合せ 
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月 日  組織      議事等の項目 資料番号等 

２ ２２ 薩摩川内市東郷

町 

・平成27年度鹿児島県農業開発総合センター

果樹部門（落葉果樹）試験研究成果発表会(ア

ドバイサー・冨永) 

 

３ 3-4 鹿児島県県民交

流センター 

・平成27年度鹿児島県農業開発総合センター

果樹部門試験研究成果発表会(外部委員・冨

永) 

 

 

 ４ かごしまＣＯＣ

センター 

垂水市大野地区平成 28 年度農山漁村振興交

付金事業申請（うのばい地域再生ネットワー

ク）に関する相談（NPO 法人森人クラブ酒瀬川

理事長、農学部・井倉先生：河野、冨永） 

 

 ７ かごしまＣＯＣ

センター 

新潟大学産学地域連携機構産学地域人材育成

センター関係者 4名来訪（冨永、出口、田代） 
 

 ７ 東急 REI ホテル 鹿児島大学 COC+キックオフシンポジウム（全

員） 
 

 
 

表１－２に示した平成 27 年度のＣＯＣ事業の経過報告では、関連する項目について資

料番号等を示している。資料は第１章から第５章に関係する項目に対応している。 

 第２章では教育に関連する事業内容について今年度の活動を示した。第３章では、研

究に関連する事業内容につての活動を示している。第４章では、社会貢献。生涯学習に

関連する項目について示している。第５章では学内評価・学外評価とＣＯＣ事業の実施

について示した。第６章では、平成 27 年度のＣＯＣ事業の自己点検について示した。 

 

 

 

 

参考資料 

 
資料１－１ 平成 27 年度かごしまＣＯＣセンター運営委員会名簿 
資料１－２ かごしまＣＯＣセンター部会委員名簿 
資料１－３ かごしまＣＯＣセンター連絡会議事録（１） 
資料１－４ かごしまＣＯＣセンター連絡会議事録（２） 
資料１－５ かごしまＣＯＣセンター連絡会議事録（３） 
資料１－６ かごしまＣＯＣセンター連絡会議事録（４） 
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第２章 教育に関する活動 

 

 

 

 

２．１ 共通教育における「地域志向科目」（平成 27 年度入学生 選択必修） 

 
（１）この取り組みの意義 

 共通教育において「地域志向科目」（計 33 科目）を設定し、平成 27 年度入学者はそ

の中から 1 科目以上を選択必修することとした。これは、従前より「地域に根差した

大学」を標榜してきた本学において、地域のことを知り、地域のことを考える授業科

目として開講されていた科目について、その内容を検討した上で「地域志向科目」と

して指定し、選択必修としたものである。 

 平成 26 年度に地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ事業）に採択された本学は、次節に

おいて述べる平成 28 年度開講の全学必修科目「大学と地域」の準備を行っており、平

成 27 年度にはその暫定的な移行措置として地域志向科目を全学選択必修化したわけ

である。したがって、平成 28 年度以降は、これらの地域志向科目は後述する「かごし

ま地域教育プログラム」を構成する選択科目となる予定である。 

 

（２）地域志向科目一覧 

 平成 27 年度の地域志向科目は前期 19 科目、後期 14 科目、合計 33 科目を開講し

た。科目の一覧は資料２－１に掲載した。 
 
（３）平成 27 年度入学生の地域志向科目履修状況（科目別履修者数・受講率等） 

 平成 27年度入学生の地域志向科目履修状況は、受講者数が 1847名、受講率は 91.4％
であった。詳細は資料２－１を参照されたい。 
 
２．２ 共通教育における「大学と地域」（平成 28 年度以降入学生 必修）の 

実施に向けた準備 

 
（１） この取り組みの意義 

平成 28 年度よりかごしまＣＯＣ事業の教育部門の取り組みにおける核となるのが

共通教育における全学必修科目「大学と地域」である。平成 27 年度はその教育目標、

実施方法、内容、実施体制等の策定を行った。 
上記のように本学においては地域のことを扱う授業科目は相当数存在した。しかし、
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それらはあくまで「まずは地域を知ること」に主眼が置かれていた。しかし本科目は

全学生必修であることから、「単に地域のことを知る」ことを目的とせず、よって「知

識のことを知っているか否か」で成績評価を行うことも避けることとした。すなわち、

地域のことを扱うものの、その教育目標は本学のディプロマ・ポリシー（PD）から説

明できるものとしたのである。 
その結果、本科目の目標は、学部に関わりなく本学に入学した学生が共通して身に

付けるべき基礎学力（論理的思考力、科学的リテラシー、課題・発見解決能力すなわ

ち汎用的能力＝ジェネリック・スキル）を、地域という教材を通して修得する、とい

うものとした。したがって、この科目で扱われるコンテンツを「知る」「把握する」「記

憶する」ことは目的ではなく、それらを通じて育成される能力が重要であるというで

ある。大学と地域との関わりについて考えることを通じて、大学で学ぶための基礎学

力を身に付けると同時に、自分自身や自分が学ぶ内容と地域とのかかわりについて考

え、行動していくための動機付けが本科目の主目的である。 
 
（２） 「大学と地域」の概要 

(a) 目的と実施方法 

「大学と地域」は、本学の入学者全員が、鹿児島地域のことを知り、地域の現実的

なトピックを通じて大学での学びの基礎となる初歩的な論理的思考力や課題発見・解

決能力を身に付けることを目的とした科目である。すなわち、地域の実態を知ること

を通じて「大学とは何か」「地域における大学の意義」について考える力と姿勢を身に

付けることを目指すものである。 
カリキュラム上は 1 年次の全学必修科目であり、前後期各 10 クラスの計 20 クラス

開講され、1 クラスは 100 人程度で編成される。10 クラスはそれぞれ後述のように「防

災」「医療」「農業」などテーマが異なるが、科目名は全クラス共通して「大学と地域」

である。また、大まかな授業の展開方法、評価基準なども共通のものとする。学生は

各クラスで扱われるテーマをシラバス等で確認し、希望するクラスを受講する。 
 
(b) 授業計画 

「大学と地域」の授業計画（半期 15 回）は以下の通りである。全 15 回のうち、色を

付けて示した第 1～3 回、第 9 回、第 15 回は内容、運営方法共に全クラス共通である。

一方、第 4～8 回と第 10～14 回については、どのクラスでも話題提供者によるテーマ

講義が行われるため基本的な運営方法は共通であるが、示される話題はクラスごとに

異なる。 
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表２－１ 「大学と地域」授業計画 

回数 内容 備考 

第 1 回 オリエンテーション、学長講話 

全クラス共通の内容 第 2 回 大学と地域の関わり① 

第 3 回 大学と地域の関わり② 
第 4 回 

テーマ講義（Ａパート） 
（話題提供者による話題提供） 

クラス別に異なる内容 
（テーマに沿った話題提供） 

第 5 回 
第 6 回 
第 7 回 
第 8 回 
第 9 回 中間まとめ①（Ａパートまとめ） 全クラス共通の内容 
第 10 回 

テーマ講義（Ｂパート） 
（話題提供者による話題提供） 

クラス別に異なる内容 
（テーマに沿った話題提供） 

第 11 回 
第 12 回 
第 13 回 
第 14 回 
第 15 回 中間まとめ②（Ｂパート及び全体まとめ） 全クラス共通の内容 

  
(c)  各クラスのテーマ 

 10 クラスのテーマは下記の通りである。 
① 防災 

② 医療 

③ まちづくり・観光 

④ エネルギー 

⑤ 農業 

⑥ 動物・畜産業 

⑦ 森林・林業 

⑧ 水産業 

⑨ 環境・島嶼 

⑩ まちづくり・教育 

 これらは、かごしまＣＯＣセンターに設置された５部会（地域防災・医療部会、観

光・国際部会、エネルギー部会、農林畜産業部会、水産業部会）に対応する８クラス

（①～⑧）と、本学の重点研究領域である島嶼及び環境を踏まえたクラス（⑨）、さら

にこれら９つのテーマ以外で本学の学部構成や教員の専門等を考慮して設定されたク
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ラス（⑩）である。 
（ｃ） 成績評価に関する方法別配点    

方法と配点は全クラス共通である。 

・授業期間中（まとめ①、②）提出する中間レポート（2 回）      40％（各 20％）   
・最終レポート（統一書式を使用）               60％ 

（ｄ） シラバス〔各クラスの 15 回の計画〕及び実施体制（授業担当者） 

 10 クラスの実施体制は資料２－３の通りである。 
 
（３） 実施に向けた具体的作業の内容 

 「大学と地域」の教育目標、内容、実施方法等については、教育センター長の下に設

置された「『大学と地域』検討ワーキング・グループ」（以下、「大学と地域ＷＧ」とい

う）において検討され、ここで出された素案を毎週定例で行われているかごしまＣＯ

Ｃセンターの連絡会で協議し、最終的にはかごしまＣＯＣセンター運営委員会での議

を経て決定された。その内容はコーディネーター会議を通じて、各クラスのコーディ

ネーターに周知を行った。 
（a）大学と地域ＷＧの活動 

 「大学と地域」の基本コンセプトは大学と地域ＷＧにおいて検討され、様々な議論

の末に形作られていった。 
 当初、「大学と地域」は「本学における各学部と地域との関わりをオムニバス形式に

紹介するもの」という案と、地域を題材としながら「学生の自主的・積極的な活動を

伴う基礎的なジェネリック・スキルを養成するもの」という、言わば両極端のアイデ

ィアが存在した。その案を、大学と地域ＷＧにおいてていねいに検討し、以下のよう

な結論を得た。 
・全学必修科目にふさわしい能力要件で達成度を評価する授業とすること 
・全ての学生に（同一の知識ではなく）同一の能力を付与するものであること 
・「地域を知る」ことではなく「地域を通じて考える」授業であること 
・授業の展開は全てのクラスで同一のものとすること（表２－１参照） 
・特に半期 15 回の授業のうち冒頭の３回は内容まで同一のものとすること 
（１回目が学長講話、２～３回目が「大学（各学部等）と地域の関わり」の紹介） 
・上記以外の授業ではクラス（テーマ）別に異なる内容を扱うこと 
・全体を通じて各クラスのコーディネーターが授業の意図を実現すること 
・成績評価に当たっては全クラス共通の課題及び評価指標を用いること 
 以上のようなコンセプトに基づき、「大学と地域」は実施されることとなった。資料

２－3（「大学と地域」受講案内パンフレット）も併せて参照されたい。 
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表２－２ 大学と地域ＷＧの構成員名簿 

大学と地域 WG 構成員名簿（5 名）   

所属 職  名 氏      名 

教育学部 准教授 高谷 哲也 

農学部 准教授 髙山 耕二 

工学部 准教授 塗木 淳夫 

教育センター 准教授 伊藤 奈賀子 

かごしま COC センター 特任准教授 出口 英樹 

 
表２－３ 大学と地域ＷＧの実施日時 

 日時 出席者 

第 1 回 平成 27 年 5 月 1 日（金）18：00～19：25 全 WG 構成員 

第 2 回 平成 27 年 5 月 11 日（月）16：00～17：10 全 WG 構成員 

第 3 回 平成 27 年 6 月 8 日（月）14：30～16：10 高谷、塗木、出口、伊藤 

第 4 回 平成 27 年 10 月 21 日（水）8：50～10：20 全 WG 構成員 

 

(b) コーディネーター会議 

コーディネーター会議の日時と議題は以下の通りである。 

表２－４ 「大学地域」コーディネーター会議の実施日と議題 

日時 議題 

平成 27 年 

11 月 17 日 

１．「大学と地域」の意義と実施要領の説明 
２．コーディネーターの役割の確認 
３．「大学と地域」実施マニュアル（試作版）の配布 
４．その他 

平成 28 年 

3 月 24 日 

１．「大学と地域マニュアル」（確定版）の説明 
２．全 10 クラス共通の教材の説明（学長講話、各学部紹介、まとめ等）

３．自治体等からの講師に関する事項の報告・確認 
４．その他 

 

２. ３  「かごしまキャリア教育プログラム」（平成 28 年度スタート） 

の実施に向けた準備 

（1）  この取り組みの意義 

 鹿児島大学において、地域に貢献していきたいとの思いを涵養するため、鹿児島地

域に対する理解を深めつつ、地域社会が抱える諸課題を発見・解決する力を身に付け

ることのできる一貫した学習を可能にするために編成されたのが「かごしま地域教育

プログラム」である（「地域志向一貫教育カリキュラム」として準備してきたが、本年
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度の準備過程で学生に対しては「かごしま地域教育プログラム」の名称で案内するこ

ととなった）。これは共通教育としての「地域志向科目」と専門教育（学部教育）とし

ての「地域関連科目」から構成されており、学生はそれぞれの専門性を活かしつつ地

域について学ぶことができる（将来的には大学院においても地域を学ぶことができる

ようプログラムを発展させていく予定である）。 
 上記の「大学と地域」は全学必修科目であると同時に、このプログラムの起点かつ

基盤となる科目となる。鹿児島地域における地域活性化の拠点である本学では、全て

の学生が一定程度地域社会の抱える課題について考え、その解決方法について模索す

る機会を持つ必要があると考えている。それは、地域に対する理解を深めることであ

ると同時に、地域社会を足場としつつ自らのキャリアを築くための道しるべを獲得す

ることでもある。 
 地域社会に関する知識だけを増やしても、実際に地域に貢献できる人材とはなりえ

ない。諸問題を解決するには、論理的思考力や情報収集・精査・分析能力といった汎

用的能力が基盤として欠かせない。そうした認識に基づき、本学が構築するかごしま

地域教育プログラムでは「知識」と「能力」という２つの要素を取り込んだ形で構築

されている。 
 幅広い視野で地域社会が抱える諸問題を見つつ、その上で専門性を活かして解決策

を考えるには、共通教育だけでも専門教育だけでも不充分であり、両者を往還的に学

習していくことが必要である。共通教育は必ずしも専門教育に先行する低年次を対象

とした学習の場ではない。専門性を高めたうえで共通教育において専門性を異にする

学生との間で議論をし、解決策を見出すという学習機会も非常に有意義なものとなり

得る。 以上のような観点から、プログラムを策定した。 
 
(2) かごしま地域教育プログラムのカリキュラム・マップ 

「かごしま地域教育プログラム」は、上記のように「大学と地域」を起点かつ基盤

としつつ、質量ともに充実したな地域志向科目（共通教育）と多種多様な地域関連科

目（専門教育）から成る。 
地域志向科目（共通教育）については、従来から教育センター開講の共通教育とし

て実施されてきた地域をテーマとする科目をかごしまＣＯＣセンターで精査し、「地域

志向科目」の指定を行ったものである。また、地域関連科目（専門教育）については、

既存の専門教育（学部開講科目）から地域に関する事項を取り扱う科目を選出し、各

学部に確認した上で「地域関連科目」の指定を行ったものである。なお、地域志向科

目及び地域関連科目の一覧は資料２－２に掲載した。 
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また、２－４．において述べるように、将来的には大学院（主として修士課程を想

定）教育まで一貫して地域について学べるプログラムの構築を計画している。その全

体像（計画）は以下の図２－１の通りである。 

 
図２－１ かごしま地域教育プログラム 全体像 

 

２．４  大学院共通コースについて 

 本学では従前より大学院における共通教育、すなわち大学院生が自らの所属する研

究科を超えて履修できる全学横断プログラムを実施してきた。その枠組みの中で、既

存の「島嶼」、「環境学」、「食と健康」教育コースについては、地域貢献・志向に関する

内容の充実を図った。また、鹿児島大学の重点研究領域として「水」、「エネルギー」と

連携した教育プログラムについても新設を行った。（その科目名一覧及び履修者数等は

資料２－２、大まかな受講者数については以下の図２－２に示した）。 
ただ、この取り組みは教育センター及び大学院教務委員会が中心となっているもの

であり、かごしまＣＯＣセンターとして充分な関与がなされたものとはいえない。し

かし、そこで扱われているテーマはかごしまＣＯＣセンターの活動と密接に関連する

ものであり、特に「水」コースと「エネルギー」コースは本学がＣＯＣ事業に採択され

たことを受けて設置されたものである。今後、これらの教育を「地域」をキーワード

としながら充実させていくことが肝要であると自覚している。 
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図２－２ 重点研究領域に関連する大学院共通科目・特別コースの受講者数 

 
 
 
 参考資料 

 
資料２－１  地域志向科目受講者数 
資料２－２  専門科目における地域関連科目 
資料２－３  「大学と地域」受講案内パンフレット 
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第３章 研究に関する活動 
 
 
 
 
３．１ 地域志向教育研究経費の配分と活用 

かごしまＣＯＣセンターでは、第１章において述べたようにＣＯＣ事業の推進に当た

って地域志向の教育研究課題に対する研究費の公募配分を行い、地域課題解決に向けた

取り組みの促進とその成果の教育への反映を図っている。特に、平成２８年度から開始

する共通教育の全学必修科目「大学と地域」の講義の分担者として、その成果の還元を

図ることにしている。さらに、生涯学習の場を充実し、養成した地域志向型人材が持続

的な地域再生・活性化に貢献することを目指している。鹿児島地域の地域課題は、防災、

災害時医療、農林畜産業、水産業、水、エネルギー、離島医療、流通輸送、地域教育、

観光、観光等があり、これらの課題に果敢に取り組む地域志向型人材の養成は本県の持

続的な発展に不可欠である。 

平成 27 年度においても昨年度に続いて地域志向教育研究経費の公募を行った。公募

要項では、地域志向型教育研究経費は、地域を志向する教員の教育・研究・社会貢献活

動を支援し、大学全体の地域志向型教育研究を活性化させるための経費とすることを明

記した。本経費で支援する課題の対象は、地域及び教育・研究・社会貢献活動であり、

下記の表３－１に掲げる自治体と関連する教育研究課題に関連するものとする。地域志

向型教育研究経費の公募に際しては、その対象と支援期間を明示した。公募周知と公募

要領は資料３－１と資料３－２に示している。平成 27 年６月 10 日に公募を開始し、６

月 30 日を締め切りとした。公募に対して 55 件の応募があり表３－２に示すように 27

件の採択を行い７月 15 日までに審査結果を採択者に通知した。 

 
         表３－１ 平成 27 年度地域志向教育研究費 公募課題項目 

対象とす

る自治体 
1.鹿児島県  2.鹿児島市  3.薩摩川内市  4.与論町  

 

 

関連する 

教育研究

課題名 

A.  豪雨・火山・地震・津波・放射線による災害および総合防災に関

して地域に貢献する教育研究 

B. 鹿児島の自然エネルギー利活用に関する教育研究 

C. 南九州ならびに奄美島嶼地域の農林畜産資源の利活用に関する教

育研究 

D. 観光産業と鹿児島の地域活性化の経済評価に関する教育研究 

E. 環境・水・食と健康・地域医療による地域貢献に関する教育研究

F.  鹿児島島嶼の水産業の活性化に関する教育研究 

G. 地域課題解決を志向した教育の活性化に関する教育研究 
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 表３－２  平成 27 年度地域志向教育研究経費の選定結果 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ．１

No 所属部局 申請者名
課題
区分

対象
自治体

課題の名称

1 法文学部 石塚　孔信 D
薩摩川
内市

甑島と薩摩川内市本土地域の自然・人文・経済環境の
研究

2 法文学部 小林　善仁 D
鹿児島

市
「関吉の疎水溝」とその周辺地域の自然地理・人文地
理的再評価

3 法文学部 萩野　誠 D
薩摩川
内市

焼酎産業の需要落ち込みに対する観光産業の貢献の
可能性
―薩摩川内市甑島国定公園化による地場産業の掘り

4 教育学部 永迫　俊郎 E 与論町
サンゴ礁島嶼・与論島における空間認識とその地域再
生・活性化への意義

5 教育学部 原田　義則 G 与論町
離島における教育の質的環境の向上～　与論町の教
育的ニーズに対応した大学の関わりを通して　～

6 教育学部 浅野　陽樹 E 与論町
与論町自生のゲットウを用いたコンポスト作りとその栽
培利用に関する研究

7 教育学部 肥後　祥治 G
鹿児島

県

鹿児島県下特別支援学校の重度行動障害のある児童
生徒に対する指導力向上に向けたOn the Job
Training プログラムの開発および校内支援体制構築に

8
医歯学総
合研究科

菊地　聖史 A
鹿児島

県
大規模災害時の身元確認業務と歯科医療支援への対
応能力向上と関係諸機関との連携強化

9
医歯学総
合研究科

南　弘之 E
鹿児島

県
無歯科医離島への巡回歯科診療同行実習が歯学部
臨床実習学生の地域志向に与える効果

10

医歯学総合
研究科離島
へき地医療
人育成ｾﾝ
ﾀｰ

根路銘　安
仁

E 与論町
異文化フィールド調査早期体験が医療系学生の地域
志向に及ぼす研究

11
医学部保
健学科

中尾　優子 G
鹿児島

県
徳之島における地域特性を活かした母子保健事業の
推進

12
理工学研究
科（工学系）

安達　貴浩 E
鹿児島

県
鹿児島県内の河川流域における地域防災力向上のた
めの研究

13 農学部 地頭薗　隆 A
鹿児島

県
鹿児島県で発生する深層崩壊の実態，予測，対策と地
域防災力の向上

14 農学部 肥山　浩樹 E
鹿児島

県
徳之島サトウキビ圃場の水消費に関する実証的研究

15 農学部 高峯　和則 C
鹿児島

県
風味の多様化を意図した黒糖製造法の開発

16 農学部 枚田　邦宏 C
鹿児島

県
鹿児島県の森林資源利活用を担う素材生産事業体事
業経営の持続可能性

17 農学部 坂井　教郎 C
薩摩川
内市

甑島における農林資源の有効利用と付加価値向上に
よる地域活性化

平成27年度　地域志向教育研究経費　選定結果
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本経費は、上限額を 50 万円として、鹿児島大学の専任教員を対象に公募を行った。

本事業の目的に則して、地域志向型の人材養成や地域の再生・活性化に繋がる教育・研

究・社会貢献を重視した課題に取組む教員に対し配分を行った。 
表３－２に示した地域志向型教育研究経費の配分決定に当たっては、かごしまＣＯＣ

センター運営委員会で選任された選定委員会において候補課題の選定を行った。選定委

員会においては、応募者から提出された所定の地域志向教育研究経費申請書による書面

審査で行ない、その結果に基づいて候補者を選考した。その結果を学長に報告し、最終

の候補者を決定した。平成 27 年度の配分費の総額は 820 万円であり、申請課題の総数

は 55 件、採択課題は 27 件である。公募申請のあった研究課題は、いずれも地域課題に

関連するものであった。その中から採択された課題名を表３－２に示す。 
図３－１は申請課題と採択課題の採択比率をそれぞれに公募課題Ａ～Ｇの項目ごと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ．２

No 所属部局 申請者名
課題
区分

対象
自治体

課題の名称

18 水産学部 佐野　雅昭 F
薩摩川
内市

離島における水産物を利用したスモールビジネスの可
能性とその成立条件の検討～薩摩川内市下甑島長浜
集落における小型エビ類加工事業の実態とその効果

19 水産学部 塩崎　一弘 E 与論町
健康機能性による付加価値を目標とした与論島農水
産物の新規利用法の開発

20 水産学部 木村　郁夫 F 与論町 与論島水産物の高付加価値流通のための教育研究

21 水産学部 江幡　恵吾 F
鹿児島

県
離島漁業における魚かごの新規導入に関する基礎調
査

22
共同獣医
学部

宮本　篤 E 与論町
ミネラル成分の高い飲料水が島嶼域で長寿と健康に
貢献している直接的証明

23
共同獣医
学部

藤田　志歩 D
鹿児島

県
過疎集落における鳥獣被害の実態調査と被害対策の
検討

24
総合研究
博物館

本村　浩之 F
薩摩川
内市

甑島列島における魚類相の解明

25
自然科学教
育研究支援
センター

福徳　康雄 A
鹿児島

県
原子力災害地域リスクコミュニケーター育成事業

26

医用ミニブ
タ・先端医療
開発研究セ
ンター

佐原　寿史 D
鹿児島

県
べにふうき緑茶による抗体関連型拒絶反応の制御-ミ
ニブタ移植モデルによる検討

27
学術情報
基盤セン
ター

升屋　正人 G 与論町
TCPスループット向上システムの評価・検証に関する
フィールドスタディ

平成27年度　地域志向教育研究経費　選定結果
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に示している。 
 

 
    図３－１  地域志向教育研究経費の採択比率 
 
表３－１に示した教育研究課題のＡ，Ｂ，Ｃ，ＤはそれぞれかごしまＣＯＣセンター

の部会である地域防災・医療、エネルギー、農林畜産業、観光産業・国際部会の地域課

題に対応したものである。地域防災・医療に関しては、11 件の応募があり 5 件の課題

が採択されている。また、農林畜産業に関しては、７件の応募に対して３件の課題が採

択されている。Ｅは環境・水・食と健康・地域医療による地域貢献に関する教育研究で

あり鹿児島大学の重点領域の研究分野に対応している。この分野に関する申請が最も多

く 13 件あり、その中の８件が採択されていることが分かる。Ｆは水産業部会の地域課

題であり８件の応募に対して４件が採択されている。 
 本年度の地域志向教育研究経費の成果に関しては、関連する自治体での成果報告会を

通して地域に還元を図るとともに平成 28 年度から始まる共通教育の必修科目である

「大学と地域」に反映するようにした。 
 
 
３．２ 地域志向教育研究経費の成果報告会 

かごしまＣＯＣセンターの活動は平成 26 年 10 月から開始したが、今年度も地域志

向教育研究経費の公募配分は平成 26 年度に引き続き実施している。昨年度は地域志向

教育研究経費による教育研究成果は平成 26 年度の報告書の中で報告するとともに、か

ごしまＣＯＣセンターのホームページで公開することにした。 
今年度は、平成 26 年度の地域志向教育研究経費の成果に関する報告会を７月に鹿児

島大学で、11 月に薩摩川内市でそれぞれ実施した。また、平成 27 年度の教育研究成果
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報告会を平成 28 年２月に与論町で実施した。 
平成 27 年７月 14 日鹿児島大学農学部 共同獣医学部共通棟で約 90 名の関係者およ

び学生が参加して平成 26 年度地域志向教育研究経費による第１回成果報告会を開催し

た。資料３－３は平成 26 年度分の地域志向教育研究経費による成果報告会のプログラ

ムであり 10 件の発表を行った。 

 
  図３－２  地域志向教育研究経費成果報告会の発表の様子（７月１４日） 

 
図３－３ 地域志向教育研究経費成果報告会の発表の様子（７月１４日） 
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開会にあたり、住吉研究担当理事から鹿児島大学が、ＣＯＣ事業の展開を通して地域

貢献に深く関わっていくことの重要性が述べられた。前半の報告では、鹿児島地域の課

題であるバイオマスエネルギーの利用、しらす斜面・盛土の浸透性破壊に対する検討、

肝属川流域の水害・土砂災害についての検討、大規模災害時の歯科医療体制の検討、過

疎集落の野生動物による農業被害についての検討などについて発表と議論が行われた。 
後半の報告では与論町のインターネットライブ中継の問題点、鹿児島県内のロケ地観光

開発に対する検討、鹿児島地域機能性食材の活用と食と健康に関する検討、喜界島潤命草の

抗癌予防食品に関する検討、奄美大島におけるトケイソウウイルスについての検討などに

ついて発表が行われた。これらの課題は何れも鹿児島地域に密接に関連しているものであ

る。 図３－２から図３－４は成果報告会の様子を示している。 

 
図３－４  地域志向教育研究経費成果報告会の発表の様子（７月１４日） 

 

地域志向教育研究経費に採択された課題では、連携自治体に関連の深い地域課題への

取り組みが行われている。特に、かごしまＣＯＣセンターの連携自治体である薩摩川内

市については、地域農林畜産業、環境産業、エネルギー、自然災害などに関連する地域

課題について研究が行われた。そこで、平成 27 年 11 月 27 日にＣＯＣ事業の連携自治

体である薩摩川内市において、平成 26 年度地域志向教育研究経費の成果報告会を開催

した。 
資料３－４は薩摩川内市の市役所の会議室を会場にして行われた教育研究成果報告

会のプログラムである。約 100 名の薩摩川内市の関係者が参加して 10 件の発表が行わ

れた。開会に際して住吉研究担当理事から薩摩川内市での成果報告会の開催にあたりご

協力いただいた関係者に謝意が述べられた。続いて、薩摩川内市の向原副市長から成 
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 図３－５ 薩摩川内市における成果報告会の様子（11 月 27 日） 

 
 図３－６ 薩摩川内市における成果報告会の様子（11 月 27 日） 

 
果報告会と連携の発展に関する期待が述べられた。前半の発表では、医療系学部の地域

医療教育に関する報告、東アジア縁辺海の漂着ゴミに関する報告、紫尾山麓に群生する

キリエノキによる和牛の食中毒に関する報告、奄美島嶼の長寿と水の関係についての報

告、小規模中学校の課題解決にむけた臨床心理学的な取り組みの例などについて成果報
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告が行われた。いずれの報告も地域の課題に密接に関連するものであり、継続して取組

むことが必要であると思われた。 
後半の発表では、特に離島である甑島の地域課題を含めて５件の報告が行われた。島

嶼圏水産物の高付加価値流通の取組みに関する報告、マグロ養殖の向上のための自然エ

ネルギーの利用に関する報告、薩摩川内市のコミュニティビジネスによる地域再生に関

する報告、甑島と薩摩川内市地域の自然・人文・経済環境評価に関する報告、鹿児島県

内の河川流域の河川防災力向上に関する報告と、それぞれの発表に関する質疑応答が行

われた。 
図３－５から図３－７は薩摩川内市で開催された成果報告会の様子である。 
 

 

    図３－７ 薩摩川内市における成果報告会の様子（１１月２７日） 

 
平成 27 年度の地域志向教育研究費の配分は７月 15 日に行ったので、教育研究費の活用

に関しては、平成 26 年度と比べて十分な時間を取ることができたと思われる。平成 27 年

度の地域課題への取り組みへの成果をできるだけ早く報告するため今年度の採択課題につ

いて成果報告会を行うことにし、連携自治体である与論町で昨年度に引き続き平成 27 年度

の地域志向教育研究経費に関する成果報告会を実施した。平成 28 年２月 13 日与論町公民

館で平成 27年度の地域志向教育研究経費の採択課題の中から与論町に関連の深い７件の研

究について成果報告会を開催した。成果報告会のポスターを資料３－５に示す。会場には土

曜日の夕方にも係らず約 60 名の与論町の町民の参加者があった。開会にあたり鹿児島大学

の住吉研究担当理事から挨拶があり、昨年に引き続きＣＯＣ事業として与論町で地域課題
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に取組む鹿児島大学の報告会の開催に協力いただいた関係者への謝辞が述べられた。続い

て与論町の久留副町長から鹿児島大学が与論町の地域課題に取組んでいるので、与論町と

してはその成果を地域の発展や活性化に繋げることの重要性が述べられた。 

   

    図３－８  与論町公民館での教育研究成果報告会の様子（２月１３日） 

 

  
図３－９  与論町公民館での教育研究成果報告会の様子（２月１３日） 
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図３－１０ 与論町公民館での教育研究成果報告会の様子（２月 13 日） 

 

成果報告会では、初めに医学部の大脇教授から「医療系学部の地域医療教育〜地域で

の実習〜」について与論町で行った活動の報告があった。水産学部の塩﨑准教授から「健

康機能性による付加価値を目標とした与論島農水産物の新規利用法の開発」について報

告が行われた。与論町の生活環境に身近な課題であり会場からも質問があり関心の高さ

が推測された。共同獣医学部の宮本教授からは、「ミネラル成分の高い飲料水が島嶼域

で長寿と健康に貢献している直接的証明」について報告があった。この課題は昨年の与

論町でのシンポジウムでも紹介のあった課題であり関心の高い課題であることが分か

った。続いて、学術情報基盤センターの升屋教授から「TCP スループット向上システム

の評価・検証に関するフィールドスタディ～与論のインターネットを速くする－学生に

よる実証研究～」に関する報告があった。この課題は学生の実践教育として取り組んだ

ものであり与論町の環境に対応したものであった。木村ＣＯＣセンター長からは「与論

島水産物の高付加価値流通のための教育研究」について報告が行われた。与論町の漁協

と連携して水産業の高付加価値化に取組んだ研究であり、学生の教育も兼ねたものであ

ることが報告された。会場からもこの取組みに対する大きな期待が述べられた。農学部

の地頭薗教授からは、「災害に強い地域づくりのための教育研究」について報告があり、

地域防災の観点から高い関心が寄せられた。水産学部の江幡准教授からは、「水中カメ

ラによる浮式イカかご漁具の連続撮影」について報告があった。 

 以上、平成 27 年度の地域志向教育研究費に関する７件の成果報告会の後、木村ＣＯ
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Ｃセンター長から閉会の挨拶が述べられた。図３－８～図３－10 は与論町公民館での

報告会の様子を示している。 
与論町の成果報告会では、参加者を対象にしてアンケート調査を実施した。アンケート様

式については、資料３－６に示している。成果報告会への参加者は与論町関係者が６０名で

あったが、回答して頂いたアンケート結果を纏めると、図３－11～図３－13 のようになる。

結果はいずれの項目も比率で示している。図３－11 に示した成果報告会への参加動機では、

ＣＯＣ事業への関心と成果報告会の内容に関心がある項目が最も高い割合を示している。

これは昨年度に引き続いて与論町でシンポジウムを開催したことで、鹿児島大学の取組み

に対する継続的な理解と期待があったと思われる。 
 

 
 図３－11  アンケート結果（参加動機） 

 
図３－12  アンケート結果（地域課題への理解） 
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図３－12 は、成果報告会の内容が地域課題の理解に役立ったかかどうかという質問への

回答を示している。「大変役立った」と「やや役立った」の割合でそれぞれ５割と４割であ

り殆どの参加者にとって今回の成果報告会は地域課題への理解に役立ったことが分かる。

今回の発表の課題は何れも与論町に関するものであり、地域の課題解決の方向性を考える

場合の参考になっているものと思われる。 
図３－13 は、ＣＯＣ事業として鹿児島大学に期待することに対する回答の割合である。

「地域課題への迅速な対応」と「自治体との連携強化」がそれぞれ約３割となっている。地

域課題に対して自治体と連携して鹿児島大学の迅速な対応を期待していることが分かる。

このようにＣＯＣ事業では、地域課題に如何に対応しその結果を地域活性化等に結び付け

ていくかが重要であることが分かる。また、「地域住民を対象とした生涯教育の実施」や「地

域志向教育研究の充実」については、それぞれ約２割弱の期待であった。 
 アンケートでは、自由意見も記述してもらった。資料３－７は寄せられた自由意見を示し

ている。 
 

 
図３－13  アンケート結果（ＣＯＣ事業への期待） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.34

0.27

0.16

0.18

0.05

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

地域課題への迅速な対応

自治体との連携強化

地域志向教育研究の充実

地域住民を対象とした生涯教育の実施

その他

ＣＯＣ事業に関して鹿児島大学に期待すること



44
44 

 

３．３ 地域課題に対応した研究課題のマップ 

研究に関するＣＯＣ活動としては、地域志向教育研究の公募課題や申請課題からも分

かるように鹿児島大学では多くの地域課題への取り組みが挙げられる。鹿児島大学では、

大学の重点領域研究を設けて研究活動の展開を図っている。重点領域研究としては、「島

嶼」、「環境」、「食と健康」、「水」、「エネルギー」が挙げられている。「島嶼」では鹿児

島県の特徴でもある島に生きる「島嶼社会」の生活プロジェクトや島嶼地域発展のため

の構築プロジェクトに対する取り組みが行われている。「環境」では、鹿児島環境学プ

ロジェクト、地域の環境文化と地域づくり、生物多様性プロジェクトなどについて研究

が行われている。「食と健康」では、農水産食品の健康機能性、資源循環型持続的農漁

村の再構築、地域食産業の振興への貢献などへの取り組みが行われている。「水」では、

水資源と利水に関する地下水の課題、水と災害に関するする地域防災力の向上、水と生

活に関して赤潮の基礎調査と水環境保全に関する研究などが行われている。また、「エ

ネルギー」では、バイオリファイナリー技術の開発、太陽光発電システムの高度利用・

高効率化、海流・潮流発電システムの実証化などの研究が行われている。 
一方、かごしまＣＯＣセンターでは５部会が地域課題への取り組みを行っている。５

部会としては、地域防災・医療部会、観光産業・国際部会、エネルギー部会、農林畜産

業部会、水産業部会がある。鹿児島大学の重点領域研究は、地域課題と密接に関連して

おり、かごしまＣＯＣセンターの５部会で対応する地域課題もこれに対応する。これら

の部会で対応する地域課題として鹿児島大学の重点領域研究との関係を示したのが図

３－14 である。 
地域防災・医療部会では、総合防災、災害緊急対応、防災教育、水害、土砂災害、火

山災害、地震・津波災害などに関連する取組が行われている。観光産業・国際部会では、

観光ビジネス、観光と温泉・火山、観光と食、観光と地域の文化財などについて取り組

みが行われている。エネルギー部会では、次世代エネルギー、バイオマスエネルギー、

地域の再生可能エネルギーについての取り組みが行われている。農林畜産業部会では、

農林畜産業による地域活性化、食料供給基地の構築、温暖化と地域農林畜産業、安心安

全な食料生産など多くの地域課題への取り組みが行われている。水産業部会では、地域

水産業活性化と流通モデル、地域活性化と島嶼水産業、水産物の高付加価値化などの取

り組みが行われている。 
鹿児島大学は９学部と 10 大学院及び各種センターから構成されており研究活動の範

囲は多岐に広がっている。特に大学の重点領域研究で取り上げている課題とかごしまＣ

ＯＣセンターで対応する課題に関しては密接な関連がある。かごしまＣＯＣセンターで

取組む地域志向教育研究の成果は、「大学と地域」に見られるように共通教育やそれに

関連して各学部で行われる専門教育に反映される。一方、大学の重点領域研究の成果は

大学院の横断教育に反映されている。 
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３－１４  鹿児島大学の重点領域研究とかごしまＣＯＣセンターの地域課題の関連 
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図３－15 はかごしまＣＯＣセンターの５部会で対応できる地域課題をキーワードと

して示している。かごしまＣＯＣセンターで対応する地域課題については、各部会に所

属する教員の研究課題を反映したものとなっている。 
 

 
     図３－15 かごしまＣＯＣセンターの部会対応の地域課題キーワード 

 
連携自治体や学外からの地域課題に対する相談や提案は、かごしまＣＯＣセンターに

対して第１章の図１－１や図１－２で説明したように行われる。これらの関係図はかご

しまＣＯＣセンターのホームページに示している。地域課題を抱える自治体などの関係

者がかごしまＣＯＣセンターに相談する場合、どの部会で対応するのか、あるいはどの

ような課題であれば対応できるのか検討してもらうため地域課題検索の項目をかごし

まＣＯＣセンターのホームページに設けた。図３－16 はかごしまＣＯＣセンターの課

題検索の流れを示している。地域課題検索では、自治体関係者など学外関係者がかごし

まＣＯＣセンターのホームページを開いたとき「分野」あるいは「キーワード」で検索

できる。分野の項目としては、次の 10 項目を設けている。  
   〇地域防災  〇観光  〇エネルギー  〇農林畜産業   〇水産業  

〇健康・地域医療 〇技術開発 〇社会インフラ  〇教育   〇環境 

「分野」あるいは「キーワード」のどちらかで検索を行うと、キーワードに対応した課

題についての説明があり、ＣＯＣセンターで対応できる課題についての情報が得られる
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ようにしている。自治体などの学外関係者はこれらの情報に基づいて分野と課題番号を

かごしまＣＯＣセンターへ連絡できるようにしている。この連絡を受けてかごしまＣＯ

Ｃセンターでは、関連のある部会あるいは課題解決にあたる教員への連絡を行う。課題

解決に取組んだ部会あるいは教員はその成果をかごしまＣＯＣセンターに連絡すると

ともに相談を受けた自治体あるいは学外関係者に成果報告を行うことにしている。かご

しまＣＯＣセンターでは地域課題への取組みに際して、連携自治体等が課題についての

相談を始める場合の手段の一つとして活用されることを期待している。 

  
        図３－16 かごしまＣＯＣセンターの課題検索の流れ 
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３．４  地域課題解決に向けた連携自治体と部会の連携 

かごしまＣＯＣセンターの主要な役割は、第１章で述べたように地域の地（知）の拠

点として地域の抱える課題に応えることである。特に自治体の抱える課題にかごしまＣ

ＯＣセンターが迅速に対応していくことが地域貢献を図るためにも必要になる。図１－

２に示したようにかごしまＣＯＣセンターでは、自治体からの地域課題についての相談

に対して協働して解決にあたることにしている。自治体からの地域課題の相談に関して

は、かごしまＣＯＣセンターの５部会が対応することになっている。このような部会の

活動の流れを図３－17 に示している。 
部会の活動では、  
① 相談した自治体は部会に参加して課題内容や解決への期待・効果の説明を行う 
② 部会では課題解決に取組む共にその成果を自治体に報告する 

などの取り組みが行わわれる。 
活動により期待される成果としては、 

① 自治体は大学の研究成果を地域へ還元することができる 
② 大学は自治体から相談・紹介を受け課題解決に取組む機会を獲得 
③ 自治体と大学の人的ネットワーク形成による協働体制の確立 

等が期待される。 
自治体関係者がかごしまＣＯＣセンターに対して地域課題に対する相談を考える場

合、どうような対応がなされるのかを分かりやすくするため図３－17 をＣＯＣセンタ

ーのホームページに示している。各部会には連携自治体からもメンバーとして参加して

おり協働して活動を行っている。部会活動から期待される効果については今後の活動によ

るが、部会での意見交換を通して大学の教員と自治体関係者の間に地域課題についての相

互理解が深まることが期待される。 
ＣＯＣセンターの部会の活用により連携自治体が有する地域課題の解決に向けて的

確かつ迅速に対応するためには、連携自治体職員と部会の委員がそれぞれに現状等につ

いて情報を共有し、意見交換を図りながら取り組むことが効果的である。また相互の人

的ネットワークの構築によりさらなる課題解決にもつながっていくことが期待される

ことから、平成 27 年度は連携自治体の部会への参加の促進を図るとともに、それぞれ

部会の円滑な展開に向けての環境整備に努めた。 
今年度、連携自治体に対して部会への参加などについて説明する過程で、各部会の対

応する活動内容について理解が一致してない点もみられたので、活動事項の明確化を行

った。 
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図３－１7 かごしまＣＯＣセンターの部会活動の流れ 
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かごしま COC センターに設置された部会の役割は、地域課題を収集し、本学の教員と

連携自治体職員が一体となってその解決に向けて取り組むことである。自治体からの地

域課題は、図３－17 に示すように自治体から直接にＣＯＣセンターに相談される場合

や部会活動の中で提案が行われることが考えられる。今年度はＣＯＣセンターの活動と

部会活動などの説明を連携自治体に行う過程で第５章の５．３に示すような地域課題が

提案された。これらの提案のあった地域課題は、関連するそれぞれの部会に報告し、そ

の対応を依頼した。課題の内容は、直ぐに対応策を報告できるもの、これから継続して

検討が必要なものに分けられた。次年度以降においても提案のあった地域課題について

円滑かつ迅速に対応を図ることが部会の活動を展開する上で重要である。 
 
 
 
 
参考資料 

 
資料３－１ 平成２７年度地域志向教育研究経費の公募周知 
資料３－２ 平成２７年度地域志向教育研究経費の公募要領 
資料３－３ 平成２６年度地域志向教育研究経費による 

成果報告会プログラム（鹿児島大学） 
資料３－４ 平成２６年度地域志向教育研究経費による 

成果報告会プログラム（薩摩川内市） 
資料３－５ 平成２７年度地域志向教育研究経費による 

成果報告会プログラム（与論町） 
資料３－６ 与論町で行った成果報告会に対しるアンケート様式 
資料３－７ 与論町で行った成果報告会に対しるアンケートの自由記述 
 
＊かごしまＣＯＣセンターホームページ 

 www.kagoshima-u.ac.jp/coc/ 
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 第４章 社会貢献・生涯学習に関する活動  

 

 

４．１ 公開授業・公開講座の推進 

これまで、全学的な公開授業・公開講座を主体的に担ってきた「生涯学習教育研究セ

ンター」の機能を強化し、地域との連携強化を図るとともに、各部局の特色を活かしな

がら全学的な社会貢献活動としての生涯学習プログラムを推進するために、平成 27 年

7 月に生涯学習教育研究センターを廃止し、かごしまＣＯＣセンター社会貢献部門は社

会貢献・生涯学習部門に統合・改組された。 
「公開授業」は、本学の教員、学生、県民が共に学び合う機会であることから、「公

開授業」制度の改善と情報発信力を強化する（図４－１）ことで、受講生が飛躍的に拡

大している。すなわち、平成 27 年度の公開授業は、前期が共通教育と 7 部局において

61 科目に述べ 333 名の受講者、後期は共通教育と 8 部局において 67 科目に述べ 294
名の受講者があり、年間では 132 科目に述べ合計で 627 名の受講者があった。これは、

平成 22 年度の前期 158 名、後期 171 名の受講者数に比べて大幅な増加であった。なお、

平成 27 年度前期および後期の部局等別の公開授業科目数および受講者数は表４－１に、

その具体的な内訳は前期分を資料４－１に、後期分を資料４－２に示した。 
 

表４－１ 平成 27 年度の部局別の公開授業科目数および受講者数 

前期 後期 
部局等 公開授業

科目数 
受講者数 部局等 公開授業

科目数 
受講者数

共通教育 ２２ １４１ 共通教育 ２７ １３１ 
法文学部 ８ ４８ 法文学部 ７ ４３ 
教育学部 １８ １０６ 教育学部 １８ ８５ 
理学部 ４ １４ 理学部 ４ １０ 
工学部 １ ２ 工学部 １ １ 
医学部 ３ ６ 医学部 １ ４ 
農学部 ３ １２ 農学部 ３ １２ 

水産学部 ２ ４ 水産学部 ５ ７ 
共同獣医学部 － － 共同獣医学部 １ １ 

合計 ６１ ３３３  ６７ ２９４ 
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図４－１ 平成 27 年度公開授業募集チラシ（上：前期、下:後期） 
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公開講座は全学で５１講座が開催され、小・中学生、高校生および社会人の 15000 人

以上の受講者があった（表４－２）。公開講座の一覧は資料４－３に示した。 
 
表４－２ 平成 27 年度の部局別公開講座数および受講者数 

学部等名 講座数 受講者数（延べ人数） 

法文学部 ２ １０

教育学部 ４ ４２３

理学部 ３ ６０

工学部 ９ １３１７６

理工学研究科 １ ２０

医学部 ７ ３７６

医歯学総合研究科 ４ ２９８

附属病院 ４ ４３５

農学部 ３ ３５

水産学部 ５ ６５

共同獣医学部 １ ２０

学内共同利用施設 ８ １２１＋α

 ５１ １５０３９＋α

注）α＝今後開催される講座の受講者数 
 

また、市町村やＮＰＯ等との教育連携による新たな生涯学習プログラムの開発や県内

の教育行政職員と大学の教職員をつなぐ「かごしま生涯学習センター研究会」の活動を

重ねた結果、一つの集大成としてカンファレンス「産学官民による地域課題の協働的解

決を促す学習交流プラットフォームの形成」（図４－２および資料４－４、資料４－５）

を平成27年度文部科学省「学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業」を活用

して平成28年2月6日～8日の3日間実施した。このカンファレンスは、超少子高齢化など

の社会構造変動に対応する「社会教育/生涯学習のイノベーション」を行うために、本

学が隣接県も含む社会教育/生涯学習の専門家を組織し、県と市町村、事業者と学校等

と連携して人材育成を推進していくものである。参加者は中学生25名、高校生27名､大

学生38名および一般の社会人（社会教育関係、図書館関係者などが主体）181名で延べ

合計271名であり、大きな成果を上げた。表４－３に年代別参加者数、表４－４に勤務

内容別の参加者数を示した。 
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図４－２ 産学官民による地域課題の協働的解決を促す学習交流プラットフォームの形

成（ポスターその１） 



55
55 

 

表４－３ カンファレンスの年代別参加者数 

年代 男性 女性 合計 
高校生以下 24 28 52 

大学生 18 20 38 

２０～６０歳 84 86 170 

６０歳以上 6 5 11 

 
表４－４ カンファレンスの勤務内容別参加者数 

勤務内容 男性 女性 合計 
社会教育関係者            

（地域コーディネーター、社会教育委員等） 
3 9 12

公民館等社会教育施設関係者 0 12 12
学校教育関係者 （大学等関係者を除く） 29 39 68
大学等関係者 24 37 61
ＮＰＯ／団体関係者 （商工会等含む） 5 15 20
行政関係者 （教育委員会） 23 2 25
行政関係者 （首長部局） 21 9 30
その他一般参加者 12 8 20
運営事務局関係者 15 8 23

 
 

 
４．２ 連携自治体の課題に対応した社会人教育の推進 

 鹿児島大学では、かごしまＣＯＣセンターを中心に、地域活性化の中核拠点、鹿児島

の地（知）の拠点としての役割を果たしていくこととしている。 
そのために、前述の公開授業、公開講座に加え、地域ニーズに基づく特に社会人を対象

とした生涯学習の取り組みとして、これまでも行ってきたかごしまルネッサンスアカデ

ミーの３つの履修証明プログラム（120 時間の体系的講義を受講することにより履修証

明書を発行）「焼酎マイスター養成コース」（平成 27 年 5 月 9 日～平成 28 年 3 月 19 日

実施、受講者数 23 名、「林業生産専門技術者養成プログラム」（平成 27 年 6 月 23 日～

平成 27 年 10 月 9 日実施、受講者数 12 名）および「稲盛経営哲学プログラム履修証明

プログラム」（平成 27 年 9 月 19 日～平成 28 年 3 月 19 日実施、受講者数 32 名）を継

続して行った（http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/kra/）。 
なお、「林業生産専門技術者養成プログラム」は文部科学省の「社会人の学び直しニー

ズ対応教育推進プログラム事業」において「職業実践教育プログラム」に認定された。 
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総合防災における社会貢献活動としては、地域防災・医療部会の主要な部会員を構成

している「鹿児島大学地域防災教育研究センター」が 3 ヶ月おきに合計 4 回の防災セミ

ナー（①平成 27 年４月 23 日（木）、演題・講師 災害時の心理と基本的対処・関山 徹

氏を行った（防災部会報告から）。 
さらに、新設のプログラムとして「かごしまの先進観光プログラム」、「かごしまの自然

エネルギー産業創出・利用プログラム」、「かごしまの島嶼水産業高利益転換プログラム」

の開設・推進を目指しており、平成 27 年度は 9 月 24 日～25 日に「与論島水産物の高

付加価値流通ため教育研究 平成２７年度第１回授業」を試行的に行い、新たなプログ

ラム開設の基礎を作った（資料４－６）。 
その他、新たなプログラムを設置するために、かごしまＣＯＣセンターとして鹿児島

県内の地域の要望をくみ上げる作業を行ってきた。また、鹿児島大学では県内に７カ所

の地域センター、研究・教育施設を有しており、これらの施設はすでに独自の生涯学習

事業を行っている場合もあることから、それらを活用し、かごしまＣＯＣセンターと連

携した生涯学習の場を提供するための方策についても検討を進めることにしている。こ

れら地域での授業は、面接学習のみではなく、双方向遠隔授業、動画配信等の機能を構

築して行うことも考えている。 
 
 

４．３ 地域課題に関連したシンポジウムの開催 

地域課題などに関連したシンポジウムは、これまでそれぞれテーマに関連する部局に

おいて実施されてきており、鹿児島大学の地域関連活動の全てを把握することは困難で

あった。そのため、かごしまＣＯＣセンターの設置の目的の一つに「ＣＯＣセンターが

大学内各部局と連携して全学的に重複を避け、シンポジウムなどの社会貢献活動の統一

を図るための活動があった。 
  

表４－５ シンポジウム等の活動調査 

シンポジウム、セミナー等の別 実施数 
研究会 ６

公開講座 １２

シンポジウム １７

セミナー １０

出前授業等 １３

その他 ２９

合計 ８７
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平成 27 年度は、各部局で開催されるシンポジウム、研究会などを把握しようとし、調

査を行った。その結果、表４－５に示すように全学で約 87 のシンポジウム等が開催さ

れていることが報告された。具体的なシンポジウム等は資料４－７に示した。 
しかしながら、この調査結果は鹿児島大学で開催されているシンポジウム等の全てでは

無い可能性が高いので、今後、大学内各部局との連携をさらに密接にし、かごしまＣＯ

Ｃセンターが共催もしくは後援などの活動が出来るように努力すべきである。 
 
 

４．４ その他の社会貢献活動 

 前述したように、かごしまＣＯＣセンターには 5 部会が設置されており、それぞれの

部会員（鹿児島大学の教職員＋連携自治体の職員）を中心とした部会活動が行われてお

り、その活動は社会貢献活動そのものである。以下に、平成 27 年度の各部会の活動に

ついて述べる。 
① 観光・国際部会 

部会を定期的に開催することから始めて、連携自治体との協力関係を構築することに

重点をおいた。まず、薩摩川内市の地域資源と観光に関して、8 月～9 月に大学側と薩

摩川内市側から問題提起や現在の取組み等を紹介していただき議論した。さらに、9 月

には、鹿児島市から観光に関して現在の取組みを紹介していただいた。また、鹿児島県

とは 9 月初めに県庁に出向き、今後の取組みについて説明し理解をいただいた。また、

後半は、「大学と地域」の実施について、担当教員と自治体からの協力を中心に検討し、

「まちづくり・観光クラス」として学内教員 12 コマ（12 名）、連携自治体 8 コマ体制

で前後期に開講することになった。来年度は、今年度の活動を踏まえて、連携自治体を

中心に協力関係をさらに深めて地域の問題に具体的に取り組むシステムを構築出来る

ように部会で検討していきたいと考えている。 
② 防災・医療部会 
防災・医療部会の部会員は鹿児島大学地域防災教育研究センターの専任および兼任の

教員と自治体の職員から構成されており、部会の活動は共通している。これまで、３か

月おきに学内外から講師を招いて学内外に公開して実施している防災セミナーについ

ては第８回から第 11 回まで４回開催した(表４－６)。シンポジウムについては、表４

－７に示すとおり、8 回開催した。 
その他、学内に於いて防災教育を担当している。また、「地域との連携による事業」

として(1)  文部科学省実践的防災教育総合支援事業の支援（平成 24 年度～）を県教育

委員会「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災教育総合支援事業」委託）

において、県・市町教育委員会からの要請を受けてモデル校へ防災教育アドバイザーの

派遣および防災実践指導を行っている。平成 26・27 年度は奄美市と東串良町で実施し

た。その他、「調査研究」として、 
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表４－６ 地域防災研究教育センター開催のセミナー 

名称 タイトル 講師 開催日 
第８回セミナ

ー 
災害時の心理と基本的対処 
学校教育における防災教育の充実に向けて 

関山 徹 
黒光貴峰 

４月23日

第９回防災セ

ミナー 
平成 18 年７月豪雨における川内川流域住民の

避難行動について   
土砂災害対策について 

安達貴浩 
 
戸田洋一 

10 月２日

第10回防災セ

ミナー 
噴煙の映像観測・衛星画像解析と火山防災 
三島村・喜界カルデラジオパークにおける防災

への試み 

木下紀正 
大岩根 尚 

12 月 10

日 

第11回防災セ

ミナー 
気象庁の津波警報について 
津波観測波形を用いた津波波源の逆解析とリ

アルタイム津波予測 

緒方 誠 
浅野敏之 
 

２月26日

 
表４－７ 地域防災研究教育センター開催のシンポジウム等 

タ イ ト ル 主 催 ･ 共 催 開 催 日

「口永良部島新岳噴火災害緊急対

応 」 報 告 会

主催 地域防災教育研究センター 
 

7 月 2 日

シンポジウム「霧島山の火山ハザー

ド 
主催 地域防災教育研究センター 

日 本 地 形 学 連 合 
10月11日

講演会「看護師に必要な放射線防護

の知識－被ばく低減のために」

主催 地域防災教育研究センター 12 月 4 日

第４回かごしま国際看護フォーラ

ム「島嶼・へき地のルーラルナーシ

ン グ と 災 害 看 護 」

主催 地域防災教育研究センター 

共催 医学部、医学部・歯学部付属病

院 看 護 部 、 鹿 児 島 県 看 護 協 会 

2 月 6 日

緊急被ばく医療講演会・研修会 主催 地域防災教育研究センター 2 月 7 日

シンポジウム「２０１４年広島豪雨

災害に学ぶ －警戒避難対応を中

心 に － 」

主催 地域防災教育研究センター 

共 催  鹿 児 島 地 方 気 象 台 
 

2 月 20 日

防災ワークショップ「大規模火山噴

火時の地域防災」第１部－何が起き

るのか、何をなすべきか、同第２部

－大規模火山噴火時に立ち向かう

最 新 技 術 開 発

主催 地域防災教育研究センター 
次世代安心・安全ＩＣＴフォー

ラ ム 
 

3 月 5 日

平成 27 年度東串良町防災教育シン

ポジウム「東串良での地震・津波避

難 を 考 え る

－最先端の防災科学と学校や家庭、

地域における防災教育の在り方－」

主 催  東 串 良 町 教 育 委 員 会 
共催 地域防災教育研究センター 

 

8 月 5 日

 

 (1)文部科学省地域防災対策支援研究プロジェクト事業「南九州における地域防災支援

データベースの構築」（平成25年度から平成27年度）」で４つのデータベースの構築を、

(2)文部科学省プロジェクト「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と地
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域防災体制の構築」（平成 24 年度から平成 27 年度）、(3)気象庁気象研究所 「気象レ

ーダを活用した火山噴煙に関する研究（平成 26 年４月から平成 29 年３月）」、(4)国立

研究法人防災科学技術研究所「気象レーダによる極端現象の監視と予測に関する研究」

（平成 25 年８月から平成 28 年３月）」および(5)一般財団法人日本気象協会 「マルチ

パラメータレーダの観測精度向上及び観測データを用いた短時間気象予報に関する研

究」（平成 27 年４月から平成 28 年３月）や多くのセミナー、研究会などを実施した。

さらに、企業等からの相談等にも適宜対応してきた。また、平成 27 年 8月 10 日、日本

防災士機構「防災士」の資格を取得した学生による「防災士ネットワーク」が、地域防

災教育研究センターの教職員を顧問として設立された。防災知識と防災技術の向上を図

るとともに、大学および地域での防災意識を高めるための活動を展開することを目的と

している。 

③エネルギー部会 

鹿児島市から「木質系バイオマス熱利用の事業スキームの構築」について相談を受け、

工学と農学の教員で対応するとの返事を受けた。その後、エネルギー部会の委員が鹿児

島市との担当者と直接会って意見の交換を行うことが報告された。 

③ 農林畜産業部会 

 農林畜産業部会は、部会員のほぼ全員が農学部または共同獣医学部の教員であること

から、農学部に配分された学長裁量経費で「農学部地域連携ネットプロジェクト」を立

ち上げ、農学部、共同獣医学部およびＣＯＣセンターの教職員が参加して、鹿児島県農

政部、環境林務部、鹿児島県内市町村、鹿児島県農業協同組合、鹿児島県工業倶楽部、

鹿児島県森林組合連合会、鹿児島県木材協同組合連合会などと連携した地域貢献活動を

展開した（協議会の概要は図４－３、実施体制は図４－４、行程表は図４－５、協議会

設置要項は資料４－８、協議会委員名簿は資料４－９に示した。 

具体的には、鹿児島県を「鹿児島地域振興局地域」、「南薩地域振興局地域」、「北薩地域

振興局地域」、「姶良・伊佐地域振興局地域」「大隅地域振興局地域」「熊毛支庁地域」お

よび「大島支庁地域」の 7地域に分けて地域の課題を収集し、地域の要望に対する対応

策を実施する地域連携活動を行った。これら 7 地域の連携活動には鹿児島大学側８５名

と地域側 193 名が参加した（資料４－10）。 

なお、本地域連携活動については２回の協議会を開催し、連携のあり方や方策の方策に

ついて検討した。地域連携活動の成果報告会を 1月 29 日に開催した（資料４－11、資

料４－12、資料４－13）。 

なお、農学部の地域連携ネットワークプロジェクトについては、ＵＲＬ：

http://ace1.agri.kagoshima-u.ac.jp/ranp/index.html に具体的に紹介されている。 

また、関連する新聞記事を資料４－13 に示した。 
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図４－３ 鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプロジェクト概要 

   

図４－４ 鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプロジェクト実施体制 

・農学部教員と行政（県、自治体）や地場産業、関係団体、キー
パーソンとの人的関係を築くこと

・地域ニーズを認識することで、新たな研究課題を発掘し、地域
貢献型研究成果を増やすこと
・実地見学、インターンシップ等により体験型教育を増やすこと

１．鹿児島県庁への協力要請（学部長） 終了
２．各振興局、支庁からの情報収集と相談（G責任者）
３．各地域ことで訪問に際しての協力要請
４．地域農林畜産業の見学先、意見交換会の設定

・農学部教員と地域との人的交流ネットワーク
・各地域の課題やニーズを成果報告会や報告書で共有できる
・ノウハウを他学部にも活用する。COCの活動としても位置づけ

27年度学長裁量経費事業 地域の農林畜産業の課題解決の知の拠点としての農学部変革 参考資料３
―地域連携のための基盤整備を通して農学部を強くする－【鹿大農地域連携ネットプロ（仮称）】 ３，プロジェクト概要

・本学の方針「地域に生きる大学」→地域人材育成、地域貢献
・大学教員と地域との接点が少なく、地域ニーズの認識が希薄
・地域課題解決型研究が少ない
・地域での就職先確保が必要
・受験生数が減少している

【背景・現状認識】

【達成目標・成果物】

【実施方法】

【目的】

１．本事業の趣旨説明
２．担当する地域別（７）に学部教員をグループ（G）化
３．G責任者を設定し、G内での情報・意見交換
４．実地見学と意見交換の実施
５．地域課題の抽出と人的ネットワークに関する取りまとめ
６．成果報告会の開催と成果報告書の作成

１．鹿児島県振興局、支庁、自治体、主として農林畜産・食品産業に関連する地場企業、関係団体の見学会およびキーパーソンとの
意見交換会の実施

県庁農学部

振興局・支庁・自治体・企業・団体・キーパーソン

・地域課題抽出のための見学および交流のための旅費
・講演会の実施
・成果報告会、報告書作成費

【予算】

地域の農林畜産業の課題解決の知の拠点としての農学部変革
―地域連携のための基盤整備を通して農学部を強くする－実施体制図

農学部地域連携協議会
（本プロジェクト確認の場）
大学、県、業界関係者
（本年度2回実施）

COC農林畜産業部会
希望教員＋（県＋α）

来年度は、
課題教育研究の
提案、実施
（H27年度は個人
から）

運
営
会
議

全
体
の
進
行
管
理

連携

鹿
児
島

南
薩

北
薩

姶
良
・
伊
佐

大
隅

熊
毛

大
島

地域懇談会開催（見学、懇談、意見交換）

（地域の農林畜産加工業を知り、
課題を抽出），1泊2日
各地域教職員10ー15名、
農林畜産加工業、県、市町村関係
者20ー25名

具体化

地域連携プロ（学部） ＣＯＣ事業（ＣＯＣセンター）
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図４－５ 鹿児島大学地域連携プロジェクト行程表 

⑤水産業部会 

 水産業部会は部会員の全員が水産学部の教員であることから、社会貢献・生涯学習活

動も水産学部と共同で行われた。そのうち、セミナー・講演活動としては、表４－８に

示した 4 回行われた。 

     

          表４－８ 水産業部会が関連して行ったセミナー 

名称 タイトル 講師 開催日 備考 
第 123 回海洋セ

ンターセミナー 

微生物制御の実際（食品･環境

衛生研究会の摂理に向けて）

前田洋人

他 

6 月 25 日 資料５－

６

第 9 回 鹿児島

の水産を若きリ

ーダーで考える

シンポジウム 

海からの恵みの多様性を生か

す 

佐久間美

明 他 

11 月 11 日 同上

革新的技術緊急

展開事業 養殖

ブリ関連鹿大成

果発表会 

養殖ブリ類のストレスレス水

揚げシステムと大型魚全自動

高速魚体フィレ処理機の開発

木村郁夫

他 

11 月 13 日 同上

鹿児島県水産研

究交流セミナー 

鹿児島県内赤潮の展望 松岡達郎 

他 

11 月 24 日 

 

同上

 

また、COC センター長で水産業部会に所属している木村らが商品開発（タカエビの高付

加価値化利用技術開発）に協力した甑島長浜漁業集落の取組「島おこしは集落団結の商
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品開発から」が、加工技術の開発や地域づくりの手本となる取組と評価され、11 月に

農林水産祭において平成 27 年度内閣総理大臣賞を受賞した。 

 

 

参考資料 

 

資料４－１ 平成 27 年度前期の部局別の公開授業の具体的データ 

資料４－２ 平成 27 年度後期の部局別の公開授業の具体的データ 

資料４－３ 平成 27 年度の部局別の公開講座の具体的データ 

資料４－４ 産学官民による地域課題の協働的解決を促す学習交流 

プラットフォームの形成（ポスター） 

資料４－５ 産学官民による地域課題の協働的解決を促す学習交流 

プラットフォームの形成（新聞記事） 

資料４－６ 与論町との共同研究授業報告書 

資料４－７ 鹿児島大学で開催されているシンポジウム等の調査結果 

資料４－８ 農学部地域連携協議会設置要綱 

資料４－９ 鹿児島大学農学部地域連携協議会委員名簿 

資料４－10 農学部地域連携プロジェクトの地域別実施状況 

資料４－11 鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプロジェクト成果報告会 

（ポスター） 

資料４－12 平成 27 年度鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプロジェクト 

成果報告プログラム 

資料４－13 鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプロジェクト関連新聞記事 
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第５章  学内評価・学外評価とＣＯＣ事業の実施 
 
 
 
 
５．１ かごしまＣＯＣセンター運営会議 

かごしまＣＯＣセンターの運営体制については、第１章の図１―１に示したように運

営会議で活動を統括するようになっている。運営委員会は、ＣＯＣセンター長、３部門

長（教育、研究、社会貢献・生涯学習）、５部会長（地域防災・医療、観光産業・国際、

エネルギー、農林畜産業、水産業）、９学部の副学部長、特任教員から構成されている。

資料１－１は平成 27 年度ＣＯＣセンター運営会議の委員名である。今年度も運営会議

を開催して、ＣＯＣセンターの運営に係る事項について審議を行った。 
６月１日に平成 27 年度第１回かごしまＣＯＣセンター運営委員会をメール審議で行

った。これは平成 27 年度 地域志向教育研究経費公募要領（案）に関する承認にとも

なう審議内容であり下記のようなものである。 
 

＜平成 27 年度第１回かごしまＣＯＣセンター運営委員会＞ 
議題１：平成 27 年度 地域志向教育研究経費公募要領（案）について 
提案理由：平成 27 年度の公募にあたり、公募要領を一部改正するもの。 

 
審議内容が承認されたので、第３章の資料３－１や資料３－２に示すような平成２７年度

の地域志向教育研究経費の公募を開始した。 
続いて、平成 27 年８月６日に平成 27 年度 第２回かごしまＣＯＣセンター運営委員

会を開催した。議題は次に示すように審議事項が２件、報告事項が３件である。 

審議事項 
１）平成 28 年度開講「大学と地域」について 

２）専門科目の地域志向科目調査について 

報告事項 

１）平成 27 年度地域志向教育研究経費公募事業選定結果報告 

２）平成 26 年度事業 学内評価委員会報告 

３）旧生涯学習教育研究センター改組について（社会貢献・生涯学習部門） 
４）その他 

各項目の審議内容に関して概要を述べると次のようである。 
「平成 28 年度開講「大学と地域」について」の審議事項では、出口特任准教授から

平成 28 年度開講予定の「大学と地域」の実施方法などについて説明が行われた。これ

に関して 
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Ｑ：専門科目は提出しているが、指定されては困る。資料の地域志向一貫教育カリキ

ュラムのイメージ（案）に、「汎用的能力育成が主目的」とあるが、「汎用的能

力育成」ということではどういうスキルを身に付けることが目標かということが

見えない。 

Ａ：理学部の専門科目としての地域志向科目は理学部から回答いただいている科目で

想定している。目標についてはどの専門分野に進むにしても必ず必要な基礎学力

を養成することを目標としている。 

 などの多くの意見が述べられた 
「専門科目の地域志向科目調査について」の審議に関しては、出口特任准教授より、

前年度にＣＯＣセンターで、各学部の開講科目シラバスに基づいて、地域志向・関連

科目を抽出して、各学部の運営委員会委員に対して地域志向・関連科目の提出依頼を

行ったとの説明があった。その結果、理学部、教育学部、歯学部からは 27 年３月まで

に回答をいただいているが、それ以外の学部からはいただいていない。近日中にメー

ルにより改めて問い合わせを行うので協力依頼があった。 
 報告事項では、「平成 26 年度事業 学内評価委員会報告」に関して、木村センター長

から、資料に基づき以下のことが報告された。 

① 平成 26 年度ＣＯＣ事業学内評価委員会を 27 年４月３日に実施したこと 

② 学内評価委員会の後、平成 27 年７月４日に平成 26 年度ＣＯＣ事業についての学

外評価委員会を実施し、ＣＯＣセンターの活動について多くの貴重な意見が出さ

れ、また後日評価委員長から各委員の意見をまとめた最終の評価結果（報告書）

の提出があったこと。 

加えて、木村センター長から学外評価委員会では、平成 26 年度のＣＯＣセンターの

活動について「計画を概ね実施できている」と評価するが、まだ改良の余地があると指

摘されており、これらの指摘事項を踏まえて今年度も引き続き事業を発展させる予定で

あるとの報告があった。 

「平成 27 年度地域志向教育研究経費公募事業選定結果報告」については、平成 27 年

度地域志向教育研究経費の公募とその選定結果について、資料に基づき以下のような

報告がなされた。 

① 公募要領について文部科学省の承認を得た後、６月 10 日に公募を開始し、６月

30 日に締め切った。 

② 今年度は、昨年の 24 件の約２倍の 55 件の応募があった。 

③ ７月１日に、部門長、部会長、ＣＯＣセンターの特任教員の合計 12 名の審査員

に審査を依頼した。１件の応募課題について３人の審査員が審査を担当した。 

④ ７月 10 日に審査を締め切り、審査結果を集計して７月 13 日にＣＯＣセンター連

絡会において審査結果を報告・確認した後７月 14 日の地域貢献推進室会議で研

究担当理事に報告し、確認をしてもらった。 
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⑤ ７月 15 日に学長へ報告し、採択課題の承認が得られたので、その日の内に各部

局に採択課題と配分額の連絡を行った。 

⑥ 不採択となった応募者には、各個人あてにメールで連絡した。 

「旧生涯学習教育研究センター改組について（社会貢献・生涯学習部門）」に関し

て木村センター長より、資料に基づき、ＣＯＣセンターの設置に伴い、生涯学習教育

研究センターをかごしまＣＯＣセンター社会貢献・生涯学習部門として組み込むこと

により、組織の効率化と地域ニーズに対応した社会人向け専門教育コースや生涯学習

の場の提供等、社会貢献の充実を図ることを目的とした改組が行われたことの説明が

あった。 

 更に、冨永特任教授より、資料基づき鹿児島大学で実施されている地域貢献に関す

る活動の状況をＣＯＣセンターとして把握するとともに、参画できる活動には参画・

協力していくために、各学部、研究科で社会貢献関連の公開講座、セミナー、講演会

等を実施される際には、ＣＯＣセンターにも連絡いただきたいとの依頼がなされた。

資料５－１に運営委員会の議事録を示している。 

 
 
 
５．２ かごしまＣＯＣセンターの活動の広報・普及 

 かごしまＣＯＣセンターのホームページは平成 27 年３月に公開した。ホームページ

の項目は、「Home」、「学長挨拶」、「事業概要」、「教育」、「研究」、「社会貢献・生涯学習」、

「地域志向教育研究」、「お問い合わせ」の８項目ある。「Ｈome」では、かごしまＣＯＣ

センターの活動と目標が述べられており、図５－１はその例を示している。更新したホ

ームページの概要は資料５－２に示している。教育、研究、社会貢献などＣＯＣセンタ

ーの活動の展開に従って随時ホームページの更新を行っている。平成 27 年度は事業項

目に関して、かごしまＣＯＣセンター教育・地域貢献・運営体制の説明図において社会

貢献部門に生涯学習部門が加わったことによる変更をおこなった。更に、かごしまＣＯ

Ｃセンターの部会活動の流れ説明する図と連携自治体とかごしまＣＯＣセンターとの

協働に関する説明図を加えた。これにより連携自治体からかごしまＣＯＣセンターに地

域課題に関する相談等があった場合の対応が分かるようにした。教育に関しては、共通

教育と専門科目における地域関連教育科目の関連図を示した。また、専門教育で開講さ

れている地域関連科目がそれぞれの学部で分かるような図を示した。 
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  図５－１ かごしまＣＯＣセンターのホームページの例 

 
研究では、かごしまＣＯＣセンターで行う地域課題解決への取り組みを説明する図を

加えた。また、かごしまＣＯＣセンターの部会で対応する地域課題のキーワードを示し

た。さらに、地域課題の検索項目を設定して、キーワードで示された地域課題について

具体的に行われている研究内容等についてデータを示した。また、社会貢献・生涯学習

に関しては、かごしまＣＯＣセンターで行っている活動を説明する図を示して自治体・

社会人の参加、自治体等との連携・協働が分かるようにした。地域志向教育研究に関し

ては、平成 27 年度に実施した成果報告会の案内やその報告等を示した。以上に述べた

ように平成 27 年度のかごしまＣＯＣセンターの活動の様子は随時ホームページにアッ

プして公開した。 
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     図５－２ かごしまＣＯＣセンターの活動に関する新聞記事 

 
かごしまＣＯＣセンターの活動が新聞記事として報道された例としては、地域志向教

育研究成果報告会などが挙げられる。図５－２は平成 27 年 11 月に薩摩川内市での成

果報告会に関する南日本新聞の記事である。資料５－３はＣＯＣセンターに関連する新

聞記事などを示している。いずれの記事においてもかごしまＣＯＣセンターの地域課題

への取組に対する期待があることが分かる。 
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５．３ 部会の活動の進捗評価 

かごしまＣＯＣセンターの中には５つの部会が設置されている。第３章の３．４で述べた

ように連携自治体からの相談を受けて各部会は地域課題解決への取り組みを開始する。 
また、部会では各教員の取組んでいる地域課題に関する研究について意見交換を行って

いる。表５－１はエネルギー部会、観光産業・国際部会（以後は観光部会と記す）で行

った活動の例を示している。 
      

表５－１ 部会の活動状況 

月 部会 活動内容 備考 
７ エネルギー ・鹿児島市から 「木質系バイオマス熱利用の事業ス

キームの構築」についての相談 
・エネルギー部会長に連絡 
・鹿児島市との担当者とて意見交換 

 

８ 第３回観光

部会 

・薩摩川内市が配布資料に基づいて観光・シティセー

ルスの取組状況を報告 
・今年度の部会活動を議論し、甑島を対象に昨年度か

らの取組の継続 

資料１－４

９ 第４回観光

部会 

・小林准教授が「甑島の集落景観」について報告 
石塚部会長が薩摩川内市と甑島を対象とした 
「特化係数と観光乗数について」について報告 

・鹿児島市役所が観光の現状について紹介  
・鹿児島市と鹿児島県との調整状況の報告、 

資料１－４

10 第５回観光

部会 

・「薩摩川内市の地形景観―特質と由来―観光とのか

かわりで考える」について森脇広名誉教授話題提供 
・部会活動は引き続き観光・地域づくりの研究会 
・県観光課は観光業の収益性向上と人材育が課題 

 

９ 地域防災・

医療部会 

・地頭園部会長と部会の活動について意見交換 
・地域防災・医療部会としては、行政の適切なセクシ

ョンに参加をお願いしたいが、本部会については次

の事情から特定の課を判断できてない。 
① 連携自治体から COC センターへ地域課題解決

（研究・取組）の要請がない 
②  地域防災・医療の対象範囲が広い 

   ・地域防災か、防災医療か 
・住民避難対策か、防災対策（土木・農政）か 
・災害のどの種類（豪雨・地震・原子力等）か 

 

 
（１） エネルギー部会 
鹿児島市から 「木質系バイオマス熱利用の事業スキームの構築」について相談を受

けるので、エネルギー部会長の甲斐教授に連絡をとり工学と農学の教員で対応するとの

返事を受けた。その後、エネルギー部会の委員が鹿児島市との担当者と直接会って意見

の交換を行うことが報告された。 
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（２）観光産業・国際部会 
観光産業・国際部会について、その名称に「国際」が付されていることから国際交流

事業（留学・留学生など）にも対応するのかとの疑義が生じた。観光産業・国際部会の

取り扱う事項としては、観光ビジネス、観光と火山、観光と温泉、観光と食、観光と地

域の文化財、観光と地域環境と明示されている。部会名に付された国際は国際観光の関

係事項に限定されているものであるが、名称との関係で誤解を生じさせたものである。

この問題の解決に当たっては、かごしまＣＯＣセンターをはじめ観光産業・国際部会長、

社会連携課、それに国際交流事業を担当する本学国際事業課などと協議を行った。国際

交流関係については、学内に相応の組織（国際事業課など）があり、そこが既に地方自

治体と連携して取り組んでいることから、引き続きその体制を継続することとし、観光

産業・国際部会では国際交流関係は取り扱わないこととした。 
第３回観光部会（観光産業・国際部会の略）では薩摩川内市の担当者から配布資料に

基づいて観光・シティセールスの取組状況の報告があり意見交換を行った。その後、今

年度の部会活動について議論し、甑島を対象に平成 26 年度からの取組んでいる活動を

継続することが了解された。また、各教員の専門分野の立場から甑島の観光資源に関し

てリストアップを行うことが了解された。第４回観光部会では、観光部会委員の小林准

教授が「甑島の集落景観」について報告を行った。その後、石塚部会長から薩摩川内市

と甑島を対象とした「特化係数と観光乗数について」の報告が行われた。これらの報告

について質疑応答を行った。続いて、鹿児島市役所の担当者から鹿児島市の観光の現状

についての報告があり、意見交換を行った。第５回観光部会では、「薩摩川内市の地形

景観―特質と由来―観光とのかかわりで考える」と題する森脇広鹿児島名誉教授の話題

提供があった。その後、部会として市がストーリーを作るための各種素材を提供してい

くことが必要であるとの意見が出された。さらに、観光部会は引き続き観光・地域づく

りについての研究会として活動を行うことが了解された。今後の観光部会の開催頻度は

2~3 か月に 1 回として行うことが確認された。資料５－４に観光産業部会の活動報告を

示している。  
（３）地域防災・医療部会 
地域防災・医療部会で取り扱う事項は、総合防災（災害緊急対応、災害心理、心のケ

ア、医療・福祉、ライフライン、復旧復興、防災対策、警戒避難、防災教育、防災リー

ダー）、水害・土砂災害、火山災害、地震・津波災害、放射線災害の実態解明、予測、対

策となっている。これから見ると、「医療」については防災医療と理解できるが、部会

の名称が「地域防災・医療部会」となっていることから通常の医療も含めたものかどう

か判断に迷う相談の事例が発生していた。そこで本部会で対応する地域課題は地域防災

とそれに関連する医療であることを確認した。先の観光産業・国際部会をも含め、学内

では共通認識を有していたが、学外から類似の疑義が持たれないよう部会の名称につい

ての検討は今後の課題である。地域防災・医療部会については、地域防災教育研究セン
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ターの活動をかごしまＣＯＣセンターの活動として位置づけることとした。地域防災・

医療部会の活動について、地頭薗部会長と部会の活動について意見交換を行った。その

結果、以下のような意見が述べられた。 
・ＣＯＣセンターが設置される前から、地域防災教育研究センターは県（危機管理防

災課、保健医療福祉課、社会福祉課、土木部ほか）をはじめ県下の自治体とも連携し、

活動を展開している。このため活動主体の重複による混乱を防ぐこと、および既存の組

織・機能の効果的活用の観点から、ＣＯＣセンター部会委員は全員地域防災教育研究セ

ンター運営委員会委員で構成している。このため地域防災教育研究センターの活動はＣ

ＯＣセンター部会活動と同等であると位置付けている。 

・医療については、地域医療と解釈されているようであるが、部会の活動の守備範囲 

は防災医療と考えている。地域防災・医療部会の今年度の活動については、資料５－５

に示す。 

（４）水産業部会 

平成２７年度は「地域に根ざした水産学部の教育研究活動」としての活動を行った。共

通教育授業科目「与論島の自然と人 （々後期、２単位）」の開講（野呂/水産学部）では、 

9 月 14〜18 日に教育・法文・理・工・医・歯・農・水産学部の学生 45 名による与論島

での実習が行われた。与論町漁業共同組合、民俗村、サザンクロスセンター歴史資料館、

ユンヌ楽園亜熱帯植物園、パナウル診療所と鹿大地域活性化センターの見学のほかに、

シュノーケリングによる海洋生物観察を実施。参加者は現地の英会話サークルへの飛び

入り参加や、魚市場での競りも体験した。 
研究活動としては、「宮崎市青島におけるイセエビ礁評価調査（野呂、松岡翠）」に関

して、宮崎市漁業共同組合と青島地先等で漁場環境調査を実施した。また、「鹿児島県

水産研究交流セミナーの開催」して、水産学部と鹿児島県水産技術センター（指宿市）

が毎年開催している研究交流セミナーが平成 27 年 11 月 24 日に開催された。参加者は

60 名。今回は鹿児島県内に発生する赤潮の研究が紹介され、かごしま COC センターの

活動紹介も行われた。さらに、「鹿児島の水産を若きリーダーで考える会（鹿児島の水

産を励ます会）」が開催された。平成 27 年 11 月 11 日に水産学部同窓会「魚水会」の協

力を得て、県下の水産業者によるシンポジウムが水産学部で開催され、学内外から 150

名の参加者を得た（佐久間/水産学部）。 
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図５－３  学長室で受賞を報告する関係者 

 

さらに、「タカエビの高付加価値化利用技術開発」に関して、水産学部が商品開発に

協力した甑島長浜漁業集落の取組み「島おこしは集落団結の商品開発 から」が、加工

技術の開発や地域づくりの手本となる取組と評価され、11 月に農林水産祭において平

成 27 年度内閣総理大臣賞を受賞した（木村、山岡/水産学部）。水産業部会の活動に関

しては、資料５－６に示している。 

（５）農林畜産業部会 

これまで、農学部は地域の農林畜産業、食品加工業に関係する研究を展開してきたと

ころであり、また地（知）の拠点整備事業、いわゆるＣＯＣ事業の農林畜産業部会にも

学部の多くの教員が委員として参加しＣＯＣセンター事務局を通じて収集された地域

課課題に対応する体制を整えている。これに加え、農学部においては学長裁量経費を活

用し地域の行政や地場産業、関連団体等との連携を強化することにより、地域の農業、

林業、畜産業を取り巻く課題の解決に取り組むこととなったと。このため、農学部にお

いては平成 27 年８月から 11 月にかけて県下７地域振興局・支庁に出向き、管内の関

係者（県、市町村、農協、森林組合、関係団体、農業者等）と意見交換などを行い、人

的ネットワークの構築をはじめ現状の把握や地域課題の収集に努めてきた。 
 このように学部をあげて取り組むに至ったことはまさにＣＯＣ事業の目指すところ

であり、自治体や農林畜産業に携わる方々、地域住民の方々への周知はもちろん、他学

部への波及の意味も込めて平成 28 年１月には成果報告会が開催された。 
（６）連携自治体との意見交換 
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平成 27 年８月から９月にかけてＣＯＣ事業の連携自治体である鹿児島県、鹿児島市、

薩摩川内市、与論町の地域問題を担当する部署との意見交換会を行った。この中ではＣ

ＯＣセンターの部会活動に関する連携自治体への要望や連携自治体からの課題提案な

どにいて意見交換を行った。この意見交換の概要は以下のようであった。 
鹿児島県県水産振興課と鹿児島県水産技術開発センター 
・特に日本ウナギについては水産学部の取り組みを期待 
・水産業界にとって輸出は重要な位置を占めていることから、冷凍解凍の課題解決を

強く期待 
鹿児島県食の安全推進課 

・食の安全保障制度や人材育成、マーケティングなど様々な課題(農家や推進体制の

ビジネスなど)  

・来年度はより多くの提案がなされると思うので迅速な対応を期待 
鹿児島県農村振興課 
・提案した課題についての扱いと予算の関係 

鹿児島県観光課 
・観光についてマネジメントや戦略樹立ができるリーダーの養成が必要 
・ＣＯＣセンターの活動の対象が現在の連携自治体以外にも拡大するといい 

鹿児島市政策企画課 
・鹿児島市と鹿児島大学との連携協定により 68 項目ほど課題を社会連携課に提出し

ているが、今後は COC センターに提出することになるのか 

・提案した木質バイオマスの課題についてはエネルギー部会が取り組むことでより

進展が期待できるのか 

薩摩川内市 
・薩摩川内市からの課題を全庁から募って提案する予定 
・各部会で薩摩川内市が提案した課題の説明を 15 分程度行う場合、わかりやすくて要

を得た説明となるように提案のフォーマットをＣＯＣセンターで示してもらいたい 
・かごしまＣＯＣセンターで予定している平成 26 年度地域志向教育研究費を受けた課

題のなかで薩摩川内市に関連のある教育研究成果発表会の開催について日程調整を

行った 
各自治体の抱える課題とそれを大学の関係者（部会の対応が主となる）にどのように伝

えていくか、またＣＯＣセンターの部会がその課題への対応をどのように進めたらいい

のか検討を要することが分かる。これまで教員が個別に対応していた課題に多様な知見

を有するＣＯＣセンターの部会の委員が連携して取組むことで今後の発展があると期

待される。 
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５．４ 学内評価・学外評価による平成 26 年度の事業評価 

 （１）学内評価委員会 

学内ＣＯＣ評価委員会による平成 26 年ＣＯＣ度事業の学内評価を平成 27 年４月３

日に実施した。評価委員は鹿児島大学の企画・評価・ＩＲ担当学長補佐と各学部からの推

薦のあった９名の委員で構成された。表５－２は学内評価委員の名簿である。 
 
            表５－２ かごしまＯＣセンター学内評価委員 

      
 

評価委員会の開催に際して議事に先立ち、鹿児島大学の住吉研究担当理事より委員

会開催に向けての挨拶があった。その後、木村センター長より、かごしまＣＯＣセン

ターを拠点とした本学と地方自治体との組織間協働連携による地域課題解決、ＣＯＣ

活動成果を利用した教育カリキュラムの構築と人材養成、生涯学習の場の充実と養成

した人材による持続的地域再生などからなるＣＯＣ事業の概要とかごしまＣＯＣセン

ターの組織について説明があった。 

続いて、渋井評価委員長より、ＣＯＣ事業について地域の教育における役割を重視

していること、鹿児島大学として地域に貢献する大学を目指すということがＣＯＣ事

業としての大きな目的だと理解しているとの意見が述べられた。評価委員会に先立っ

て配布した平成 26 年度事業報告書などの資料を参考にして次に示すような質疑応が行

われた。 

学内評価委員会委員長
企画・評価・ＩＲ担当
学長補佐

渋井　進

学内評価委員会 法文学部 平井　一臣

学内評価委員会 教育学部 松井 智彰

学内評価委員会 理学部 小山　佳一

学内評価委員会 医学部 嶽﨑　俊郎

学内評価委員会 歯学部 南　弘之

学内評価委員会 工学部 駒﨑　慎一

学内評価委員会 農学部 寺岡 行雄

学内評価委員会 水産学部 佐野 雅昭

学内評価委員会 共同獣医学部 藤田 志歩

平成２６年度かごしまＣＯＣセンター学内評価委員会委員



74
74 

 

 Ｑ：平成 26 年度ＣＯＣ事業における目標がどの程度達成され、また、何をもって充

実させた」と判断できるのか 

Ａ：委員により評価の基準は異なると思うが、ＣＯＣセンターでは、平成 26 年度 

事業報告書にＣＯＣ事業について自己点検報告を記載している。報告書のなか 

のそれらのページ等を参考に判断していただきたい。 

 Ｑ：評価シートのそれぞれに対応する項目はどのように確認できるのか、評価シー

トの評価項目ごとにコメントを入れられるようにして欲しい 

Ａ：ＣＯＣセンターで用意した評価シートは、教育、研究、社会貢献の全体を総合

的に評価する様式となっており、報告書で示した自己点検と同じ評価シートに

はなっていない。今年度の評価シートについては、それぞれの項目ごとにコメ

ントを入れられる様式を修正して委員に示すことにする。また、報告書に示し

た各項目について、ＣＯＣセンターで行った自己点検に関する資料あるいは参

照個所を示して委員に配布する。 

Ｑ：配布資料の平成 26 年度と評価シートがどのように対応しているのか、予算がど

のように使用されたのか、また、地域志向研究経費に採択された先生方の目標

と到達点が分かれば良かった。また、関連して小山委員からも、短い期間の活

動であっても地域志向研究経費に採択された先生の報告書の中に、それぞれ達

成度や自己評価も加えてもらえれば、評価がしやすいとの意見があった。 

Ａ：ＣＯＣセンターでは、学内評価委員にＣＯＣ事業の進捗に対して総合的に評価

してもらいたいと考えている。このためＣＯＣセンターで用意した評価シート

は、教育、研究、社会貢献の全体を総合的に評価する様式となっており報告書

で示した自己点検と同じ評価シートにはなっていない。また、地域志向研究経

費に採択された先生方の目標と到達点は示していない。その内容は、申請書と

成果報告書を対応させれば確認できるが、今年度の報告書には示していない。 

 最後に、各評価委員から寄せられた意見を基に評価シートを作り直し、合わせて予算

執行状況書類を添付して、各委員に改めて送付することとなった。提出期限も当初の予

定より延期し、資料送付の際に委員へ改めて知らせることになった。委員会での議論の

結果として評価記入シートを各委員に記入してもらい４月 23 日までに提出してもらう

ことを依頼した。表５－３は自己点検書の評価項目についての評価基準を示している。

それぞれの項目内容についてＣＯＣセンターで行った自己点検に対して各委員の評価

とコメントを記入してもらうことにした。資料５－８は各委員の学内評価委員から提出

された評価シートをまとめたものである。また、学内評価委員会の議事録を資料５－７

に示している。 
 平成 27 年度のＣＯＣセンターの活動については、第１章の表１－１で述べたように

教育、研究、社会貢献、全体の各項目に分かれている。平成 26 年度の活動も同様であ

り、例えば教育については表５－４に示すような項目について評価を依頼した。前述し
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たように資料５－８は各委員からの意見を纏めたものであり、合わせてＣＯＣで行った

自己評価についても示した。 
 

        表５－３  自己点検書の評価項目の評価点 

   
 
           表５－４ 自己点検書の評価項目の例 

 
図５－５は学内評価委員による教育に関する評価結果を項目別に纏めたものであり、

各委員の評価点の平均点を示している。①は「地域志向全学必修科目「大学と地域」の

平成 28 年度開講の準備」に関するものであるが、大体計画を実施できたと評価してい
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る。③は「地域に関する専門科目体系化検討、地域に関するカリキュラム・マップの作

成」であるが、少し不十分の評価であった。④は「観光学開講準備」に関するものであ

るが、少し不十分であるとの評価であった。 

     
          図５－５  教育に関する学内評価委員の評価結果 

 

     
         図５－６ 研究に関する学内評価委員の評価結果 

 
図５－６は学内評価員による研究に関する評価結果を項目別に示したものである。①

は「既設プロジェクト「島嶼」、「環境」、「食と健康」、「総合防災」、「地域医療」の推進

と充実」であるが、評価は大体計画を実施できたと評価されている。これは地域志向教

育研究の公募で採択された研究課題からも分かるように地域関連の研究が、これらの既
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設プロジェクトと密接に結びついていることによるものと思われる。②は「研究成果の

公開シンポジウムの開催」であるが、かごしまＣＯＣセンターの活動が始まってから５

ケ月、地域志向教育研究経費の配布をしてから２ケ月であり、この時までは数名の教員

によるセミナーの実施のみだったこともあり評価は低いものであった。④は「地域課題

に対応する研究課題全学マップの作成」であるが、少し不十分の評価であった。この時

までには、地域貢献に係っている教員の研究課題や研究に関するキーワードを整理した

状況であり研究マップの作成までには至っていなかった。 

    
         図５－７ 社会貢献に関する学内評価委員の評価結果 

 

      
        図５－８   全体に関する学内評価委員の評価結果 
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図５－７は社会貢献に関する評価結果である。①は「既設の「かごしまルネサンスア

カデミー」、「地域と大学のローカルシンフォニー」、「総合防災」、「地域医療への取り組

み」「公開講座・公開授業」の推と充実」であるが、評価は計画を大体実施できたとな

っている。これは、これまでの取組みの継続によるところが大きいと思われる。③は「地

域に関連した公開シンポジウムの開催」であるが、評価は計画が大体実施されていると

なっているが、特に島嶼地域である与論町での島嶼シンポジウムの開催に関する評価に

よるものと思われる。 
図５－８は、全体についての自己点検に関する評価を示している。①は「かごしまＣ

ＯＣセンター設置（運営委員会、５部会、教育・研究・社会貢献部門の設置）、学内Ｃ

ＯＣ評価委員会及び学外ＣＯＣ評価委員会の設置」についての評価であるが、計画は大

体実施できたと評価された。②は「キックオフシンポジウム開催（鹿児島大学（知）の

拠点整備事業宣言）、事業ホームページ開設及び広報」であるが、評価では計画が大体

実施できたと判断された。この時点では、漸くキックオフシンポジウムを終えたところ

であり、かごしまＣＯＣセンターのホームペーの運用を試行している状況であった。 
自己点検書の評価項目の例は表５－４に示したが、各評価委員から多くののコメント

が寄せられた。これを纏めて資料５－８に示している。この資料では、後で述べる学外

評価委員からのコメントも合わせて示している。 
 
（２）学外評価委員会 

かごしまＣＯＣセンターの活動に関しては、年度ごとに学内評価と学外評価を行い事

業の進捗状況の評価を受けることになっている。そこで平成 27 年４月に学内評価委員

会を開催した。その結果を受けて学外評価委員会を開催した。学外評価委員会申し合わ

せは資料５－９に示している。学外評価委員会の実施の前に、評価の参考になる平成 26

年度のかごしまＣＯＣセンターの報告書や関連する資料を配布した。そして、学内評価

委員会で用いた評価シートと同じ様式のシートを用いて学外評価委員のコメント等を

記入してもらった。資料５－８に各評価委員からのコメントを示している。 

第１回かごしまＣＯＣセンター学外評価委員会を平成 27 年７月３日（金）に鹿児島

大学産学官連携推進センター棟で開催した。表５－５は学外評価委員の名簿を示してい

る。 

表５－５ 平成 26 年度 鹿児島大学かごしま COC センター学外評価委員 

委員長 國武 久登 宮崎大学農学部応用生物科学科 教授 
委員 岩元 正孝 鹿児島県工業倶楽部 会長 
委員 東 美佐夫 鹿児島県奄美市 総務部長 
委員 渋井 進 鹿児島大学 教育センター 准教授（学長補佐） 
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かごしまＣＯＣセンターからは、住吉研究担当理事、木村センター長を含めて 12 名

が出席した。開会にあたり住吉研究担当理事から、地域活性化の中核的拠点を目指す

鹿児島大学が、地域社会への貢献をより明確にした取組の一つとしてかごしまＣＯＣ

センターを設置したことと、及びその事業展開についての期待と、学外評価委員への

謝意が述べられた。続いて、木村センター長より、外部評価員会を開催するにあたっ

て、平成 26 年度に採択され実施したＣＯＣ事業の概要について説明があった。 

続いて学外評価委員の互選により外部評価委員長に國武委員が選任された。議事の

進行について、事前に送った資料および当日配布資料等に基づいて、教育、研究、社

会貢献および全体の順で学外評価委員から質問を受け、それに対してかごしまＣＯＣ

センターから回答することで委員会を進めることになった。学外評価委員会で出され

た議論の一部として教育、研究、社会貢献、全体の各項目に関して示すと次のような

ものがあった。 

教育の項目に関しては、 

Ｑ：「育成する人材像」として３つ挙げられているが、科目との対応はどのようにな

っているか。 

Ａ：ＣＯＣ事業の目指す人材像の育成を目的とした科目の一つとして「大学と地域」

を来年度より初年次必修科目として開講することとなっている。本学では来年度

より共通教育の大幅な改革を予定しており、その中に「大学と地域」も位置づけ

るような方向で進めている。また、「大学と地域」からそれぞれの地域志向科目

へ繋げてもらいたい。なお、平成２７年度の地域志向科目は選択必修となってい

るが、「大学と地域」をベースに地域志向科目が積み重なり、その先にＣＯＣ事

業の目指す人材像の育成がある。 

研究の項目に関しては、 
Ｑ：地域志向研究経費に採択された 21 件に関して審査基準の設定の経緯を知りたい。 

Ａ：平成 26 年度の地域志向型教育研究経費の公募要項に示したしたように、教育に関

連する３項目と、鹿児島大学の重点項目に挙げられている地域関連研究を対象に

した。連携自治体だけでなく鹿児島県全域を対象にした課題でも採択した。 

社会貢献の項目に関しては、 
Ｑ：履修証明プログラムについて説明がほしい 

Ａ：履修証明プログラムの開設については規定時間が文部科学省により決まっており、

これから仕組みを作る必要がある。 
全体の項目に関しては、 
Ｑ：採択されてから約半年の間に各委員会が整備され、部会も体系づけられており評

価が出来る。しかし、文部科学省からの学生アンケートの回収率が低いことは問

題である。 
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Ａ：アンケート実施の時期の問題もあった。今年度は改善を図るようにする。 

Ｑ： ＣＯＣ事業に関わる教員について、専任と兼任の割合はどうなっているか。ま

た、兼任であると様々な雑務に追われてしまい、負担が生じるのではないか？  

Ａ：ＣＯＣセンター所属の教員は専任であるが、部会員などは兼任となっている。また、

事務的なことをサポートしてくれるような TA などの導入を検討中である。 
これらの質疑応答を含め学外評価委員会の議事録を資料５－10 に示している。 

学外評価委員会の終了後、かごしまＣＯＣセンターへ最終の評価結果が提出された。そ

の中で、学外評価委員会の意見として、「かごしまＣＯＣセンターを中心として実施さ

れた平成 26 年度地（知）の拠点整備事業は、教育、研究および社会貢献の面から「計

画を概ね実施できている」と評価するが、まだ改良の余地があると考える。」との報告

を受けた。資料５－11 に学外評価委員会による最終報告書を示している。かごしまＣ

ＯＣセンターでは、学内評価委員と学外評価委員会の報告を受けて、それぞれの評価意

見に関する活動の見直しと対応について検討を行った。その結果を資料５－８に評価委

員会の意見と合わせて示している。 
 
 

参考資料 

 

 

資料５－１ 運営委員会 議事録 

資料５－２ かごしまＣＯＣセンターのホームページ 

資料５－３ かごしまＣＯＣセンターに関連する新聞記事 

資料５－４ 観光産業部会報告 

資料５－５ 地域防災・医療部会報告 

資料５－６ 水産業部会報告 

資料５－７ 学内評価委員会 議事録 

資料５－８ 学内・学外評価委員会のコメントと自己点検 

資料５－９ 学外評価委員会申し合わせ 

資料５－10 学外評価員会 議事録 

資料５－11 学外評価委員会 最終報告書 

 

 

 
 



81
81 

 

第６章  平成 27 年度ＣＯＣ事業の自己点検 

 

 

第１章で述べたように鹿児島大学かごしまＣＯＣセンターは、平成２６年度文部科学

省の大学改革推進等補助金を受けて平成 26 年 10 月より発足した‘地（知）の拠点整備

事業（火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム）’を行っており、平成 27 年４

月から２年目に入った。かごしまＣＯＣセンターでは、本事業の年次計画に従って活動

を実施した。本事業の目的は、鹿児島大学が地域とともに社会の発展に貢献する総合大

学となるために、鹿児島県域の火山と島嶼を有する特徴的な地域課題（防災、災害時医

療、農林畜産業・水産業、水、エネルギー、離島医療、流通輸送、地域教育、環境、観

光等）を自治体とともに解決し、同時にその成果を反映した教育・研究・社会貢献の強

化を図る大学改革を推進することである。 

第１章において平成 27 年度の補助事業実施計画を示した。表１－１に示すような事

業が今年度の実施項目になる。事業の経過報告の概要は表１－２に示した。かごしまＣ

ＯＣセンターでは、今年度のＣＯＣ事業について昨年度と同様に自己点検を実施した。

第５章で述べたように平成２６年度の事業について学内評価・学外評価を実施した。そ

の評価結果を受けて資料５－８に示すような自己点検を行ない、表１－２のＣＯＣ事業

の経過報告でも述べたようにＰＤＣＡの実施を図った。平成２７年度の事業実施に関す

る自己点検においては、「教育」、「研究」、「社会貢献・生涯学習」、「全体」の項目ごと

に実施計画の進捗状況について評価を行った。評価基準は表５－３に示したものを用い

た。 

 

（１）教育についての自己点検 

活動項目は①から⑤までの５項目ある。共通教育科目の地域志向全学必修科目「大学

と地域」の開講準備、地域志向科目の全学カリキュラム・マップの作成、大学院全学横

断プログラムの充実などについて活動を行った。自己評価は４から２までと幅のある自

己評価となった。「大学と地域」の準備は、講義体制の構築に多くの時間を要したが、

鹿児島大学の目指す地域志向人材育成の方向に沿った教育の実現ができると判断した。

大学院横断教育プログラムに関して地域貢献に繋がる内容を盛り込むようにするため

の試みが不十分だったと判断されるので次年度は改善が必要である。教育に関する自表

己点検結果を表６－１に示す。 
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         表６－１ 教育についての自己点検 

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等

 
①  

地域志向全学共通必

修科目「大学と地域」

平成 28 年度開講準備 

28 年度の実施に向けて教育目標の設定、

実施体制の構築、実施方法の策定を行っ

た。前後期各 10 クラス（10 テーマ）を設

定し、共通の目標、授業計画、評価方法・

基準を策定し、これに基づいてシラバスを

作成した。また授業実施マニュアルも作成

した。各クラスの責任者であるコーディネ

ーターを選任し、コーディネーター会議を

2 回実施した。また、各学部等と地域との

取り組みに関する資料を集め、10 クラス

共通で用いる映像教材等を作成した。さら

に、来年度入学者用にこの科目を紹介し履

修を促すパンフレットを作成した。以上よ

り、来年度の開講準備は充分にできたもの

と考える。 
 

４ ２.２

資料２－１

資料２－３

. 

②  

全学生が共通教育科

目群の中で指定され

た地域志向科目から

１科目必修化開始 

地域志向科目の履修率は 90％をやや超え

る程度であり、選択必修科目としては満足

できる数字とは言えない。しかし、来年度

以降も履修が可能であることを想定すれ

ば、概ね計画を達成できた。 

 

３ ２.１

資料２－１

 
③  

地域志向科目に関す

る全学カリキュラム・

マップの作成（継続） 

「大学と地域」を起点かつ基盤とし、共通

教育における地域志向科目と各学部で開

講されている地域関連科目から成る「かご

しま地域教育プログラム」を策定した。こ

れを踏まえ、カリキュラム・マップとまで

は言えないが、全体像を俯瞰できる図を作

成した（ホームページに掲載）。また、学部

（学科）別の分かりやすいカリキュラム・

マップを構築すべく、各学部からの情報提

供を受けるなど準備を行った。 
 

３ ２.３

資料２－２

④  共通教育又は専門教

育での「観光学」科目

開講 

 

専門教育において「観光学」という科目の

設置はできなかったが、共通教育において

「大学と地域」に「まちづくり・観光」ク

ラスを設定した。これは、法文学部の教員

であり、かごしまＣＯＣセンター観光・国

際部会長でもある教員がコーディネータ

ーを務め、主として法文学部及び教育学部

の教員授業に協力するものである。また、

連携自治体の職員も話題提供者として登

壇する予定であり、一定の成果であると評

価できる。 
 
 
 

３ ２.２
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番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等 

 
 
⑤  

大学院全学横断プログラ

ムの充実 

１） 既設の「島嶼」、「環

境学」、「食と健 康」教

育コースについては、地

域貢献・志向に関する内

容の充実を図る 

２） 鹿児島大学の重点研

究領域として「水」、「エ

ネルギー」と連携した教

育プログラムについて

検討する 

鹿児島大学の重点領域研究の取り組みの

なかで、その研究成果を大学院全学横断教

育プログラムとして実施、及びその検討が

進められている。しかし、その取り組みが

かごしまＣＯＣセンターの事業として実

施されていると言い切ることは難しく、今

後かごしま地域教育プログラムに位置付

けていくことが急務である。 

２ ２.４

資料２－１

 

        
（２）研究についての自己点検 

研究の活動については①から⑤の５項目ある。研究では、防災、災害時医療、農林畜産業、

水産業、水、エネルギー、島嶼医療、流通輸送、地域教育、環境、観光などの地域課題につ

いてかごしまＣＯＣセンターでは取り組んでいる。自己評価は４から３である。これらの課

題については、地域志向教育研究の公募や５部会の活動等を通して研究を大体進めること

ができたと判断した。研究成果は成果報告会を実施して地域への公開・還元を図った。かご

しまＣＯＣセンターにおいて部会活動として取り扱う地域課題は、鹿児島大学の領域研究プロ

ジェクトとも密接に関連しており大学の進める地域貢献事業に対応したもとなっており、研究

成果を地域貢献へ反映することが大体できたと判断した。また、かごしまＣＯＣセンターでは地

域課題の検索システムの構築を進めた。これは自治体などの学外者が地域課題について大学に

相談をする場合の支援になることを試みたものであり、かごしまＣＯＣセンターの活動内容を

公開するのに役立つと判断している。研究に関する自己点検の結果を表６－２に示す。 
 
          表６－２ 研究についての自己点検 

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等 

 

 

 

①  

 

 

 

本プログラムに

対応する主研究

領域の研究充実 

 

・公募した教育研究題目Ｄ，Ｅが既設プロジェ

クトの内容に対応している。地域課題に関し

て、部会で対応可能な研究課題キーワードのマ

ップ及び地域課題検索システムの構築に取組

み、ホームページで公開した。 
・地域志向教育研究費は地域課題への取組の成

果を教育に反映する機会を促進することが目

的であり、科学研究費とは異なる。公募課題は

ＣＯＣセンターで毎年検討して設定すること

にしている。特色のある地域課題に予算を配分

することで、課題解決に取組む教員の増加を期

待している。 
・地域志向教育研究経費の公募課題は、地域課

題に密接に関連するように 27 年度は部会長か

らの提案を取り入れた。 
 以上より本年度の計画を大体実施できた。 

３ 資料３－１

資料３－２

表３－２

図３－１
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番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等 

 
 
 
②  

 

 

 

本学の地域貢献

志向の研究内容

を公開するシン

ポジウムの開催 

・今年度は 26 年度の地域志向教育研究経費に

よる研究成果会を２回に分けて実施した。第１

回の成果報告会は鹿児島大学で７月に実施し

た。第２回の成果報告会は連携自治体である薩

摩川内市で１１月に実施した。さらに、第３回

は平成２７年度の成果報告会を平成２８年２

月与論町で実施した。 
・既存の研究である大学の重点プロジェクトな

どの研究成果とＣＯＣ活動の成果を結び付け

た成果報告会については、今後の検討課題であ

る。 
・成果報告会の内容はＣＯＣセンターのＨＰで

公開した。平成２６年度ＣＯＣセンター事業の

成果報告書の冊子を連携自治体や関係者に配

布するとともに、ＣＯＣセンターのＨＰで公開

した。これらを通して鹿児島大学の地域貢献活

動の状況が分かるようにした。 
以上から今年度の計画を大体実施できた。 

 

４ ３.２
資料３－３

資料３－４

資料３－５

資料３－６

資料３－７

 
 
③  

既設プロジェクト

「島嶼」、「環

境」、「食と健

康」、「総合防

災」、「水」、「エネ

ルギー」、「観光」

については、地域

志向内容を組み込

んだ研究を推進し

充実させる。ま

た、研究成果を教

育へ活用した公開

シンポジウムを開

催する。 

 

 
 

・地域課題への取り組みについては部会の中で

検討委員会を設けることにしている。鹿児島大

学の重点プロジェクトである、水、エネルギー、

観光等の課題については、ＣＯＣセンターで

は、地域志向教育研究経費の中で取組んでお

り、研究成果報告会でその成果を公開してい

る。 
・ＣＯＣセンターの部会活動では地域課題への

取組みを行っているが、その対象となっている

課題は、鹿児島大学の研究プロジェクトとも密

接に関連している。ＣＯＣセンターの部会のメ

ンバーは鹿児島大学の研究プロジェクトの構

成員とも重なって活動することもあり、大学の

進める地域貢献事業に対応したものとなって

いる。 
以上から今年度の計画を大体実施できた。 

３ 図３－１

表３－２

３.１

 
④ 

地域課題に対応

する「研究課題」

の全学マップの

更新と部会活動

による各研究間

シナジー効果企

画 

 

ＣＯＣセンターでは、地域課題の検索システム

の構築を進めた。鹿児島大学で地域課題に取組

んでいる教員から提出された地域課題データ

とそれに対応できる部会名等をＨＰで検索で

きるようにした。今後は地域課題データの充実

を図ることが必要になる。また、ＣＯＣセンタ

ーでは各部会で対応可能な地域課題をＨＰで

公開した。各部会間の連携による地域課題への

取り組みは今後の課題であるが、今年度の計画

は大体実施できた。 
 
 
 

３ ３.３

図３－１４

図３－１５

図３－１６
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番号 活動項目内容                 自己評価 
評価点 参考資料等 

 
⑤ 

５部会における

連携自治体の課

題に対応した取

り組みの推進 

 
 
 

連携自治体からエネルギー部会、水産業部会、

観光産業部会に対して課題解決に関する提案

があった。ＣＯＣセンターでは、これらの提案

等に対して部会での検討・対応を依頼した。こ

の対応の流れはＣＯＣセンターのＨＰでも公

開して、取り組みの推進を図った。以上から今

年度の計画は大体実施できた。 

３ ３.４

５.３

図３－１７

表５－１

 
 
 
 
 
（３）社会貢献についての自己点検 

社会貢献に関する活動としては①から③の３項目である。地域社会人の教育コース・学習

の場の充実に関しては、既設の活動の実施を図るとともに、かごしまの島嶼水産業高利益

転換プログラムの開講なども進めた。かごしまＣＯＣセンターで行っている「地域志向

教育研究経費」による研究成果については、連携自治体である薩摩川内市、与論町など

に関連の深い課題を取り上げて成果報告会を実施して、研究成果の公開を図った。かご

しまＣＯＣセンターの活動は大体ホームページで公開しており地域連携の状況が分か

るようにした。このようなＣＯＣセンターの社会貢献活動から事業計画が大体実施でき

たと判断した。社会貢献についての自己点検を表６－３に示す。 
 

６－３ 社会貢献についての自己点検 

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等 

 
 
① 

＊地域社会人の教

育コース・学習の

場の充実 

：既設の「かごしま

ルネッサンスアカ

デミー」（焼酎マイ

スター養成コー

ス、林業生産専門

技術者養成プログ

ラム、稲盛経営哲

学プログラム） 

＊「公開講座・公開

授業」は、更に

充実させ推進 

 
 

・既設の 3 履修証明プログラムについては

HP(http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/kra/ ）

等の広報活動を行っており、順調に進展してい

る。そのうち、「林業生産専門技術者養成プログ

ラム」は文部科学省の「社会人の学び直しニー

ズ対応教育推進プログラム事業」において「職

業実践教育プログラム」に認定されたので、今

後の履修者の拡大が見込める。 
・公開授業及び公開講座については「生涯学習

教育研究センター」の改組により COC センタ

ー社会貢献・生涯学習部門で行うことになっ

た。広報活動の強化により、受講者数は年々増

加し、平成 27 年度は最高になっている。さら

に公開授業科目数の増加や公開講座の既設促

進を図り、受講者数の増加につなげる。  
 

３ 資料４－１

表４－１

図４－１

図４－２
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番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等 

 
 
② 

＊連携自治体の課

題に対応した社

会人専門教育・

学習コースの開

講 

＊かごしまの自然

エネルギー産業

創出・利用プロ

グラム（仮称）、 

＊かごしまの島嶼

水産業高利益転

換プロ グラ ム

（仮称）の１０

月開講 

 

・既存の３履修証明プログラムの具体的な内容

と COC 事業の重点モデル地域との関連性につ

いて調査・検討し、重点モデル地域の課題を履

修証明プログラムの内容に反映できるように

する（あるいはその準備を行う）。 
・COC センターの 5 部会で地域ニーズや課題

について掘り起こし、課題解決に繋がるプログ

ラムの構築が可能か否かについて検討し、準備

が整った部会からプログラムを試行していく。

・平成 26 年度に行った連携自治体との意見交

換に加え、平成 27 年度は、5 部会が地域課題を

収集しているところである。今後、地域課題の

解決・対応策の確立に向けて、各部会を通じて

学内のシーズを把握し、具体的な取り組み内容

について検討しているところであり、可能な部

会･課題から積極的に対応する予定である。 
・これまで行ってきたプログラムの内容・成果

については HP に UP しているところであり、

今後も継続して取り組み内容を具体的に公開

する。 

３ 表４－５

図４－３

表４－８

 
③ 

連携自治体にお

ける公開シンポ

ジウムの開催 

 
 
 
 
 

・現在、国際島嶼教育研究センターと法文学部

が開催するシンポジウムについては、学術情報

基盤センターの協力を得て、鹿児島大と奄美大

島などの2会場をネットで結んで研究会等を行

っている。COC センターのシンポジウム等でも

同様のことを検討したい。 

・「第 2 回地域志向教育研究経費報告会」は 11

月 27 日（火）に薩摩川内市､｢第 3 回成果報告

会｣は 2月 13 日(土)に与論町で開催し、地域住

民へのCOC事業およびその取り組みと成果を発

信した。 

・COC センターが主催あるいは共催・後援する

シンポジウム等については、HP 等を通じて学内

外に情報発信し、結果についても HPに UP して

いる。 

・COC 経費で行っている「地域志向教育研究経

費」による研究成果については、テーマ毎に取

りまとめてシンポジウムやフォーラムを開催

できるように検討し、これまで以上に地域連

携・協働の促進に結びつくようにする。 

・地域課題などに関連したシンポジウムは、こ

れまでそれぞれテーマに関連する部局におい

て実施されてきており、鹿児島大学の地域関連

活動の全てを把握することは困難であった。平

成 27 年度は、各部局で開催されるシンポジウ

ム、研究会などを把握しようとし、調査を行っ

た。今後、大学内各部局との連携をさらに密接

にし、かごしまＣＯＣセンターが共催もしくは

後援などの活動が出来るように努力して行く 

３ 図５－２～

図５－１３
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（４）全体についての自己点検 

全体の活動については①から⑤の５項目である。かごしまＣＯＣセンターの運営に関

して、ＣＯＣセンター長を中心にして、毎週ＣＯＣセンター連絡会を開きＣＯＣセンタ

ーの関係者間で活動状況の把握と共有を図った。これよりＣＯＣセンターの運営に関し

ては、概ね計画の実施が出来たと判断した。シンポジウムの開催、５部会の開催による

地域課題への取り組みなども概ね計画を実施できたと判断している。運営会議はメール

審議を含めて３回開催して、ＣＯＣセンターの運営について審議を行った。ＣＯＣ事業

の実施に関して学内評価・学外評価委員会を開催しており、評価委員会での審議内容や

評価意見を受けてＣＯＣセンターでは、自己点検を行いＣＯＣ事業のＰＤＣＡを行った。

このような事業経過から全体お事業計画については、概ね実施できたと判断した。 

全体についての自己点検を表６－４に示す。 

６－４ 全体についての自己点検 

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等 

 

① 

かごしまＣＯ

Ｃセンター運

営 

 

・ＣＯＣ事業実施のための組織体制の整備を進

めることができたので、今後は地域課題の収集

と部会での迅速な対応に取組むことにした。 
・5 部会には連携自治体からの委員が参加して

ＣＯＣ活動の実施を図った。今後は、連携自治

体だけでなく鹿児島県内の自治体についても

協働して地域課題への取り組みを進める。学

内・学外評価委員会の評価結果を受けて自己点

検を行いＰＤＣＡの実施を進めた。 
 以上より今年度の計画を大体実施できた。 

３ ５.１

資料５－１

 

② 

シンポジウム、

セミナー等開

催 

 

・各イベント、地域教育研究経費の公募案内、

採択結果、及びその成果についてＣＯＣセンタ

ーのＨＰで公開を行った。今後も、ＣＯＣセン

ターの活動を迅速にＨＰ公開する。 
・今後もシンポジウム等の開催については、Ｃ

ＯＣセンターのＨＰ，チラシ、新聞などを活用

して情報発信を継続して行ないＣＯＣ活動の

発信を進める。 
以上から、今年度の計画を大体実施できた。

３ 資料５－２

資料５－３

 

③ 

５部会、３部

門による進捗

評価 

 

・ＣＯＣセンターの部会は連携自治体からも参

加して活動を行った。部会によって活動の状況

は異なるが、自治体関係者と協働して地域課題

に取組む体制は構築できた。今後、部会活動を

活性化し、地域課題の収集、取り組み、その成

果については、ＣＯＣセンターのＨＰ等を通じ

て発信する。 
・コーディネーターの活動により各連携自治体

と部会の連絡調整を進めることができた。今後

は、これらの連携を発展させてその成果が地域

貢献に結び付くようにする。 
以上から、今年度の計画を大体実施できた。 

３ ５.１
５.３
３.４

表５－１

資料５－４

資料５－６
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番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等 
 

④ 

運営委員会に

よる進捗評価

（２回/年） 

 

第１回はメール審議による運営会議を行った。

８月には、第２回の運営会議を開催して学内評

価委員会、学外評価委員会の評価結果を報告

し、平成２７年度のＣＯＣ事業について審議を

行った。また、平成２７年度のＣＯＣ事業の報

告を行うため平成２８年３月に第３回運営会

議を実施する。 
 

３ ５.１
資料５－１

 

⑤ 

＊学内 COC 評価

委員会による平

成 26年度事業実

績の内部評価 

＊学外 COC 評価

委員会による平

成 26年度事業実

績の外部評価 

＊平成 27年度事

業実績の内部評

価 と 次 年 度 計

画・実施体制・運

用へ反映 

・平成２６年度の事業に関しては、平成２７年

４月に学内評価委員会を実施して、ＣＯＣ事業

の進捗状況について評価を受けた。また、平成

２７年７月には、学外評価員会を開催して、同

様に事業の進捗について評価を受けた。 
・学内評価委員会、学外評価委員会の評価報告

を受けてＣＯＣセンターでは、自己点検を進め

た。これによりＣＯＣ事業の実施状況を点検し

継続してＰＤＣＡの実施を進めた。 
以上から、今年度の計画を大体実施できた。

３ 資料５－７

資料５－８

資料５－９

資料５－１０

資料５－１１
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資料１－１ 平成２７年度かごしまＣＯＣセンターの運営委員会名簿 
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かごしまＣＯＣセンター運営委員会委員

平成２７年６月１日現在

氏　　名 委員部局+3:30 職名 備考２

木村　郁夫 水産学部 教授 センター長

木村　郁夫 水産学部 教授 研究部門長

飯干　明 教育センター 教授 教育部門長

上谷　順三郎 教育学部 教授 生涯学習教育研究センター長

地頭薗　隆 農学部 教授 地域防災・医療部会長

石塚　孔信 法文学部 教授 観光産業・国際部会長

甲斐　敬美 理工学研究科 教授 エネルギー部会長

岩井　久 農学部 教授 農林畜産業部会長

野呂　忠秀 水産学部 教授 水産業部会長

河野　健二 かごしまＣＯＣセンター 特任教授 センターの専任教員

冨永　茂人 かごしまＣＯＣセンター 特任教授 センターの専任教員

星野　一昭 かごしまＣＯＣセンター 特任教授 センターの専任教員

出口　英樹 かごしまＣＯＣセンター 特任准教授 センターの専任教員

小栗　有子 かごしまＣＯＣセンター 准教授 センターの専任教員

酒井　佑輔 かごしまＣＯＣセンター 講師 センターの専任教員

飯干　明 教育センター 教授 教育センター長

福島　誠治 産学官連携推進センター 教授 産学官連携推進センター長

髙津　孝 法文学部 教授 副学部長

上谷　順三郎 教育学部 教授 副学部長

仲谷　英夫 理学部 教授 副学部長

本間　俊雄 工学部 教授 副学部長

古川　龍彦 医学部 教授 副学部長

於保　孝彦 歯学部 教授 副学部長

境 雅夫 農学部 教授 副学部長

佐野　雅昭 水産学部 教授 副学部長

宮本　篤 共同獣医学部 教授 副学部長

桑原　季雄 人文社会科学研究科 教授 副学部長

上谷順三郎 教育学研究科 教授 副学部長

米　和徳 保健学研究科 教授 副研究科長

武若　耕司 理工学研究科（工学系） 教授 副研究科長

境 雅夫 農学研究科 教授 副学部長

佐野　雅昭 水産学研究科 教授 副学部長

宮脇　正一 医歯学総合研究科 教授 副研究科長

志田  惣一 司法政策研究科 教授 副研究科長

稲谷　ふみ枝 臨床心理学研究科 教授 副研究科長

境　雅夫 連合農学研究科 教授 副研究科長

田代　哲郎 かごしまＣＯＣセンター
特任専門員
（コーディネー
ター）

その他センター長が必要と認め
た者
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氏名 所属部局等 職

部会長 地頭薗　隆 農学部　教授 教授

副部会長 菊地聖史 医歯学総合研究科　 教授

委員 浅野敏之 理工学研究科 教授

委員 岩船昌起 地域防災教育研究センター 特任教授

委員 下川悦郎 地域防災教育研究センター 特任教授

委員 井村隆介 理工学研究科 准教授

委員 安達貴浩 理工学研究科 教授

委員 小林励司 理工学研究科 准教授

委員 秋葉澄伯 医歯学総合研究科 教授

委員 眞木雅之 地域防災教育研究センター 特任教授

委員 菱山宏輔 法文学部 准教授

委員 黒光貴峰 教育学部 准教授

委員 松井　智彰 教育学部 准教授

地域防災・医療部会メンバー

部会長 石塚孔信 法文学部 教授

副部会長 山本一哉 法文学部 教授

委員 小林善仁 法文学部 准教授

委員 永迫俊郎 教育学部 准教授

委員 　深瀬浩三 教育学部 准教授

観光・国際部会

部会長 甲斐　敬美 理工学研究科 教授

副部会長 寺岡行雄 農学部 教授

委員 二宮秀興 理工学研究科 教授

委員 福島誠治 理工学研究科 教授

委員 山城徹 理工学研究科 教授

委員 木下英二 理工学研究科 教授

エネルギー部会
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部会長 岩井　久　 農学部 教授

副部会長 坂井　教郎 農学部 准教授

委員 一谷勝之 農学部 准教授

委員 坂上潤一 農学部 教授

委員 大久津昌治 農学部 准教授

委員 高山耕二 農学部 准教授

委員 坂井教郎 農学部 准教授

委員 吉田理一郎 農学部 准教授

委員 山本雅史 農学部 准教授

委員 遠城道雄 農学部 教授

委員 朴　炳宰  農学部 准教授

委員 北原　兼文 農学部 教授

委員 加治屋勝子 農学部 講師

委員 侯 徳興 農学部 教授

委員 宮田　健 農学部 助教

委員 大塚　彰 農学部 教授

委員 井尻大地 農学部 助教

委員 樗木 直也 農学部 准教授

委員 赤木 功 農学部 助教

委員 濱中大介 農学部 准教授

委員 枚田邦宏 農学部 准教授

委員 寺岡行雄 農学部 教授

委員 加治佐剛 農学部 准教授

委員 河野澄夫 農学部 教授

委員 芝山道郎 農学部 教授

委員 神田 英司 農学部 准教授

委員 津田勝男 農学部 教授

委員 坂巻祥孝 農学部 准教授

委員 岡本繁久 農学部 准教授

委員 窪田　力 共同獣医学部 教授

委員 宮本 篤 共同獣医学部 教授

委員 川崎安亮 共同獣医学部 教授

委員 白石 光也 共同獣医学部 准教授

委員 藤田　志歩 共同獣医学部 准教授

農林畜産業部会
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部会長 野呂忠秀(*)
水産学部附属海洋資源環境教
育研究センター

 教授

副部会長 江幡恵吾 水産学部漁業工学分野 准教授

委員 西　隆一郎
水産学部水産生物・海洋学分
野

教授

委員 庄野　宏
水産学部水産生物・海洋学分
野

准教授

委員 木村郁夫(*) 水産学部食品資源利用学分野
教授、 COCセ
ンター長

委員 前田広人 水産学部食品利用学分野 教授

委員  塩崎一広 水産学部食品利用学分野 准教授

委員 袁　春紅 水産学部プロジェクト 特任准教授

委員 山本智子
水産学部附属海洋資源環境教
育研究センター

准教授

水産業部会
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第１回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 議事 

 
 
日 時：平成２７年４月１日（水）１０：３０～１１：５０     
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野特任教授、冨永特任教授、出口特任准教授、 

田代コーディネーター、野田研究国際部長、徳田社会連携課長代理、津曲地域
連携係長、上野事務補佐員、芝崎事務補佐員 

 
１．学内評価委員会について 
・報告書と評価シートを資料として使用する。評価シートは１～４の４段階で評価する。評

価委員会で配布し、とりまとめて学内評価委員長（渋井学長補佐）へ提出する。その結果
を報告書と一緒に学外評価委員会へ提出する。 

・学内評価委員長との打合せについては、渋井学長補佐へ木村先生から連絡し、当日の進行
等を含め前もって学内評価委員会の内容説明を行う。 

・評価シートについて修正や意見がある場合は４月２日（木）までに河野 
特任教授へ連絡することとなった。 

・各委員へは、４月１０日（金）までに評価シートの提出をお願いする予定。 
３．文科省への実績報告書について 

１０日（金）が文科省の締め切りであるため、８日（水）までに発送しなければならな
い。記入要領等は COC 連絡会メンバーへ係長がメールでデータを送る予定。意見がある場
合は、３日（金）までに連絡することになった。ある程度まとまったら、教育部門担当の
出口特任准教授を通して飯干教育部門長へ報告をする。 

５. 「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムに関する進捗状況報告 
出口特任准教授から、以下の様な進捗状況の説明があった。 
「大学と地域」は学部ごとにクラスを分けるのではなく、トピックで分ける方法が良いの
ではないか。１０トピックを作り、各８小トピックを作る。大教室は固定机であるためグ
ループワークは難しいのではないかという意見があったが、立ち会議で行うのはどうかと
の意見があったこと、評価の方法は、中途では１グループ１レポートを提出しグループ評
価をし、最終評価では 1 人１レポートを提出し個人評価をする。 

 
第２回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年４月８日（水）１３：００～１４：３０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 

 
１．「大学と地域」について 
  出口特任准教授から 4 月 7 日（火）午後に清原教育担当理事、飯干教育部 

門長、新田共通教育係長とで「大学と地域」と地域志向一環教育カリキュラ 
ムについて打合せがあったとのことで次の報告があった。 

・教育部門の活動を早急に始めること、また、ワーキンググループを作って「大学と地
域」をはじめ地域志向一貫教育カリキュラムについて検討した方が良いのではないかと
いう提案があり、近日中に動き始める予定。 

・各学部の平成 28 年度カリキュラムが 11 月頃には確定するので、その前の段階としてシ
ラバスの作成や講義担当の先生方の確定等は期限を意識して進めていくべきである。 

・「大学と地域」等 COC 事業に専従できる教務関係事務職員の増員を検討してもらえないか
と出口准教授から清原理事へ依頼があった。また、COC センター運営委員会への教務課
長の出席が認めてもらえれば情報共有ができるのではないかと新田係長から提案があっ
た。 

 ・部会を早急に開催すべきとの意見が冨永特任教授からあった。他大学のように工夫し、
公開授業やセミナー等をするためには部局長だけではなく、学長や理事を動かす必要が
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ある。 
 ・連携自治体だけではなく、他自治体や企業の協力もほしい。 
 
３．学内評価委員会の報告について 

・何を評価して良いのか曖昧で分からないという意見が出たので、報告書に対応する形で
評価シートを再度作成し、決算書を学内評価委員会委員へ送った。 

 ・地域志向教育研究費採択課題の成果報告書について「自己評価されていない。達成度が
何％か分かるようにしてほしい」という意見があったので、自己評価については学外評
価委員会で検討する。 

 ・評価結果はとりまとめのうえ各委員に配布し、学外評価委員会の資料にする。 

 
第３回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年４月１４日（火）１５：００～１６：００ 

 
１．平成２７年度 COC 事業実施計画について 
 今年の事業計画としては、文科省に提出した補助金調書掲載の教育、研究、 
社会貢献、全体の合計１８項目を実施していく予定である。河野特任教授、冨 
永特任教授、出口特任准教授が主担当となり事業を進めていくこと、また、実 
施スケジュールはおって提示されることが確認された。報告書作成は順次分担 
して行っていく。平成２６年度の報告書はセンターの共有ハードディスクに保 
存しているので閲覧することができる。今後ホームページにもアップロードの 
予定である。 
 
（１）部会について 
 部会は４月２８日（火）15:00 からのセンター連絡会終了後 16:20 から産学 
官連携推進センター棟２階の共同研究室２で行う。部会長または代理が出席 
し、副部会長も可能であれば出席することとする。 
 
 

第４回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 
日 時：平成２７年４月２８日（火）１５：００～１６：００ 
場 所：知的財産相談室（産学官連携推進棟２階） 

 
２．学内評価委員会について（報告） 

学内評価委員による評価結果を集計し、資料のとおりグラフで示してある。 
項目ごと各委員のコメントを記載してあり、それぞれの意見に対してセンターとしてどう対
応していくかメモを入れられるように備考欄を設けてある。最後にその他のコメントとし
て、委員それぞれの意見を掲載してあるので、これを参考にして改善していくべきである。
また、この資料を外部評価委員会においても使用する予定である。学外評価委員会の日程を
立てなければならない。学外評価委員会で説明できるように今回の学内評価委員の結果を熟
読しておくべきである。同じような指摘が来年は出ないよう改善に努める。 

 
３．部会連絡会について 

キックオフシンポジウムのパネルディスカッションにおいて各連携自治体 
から挙げられた要望をまとめ資料として部会連絡会で提示、説明をする予定。今年度の部会
活動として５項目を提案する予定である。各部会に報告書と２６年度の調書を１冊ずつ配
る。各部会が連携自治体に出向く際は、それぞれが各自治体に行くのではなく、窓口を一本
化して連絡をとりまとまって行くようにする。 

 
５．全教職員向けアンケートについて 
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毎年アンケートを実施し、事業の改善に努めるようにすることが事業採択の 

条件となっている。全教員には３項目、全職員には１項目の質問を用意している。センターホ

ームページからアンケートにアクセスでき、学生用の下に教職員用があるが現在調整中である。

近日中にはアンケートに答えられるようになる予定である。ホームページには地域志向研究費

の報告書、成果報告書がすでに掲載されているが、もっと充実させて情報発信をしていくつも

りである。これからは活用が頻繁になるのではないか。 

 
６．フォローアップ（選定時の申請書における達成目標の進捗状況） 

申請時に立てた達成目標に対して、平成 26 年度の進捗状況と平成 27 年度の 
達成目標値を設定するフォローアップ調査を提出する必要がある。この調査もアンケートと
同様、事業継続の条件のひとつであり、この内容をもとに予算が査定される。提出は５月２
０日までにセンターで分担し作成し、アンケートと同様５月末に提出する予定である。 
「地域志向教育カリキュラム改革」の最終年度達成目標に「起業家マインド養 
成プログラム」科目郡（２科目）を設置充実し、専門教育においては地域志向 
の内容が判りやすく整備されているとあるが、これはすでに達成している項目 
である。 

 
第５回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年５月１２日（火）１０：３０～１２：００ 

 
１．学外評価委員会の実施について 
 ４月３日に行われた学内評価委員会については、ＧＷ中に回答が全て揃い、結果について
は各委員に送付済み。 
 学外評価委員の構成としては、民間・大学・自治体より各１名と学内評価委員長の計４名
を想定し、民間については住吉理事に確認し、大学関係者については宮崎大学の國武教授
へ、自治体については奄美市へ依頼する方向で住吉理事にも確認を取ることとなった。日程
としては７月上旬の平日の開催で調整していくこととなった。 
 
２．平成２７年度教育研究経費の公募について 
 まずは各部会より、公募の対象とする課題案を５月２０日までに提出してもらい、その提
案を含め対象課題を連絡会において検討した後、文部科学省へ提出する事を確認した。文科
省からの承認を経てセンター運営委員会でメール審議を行い、公募を行うこととなった。公
募期間と審査期間に合わせて１ヶ月程度要し、審査後は学長に報告を行うため実際に研究経
費が配分されるのは早くても７月上旬となる見込み。予算としては８２０万円を予定してい
る。 
 
４．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて 
 出口特任准教授より「大学と地域」検討ワーキンググループに関する報告資料に基づき概要

の説明があり、以下のような意見交換が行われた。 
地域志向科目に関して、今年度の入学生は選択必修科目となっているが、履修登録されてい
るのは全体の６割程度に留まっている。 
同じく全学共通で平成 28 年度から行われる初年次セミナーではテキストが作成されてお
り、共通認識のもと講義が進められるので、「大学と地域」においても手引書のようなものを
作成し、資料も共有するなどして出来る限り同様の内容で、どの教員が担当しても統一され
た講義が行われるよう対策を講じることとなった。 

 COC事業の地域志向教育研究経費に採択された場合、「大学と地域」科目にも関わってもら
うこととなるが、現時点の公募要領(案)では「その成果を授業科目の開発に活用できるもの
とする」という内容で記載されていることから、「授業科目を担当する」等の文も加え、関わ
ってもらうことを強く明記する方向となった。 
出口特任准教授より、公募要領に「大学と地域」開講に係る研修会の開催もありうること

も、加えた方が良いのではないかという意見が出された。 
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５．その他 
（１）アンケート調査について 
 現在アンケートの回答が始まっており、１２日１０時半の時点で学生・教職員をあわせて２
８５件の回答が寄せられている。更に回答数を伸ばすために、情報活用基礎の受講者を対象に
アンケート回答を促して貰うことができないか確認することとなった。 
 

第６回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
日 時：平成２７年５月１９日（火）１５：１５～１６：５０ 
 
１．研究発表会について 
平成２６年度に採択された地域志向教育研究経費による教育研究課題の成果について、第１

回研究発表会（７月上旬～中旬、学内）を開催し、採択者の半数の１０名程度に発表してもらう

ことを計画している。第２回研究発表会として残る１０名程の教員による薩摩川内市での開催

（１１月頃）を予定としている。時間配分は１人あたり１０～１５分で、全体として２時間程度

の会となる予定である。第１回は平日の午後１６：００開始とし、第２回も平日に開催すること

とする。第２回研究発表会については、５月２１日（木）の薩摩川内市来訪の際に打ち合わせる

予定である。 
 

２．COC センターの社会貢献活動と学内各部局の社会貢献活動との連携について 
学内においては各部局やセンター等でおのおの地域貢献活動を行っており、その実績数も多

いが、それぞれの活動の部局間連携はそれほど強くない。これまで各部局や教員等個別に行われ

がちであった社会貢献活動について、学内の全部局が連携して活動していくために COC センタ

ーから各部局に積極的に働きかけていくことが必要である。COC センターで学内の社会貢献事

業の情報を集約し、ホームページ等で本学の社会貢献事業をして情報を発信すること、また、「鹿

児島大学の社会貢献事業（仮）」の呼称を付けること等執行部等の了承を得た上で、社会貢献部

門業務として各部局で行っている社会貢献事業の調査を行うこととなった。 
 
３．大崎ものづくり振興会、大崎町のセンター来訪について 

５月１日（金）に、大崎ものづくり振興会事務局の担当者がセンターヘ来訪し、大崎町活性化

センターの利用率を上げること等を目的とした打ち合わせが行われた。振興会事務局から大崎

町役場と振興会事務局長が５月２５日（月）１０時～１１時にセンターに来訪されるとの連絡が

あったが、同日１３時３０分からへ変更してもらうこととなった。 
 

４．その他 
（１）生涯学習教育研究センターについて 

６月頃に生涯学習教育研究センターが COC センターに統合されるにあたって、上   谷セ

ンター長との情報共有のためにセンター連絡会にオブザーバー参加してもらうこととなった。 
 

（４）５月２７日（水）の鹿児島大学重点領域研究シンポジウムについて 
５月２７日（水）１３時１５分から農・獣医共通棟１０１教室で開催される鹿児島大学重点領

域研究シンポジウムに木村センター長が研究発表、パネリストとして参加される。「COC 事業の

一環として扱っていただきたい」と木村センター長が要望を出しているとのことであった。シン

ポジウムには、河野特任教授、冨永特任教授、星野特任教授、出口特任准教授、田代コーディネ

ーターが出席する。 
 
（６）学生アンケートについて 

情報処理科目の授業中の２、３分を使い学生対象アンケートの回答を依頼することについて、

出口准教授から飯干教育センター長へ依頼をしたところ、５月２２日（金）開催の教育センター
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会議で審議されることとなった。アンケートの締め切りは２０（水）としているので延期する予

定である。現在４００件程度のアンケート回答が出ている。 
 

第７回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 

日 時：平成２７年５月２６日（火）１０：３０～１２：１０ 
 
１．平成２７年度地域志向教育研究経費の公募（案）について 
 河野特任教授より、公募案の提示があり、表現や文言を確認・修正した。今後、本案を文部
科学省へ提出し承認を得た後、運営委員会での審議、承認を経て学内公募を開始する予定であ
ることを確認した。 
 木村センター長より、各部会が自治体と打合せを行い、その結果を受けて部会活動経費とし
て予算を配分することが可能かという質問があり、河野特任教授より、申請の段階で自治体か
らの部会メンバーを含めてもらえると可能ではないかとの回答があった。併せて津曲係長よ
り、学長裁量経費の中で各部会の活動費として２０万円ずつ確保してあるとの報告があった。 
 
２．ＣＯＣセンターの地域課題の検索システムについて 
 河野特任教授より、学外者が鹿児島大学に相談する場合を想定して地域課題の検索システム
の構築に関する作成案の資料が提示され、以下の様な提案があり、承認された。 
 ＣＯＣセンターのホームページを活用して、学外者は地域課題に関係があると思われるキー
ワードや地域課題の分野例をピックアップする。それを参考にして学外者は対応可能な地域課
題やキーワードなどのデータをＣＯＣセンターに連絡する。この連絡を受けて、ＣＯＣセンタ
ーでは部会や対応可能な教員に課題解決を依頼する。このためのＣＯＣセンターでは、現在ま
でに地域課題に取り組んでいる教員にキーワードや簡単な地域課題への取り組みを記述しても
らい、それをデータベース化していく予定である。該当教員へは、検索システム導入の目的を
明示した上で、来週以降依頼メールを送信する予定である。検索者が依頼したい内容に合致す
る教員がリストにない場合は、その旨を連絡してもらい、ＣＯＣセンターより各部会に問い合
わせ、少しでも要望に対応出来るよう努めていく。現在ではデータベースとして予定している
教員が約７０名であり、データベースとしては少ないとの意見があったが、今後地域課題に対
応可能な教員を増やしていくことが大事になるとの指摘があった。また、本来のＣＯＣ事業の
業務に反するような問い合わせが増えた場合はどのように対処するのかとの意見があったが、
それについては今後の検討課題とした。 
また、産学官連携推進センターが事業支援等を長年続けており、データの蓄積やノウハウも

あることから可能な範囲で協力体制を整えていく提案もなされた。 
 
３．第 1回かごしまＣＯＣセンター運営委員会の開催について 
 津曲係長より、平成２７年度地域志向教育研究経費の公募（案）に関する運営委員会開催案
が提出された。なお、第２回連絡会において教務課にもオブザーバーとして参加してもらうこ
とが提案・承認されており、今回のメール審議においても加わってもらうこととなった。 
 
４．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて 
 出口特任准教授より「大学と地域」実施案（Ver5）が提示された。主な変更点として、１ク
ラス１テーマであること、クラスのコーディネーターとして各部会にも深く関わってもらうこ
となどの説明があった。なお、講義が第１５回開講されること、また、１講義あたりの対象人
数が１００名程度であることから、小テストや出欠確認に Moodle を利用する等、いかに講師の
負担を軽減出来るのかという点について更に検討していくこととなった。なお Moodle 使用にあ
たり、学生に対して使用方法などを講義初回のオリエンテーションにおいて説明する必要があ
ることが確認された。 

連携自治体に対しては、より具体的な実施案を整理・提案し、協力を依頼する必要があるこ
とが指摘された。 
 
５．その他 
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（１）学外評価委員会について 
学外評価委員として、宮崎大学の國武教授（みやだいＣＯＣ推進室長）、奄美市総務部長の東

氏、鹿児島県工業倶楽部会長の岩元氏に依頼することが確認された。住吉理事と学内評価委員
長の渋井准教授の予定も確認し、日程調整（７月１日～１０日）を行うこととなった。 

 
（３）全学生対象アンケートについて 
 出口特任准教授より、学生アンケートについて、教育センターを通して受講人数が１５００
名程度である「情報活基礎」の授業においてアンケートに回答してもらうよう依頼したこと、
現時点でのアンケート回答数は学生・教員合わせて６００程度に留まっていること、本来なら
ば５月２９日（金）が文部科学省への提出期限であるが、文部科学省へ上記のような事情を説
明し提出を待ってもらうことになっていることなどの報告があった。 

 
第８回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年６月２日（火）１５：３０～１６：５０ 

 
１．平成２６年度学外評価の実施について 
 ７月３日（金）１３時半～１５時に行うとの報告があった。各委員には委嘱状と合わせて、平
成２６年度成果報告書、学内評価の結果、COC 事業のパンフレット、学外評価委員会に関する申
し合わせ、外部評価の様式について送付する。 
 評価の様式については改めて当日配布し、後日提出してもらうこととなった。 
 
２．平成２６年度地域志向教育研究経費の研究成果報告会について 
 第 1 回の研究成果報告会は発表者との日程調整のうえ７月１４日（火）に行うことを予定して
いる。配布資料上部の１～１０の先生方は第 1回の研究成果報告会で報告していただき、資料下
部の１～９の先生方には第２回（１１月中旬薩摩川内市開催予定）の研究成果報告会で報告して
いただくこととなった。 一人につき質疑を含めて１５分程度で報告をしていただくことで、プ
ログラムを作る予定である。 
 
３．運営委員会について 
 平成２７年度地域志向教育研究費公募要領（案）についてメール会議で審議を行う。要項案
への意見等については６月９日（火）午前中を締め切りとし、資料として新旧対照表を添付
することを確認した。なお、社会貢献部門名称の変更については、関係規則改正等を経た上
で、次回運営委員会開催時に報告することとなった。 

 
４．文科省フォローアップ調査回答について 
・アンケート結果集計表：全学生、全教員、全職員を対象に毎年アンケートを実施し、その結
果を事業の改善に反映させていくことが採択時の条件とされている。学生については、学部
生、大学院生全員を対象にメールで案内したものの、回答数が１％という状況であるため、
次回調査時には効果的な調査方法を検討することとなった。 

・入学及び就職状況調査表：入学者については、鹿児島県内入学者のうち連携自治体に所在す
る高校、大学等の出身者数を計上している。就職状況については、鹿児島県内に就職した者
の内連携自治体所在の企業に就職した人数を集計したものである。 

・FU(達成目標の進捗状況）：平成２６年度達成状況のうち、シンポジウム等の開催数７３件に
対し、平成２７年度達成目標のシンポジウム等の開催数７７件というのは目標値として低い
のではないだろうかという意見が出た。最終年度達成目標の５割増へ向けて平成２７年度の
達成目標のうち地域密着型公開講座等は 60 件にすることとなった。 

 
５．教務委員会等報告について 
  出口特任准教授から、学部教務委員会及び大学院教務委員会（５月２６日（火））に関連し
て、清原教育担当理事との情報交換、教育センターの飯干教育センター長、伊藤准教授、湊
教務課長、安田教務課長代理との情報共有のための意見交換について、その報告があった。 

６．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて 
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  出口特任准教授から、資料に基づき、以下の様な報告があった。 
・教育センター及び教務課から、近日中に「大学と地域」と地域志向一貫教育カリキュラム
について確定をしたいと依頼されている。 

 ・「大学と地域」実施案として、平成 26 年度地域志向教育研究経費による助成を受けた教員を

５部会に振り分け、一人につき２コマの話題提供をしていただく計画としている。テーマとして

は COC５部会に対応した内容を設定し、その他（地域振興） 
 

第９回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 

日 時：平成２７年６月９日（火）１６：００～１７：４０ 
 
１．成果報告会について 
 ７月１４日（火）に行われる成果報告会について、河野特任教授より開催案内文の案が示
され内容等について確認を行った。開会挨拶については、住吉理事の都合を確認し依頼する
予定であること、タイトルや開催場所、講演時間等の修正後に再度確認することとなった。
案内文の配布先は連携自治体や学内とし、今週中に配布することを確認した。 
 

２．鹿児島市からの環境アドバイザー配置事業に関する相談について 
 河野特任教授から資料に基づき鹿児島市からの相談内容について説明があった。 
環境アドバイザー配置事業による講師派遣、ＣＯＣ事業、ならびにＣＯＣプラス事業の関連
について、ＣＯＣ事業においては連携自治体の一つに鹿児島市が含まれているので、現時点
では事業内容の範疇に入っていると考えられるが、ＣＯＣプラスにおいてはまだ申請書が提
出されていないので採択後にどの程度関わりが持てるのか、という点について明確な答えは
出せないとの結論になった。その点に関して、１１日（木）に文部科学省を訪問する際に、
ＣＯＣプラス事業において鹿児島県を連携先として申請すれば県内自治体の全て連携先に包
含されるのか等の点を確認することとなった。また、鹿児島市から提出されている資料中で
旅費等の負担との記載があるが、その点に関して、「本学負担」ということなのか、「対象者
が学生」であるのか、或いは「講師の招聘経費」であるのか等を確認することになった。 
 
３．「大学と地域」及び地域志向一貫カリキュラムについて（継続） 
 出口特任准教授より、６月８日（月）に行われた「大学と地域」ワーキンググループの報告
資料が提出され、以下の様な説明があった。 
・シラバス案では１クラス１テーマの計１０クラスにて開講する方向となっていること。これ
に対して、各クラスのコーディネーターについて各学部や各分野の教員数等からみて提出案で
は困難な点があるとの指摘があった。 
・時間割案については、今年度の時間割からみて、前期は水曜日の１時限目に、後期は金曜日
の５時限目に開講することが最も現実的であるとの結論になった。また、一週間に２コマ開講
することが出来れば、ＣＯＣセンターの教員のみでコーディネーターの役割を果たすことも可
能であるが、時間割の配置や履修登録のシステムの点から、実現は難しいとの結論に達したこ
と。 
・ワーキンググループの審議結果については６月２６日の教育センター会議にて審議される予
定となっていること。 
・上谷社会貢献部門長より、生涯学習教育研究センターが社会貢献部門としてどのように関わ
っていけば良いかという質問があり、可能であれば「大学と地域」においてコーディネーター
として授業を担当して貰いたいとの意見があった。また、冨永特任教授より、今後公開講座や
シンポジウムの開催などについて生涯学習教育研究センターの先生方と打ちあわせる必要があ
ると述べられた。 
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第１０回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年６月１６日（火）１０：３０～１１：４０ 

１． 農学部との打合せについて 
冨永特任教授から６月１２日（金）に行った農学部の岩井農学部長、枚田教授等との打合

せについての報告があった。農学部の学長裁量経費事業に地域の農林畜産業の課題解決を目
的とした事業があり、その事業推進にあたり COC 事業の内容とも重なること、また農林畜産
業部会活動として COC センターも協力していくことが確認された。鹿児島県の農林畜産業関
係部署（企画課、農政課、環境林務課）へは田代コーディネーターから農学部の来訪につい
て連絡をしたとの報告があった。 

 
２． 鹿児島県との調整結果について 

鹿児島県企画部次長から連絡があり、６月１５日（月）に企画課との打合せが行われた。
資料の１．（２）の清華大学との MOU や、３.今後についての＜政策パッケージの活用＞は
COC または COC プラスに関連付けることはできないだろうかと副知事から話があったとのこ
とであった。１５日の段階では説明までで打合せが終了し、結論までは出なかった。田代コ
ーディネーターが１９日（金）に COC プラスについての鹿児島県との協定書を企画課に持っ
て行くことになっており、その案について今日の住吉理事との会議で話合う予定である。 

 

３．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて（継続） 

出口特任准教授から、明日開催の教育センター会議で実施案とシラバス案が審議される予
定であるとの報告があった。 

各クラスのコーディネーターは、週１回１０クラスを開講する場合は１０名必要となり、
週２回５クラス毎に開講する場合は５名必要となる計画である。１０名体制とする場合は、
COC センター木村センター長、河野特任教授、冨永特任教授、出口特任准教授の４名のほか
残る６名の人選が必要となることから、各部会長、飯干教育センター長、上谷生涯学習教育
研究センター長に集まっていただき講義の説明とコーディネーター選任を直接お願いする場
を設けることとなり、７月第２週で日程調整を行うことを確認した。また、話題提供者候補
については、この会議での意見を踏まえ検討することとなった。 

 
４．その他 
（１）観光産業・国際部会の開催について 

河野特任教授から６月１２日（金）に石塚観光産業・国際部会長との打合せを行ったとの
報告があった。６月２４日（水）に部会開催を予定しており、参加する薩摩川内市の旅費支
給を確認した。また、「大学と地域」の講義内容を観光産業部会に伝えることにした。 
 
（２）鹿児島市との打合せについて 

河野特任教授から６月１５日（月）の鹿児島市来訪について報告があった。鹿児島市は
「大学と地域」にジオパーク（２コマ）、危機管理、再生エネルギーの合計４コマの提供を予
定である。また、市が COC 事業に参画することは COC プラス事業にも関与することとなるの
か等 COC プラス事業と鹿児島市の関わり方について質問を受けたので現在進めている COC プ
ラス事業について田代コーディネーターから説明があったことが報告された。 

また、COC 事業連携自治体へも COC プラス事業の情報を周知することとなった。 
 

（３）教育研究成果報告会について 
教育研究成果報告会の案内ポスターを学内に配信し、自治体には郵送をした。各発表者か

らは配布資料があれば７月１３日（月）まで提出するよう依頼している。 

 
 

第１１回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
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日 時：平成２７年６月２３日（火）１０：３０～１１：２０ 

 
１．地域志向教育研究経費公募課題について 
 締め切りは６月３０日（火）になっており、現時点では２件の応募が届いている。審査は
部門長、部会長、特任教員にて行う予定となっており、本日中に河野特任教授より各部門
長・部会長へ審査を行うことが可能であるか確認のメールを送る予定となっている。 
 審査方法については、河野教授より審査要領案の資料が提示されており、昨年度と同じ方
法で進めていくこととなった。公募課題１件につき３名で審査を行う予定であることも併せ
て述べられた。 
 
２．学外評価委員会について 
 宮崎大学みやだい COC 推進室長の國武教授より評価に関する質問が来ており、河野特任教
授からの回答案と併せて報告があった。平成２６年度成果報告書の作成を３月に行ったこと
もあり、「大学と地域」や学生アンケート等に関する記載が無かったため、補足資料を作成し
送付することが報告された。 
 
３．大崎町来訪について 
 大崎町より学生を対象としたモニターツアーの実施案が提示されており、本件に関して７
月１０日（金）１３時３０分に大崎町の担当者が来訪されることとなった。内容については
１０日に確認し、法文学部や水産学部の前田教授、さらに観光産業・国際部会にも協力を依
頼し進めていく提案もなされた。 
 
４．その他 
（１）ホームページの更新について 
 河野特任教授より、COC センターホームページについて次の通り報告があった。 
 １．アンケートの削除を依頼したこと 
 ２．研究欄にマップを追加したこと 
 ３．検索システムは作成中であり、データについては現時点では１０件ほど集まっている

こと 
 ４．教育欄に地域志向科目に関する記載をし、いずれは「大学と地域」に関する記載も進

めていきたいこと 
 また、現在は暫定的に企画評価課の本田課長代理に更新作業を依頼しているが、センター

からも更新が出来るよう確認することとなった。 
 
（２）南日本新聞社の取材について 
 田代コーディネーターより、６月５日（金）に取材を受けた件に関して７月上旬の紙面に
て掲載予定であるとの報告があった。COC プラスの記事を書くにあたり、現在行っている活
動の写真を掲載したいとの提案があり、２４日（水）に JA へ協力依頼に行くことと、同日、
観光産業・国際部会が開催されることを先方に伝えることとなった。 
 
（３）「大学と地域」について 
 出口特任准教授より「大学と地域」の進捗状況について次の通り報告があった。 
 教育センター会議は今週行われる予定であること、コーディネーターの数に関しては教育
センターの新田係長のシミュレーションに拠ると、１０クラス同時開講でなければ学生が履
修登録を行うにあたり不公平さが生じてしまうので、５クラスずつ開講することは難しいと
の結論が述べられた。 
 また、「大学と地域」のコーディネーターを依頼するにあたり部会長との打合せを行う日程
調整を行っているが、現時点では７月７日（火）の午前中が第一候補となっており、回答が
揃い次第決定することとなった。 
 TA については出口特任准教授より教育センターの伊藤准教授に相談したところ、現在の教
育センターの予算では難しいが、来年度の予算が確保出来るのであれば可能だろうとの回答
が得られたとの報告があった。 
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第１２回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年６月３０日（火）１０：３０～１１：４５ 

 
１．西之表市からのメールについて 

河野特任教授から、西之表市の経済観光課から６月２９日に送られてきたメールについて、
資料配付に基づき内容の紹介と以下の様な提案があった。 

西之表市は地方創生で動き出しているところであるが、鹿児島大学も一緒に連携できること
はないだろうかとの問いかけがあった。この問いかけに対して、センターとしてどのように関
わり、協力していくのかを今後検討していく。 

 
２．「大学と地域」及び地域志向一貫カリキュラムについて（継続） 
出口特任准教授より、「大学と地域」を週１回１０クラス開講するにあたっては 

１０名のコーディネーターが必要であり、うち４名については COC センターの教員での対応を
予定していること、残る６名については、７月７日（火）開催の部会長・部門長会議において
説明と協力依頼をし、コーディネーターの確保ができれば良いと考えている、との報告があっ
た。  
引き続き、地域志向一貫カリキュラムの作成に着手すること、また、今年度開講している共

通教育科目の地域志向科目を来年度の地域志向一貫教育カリキュラムの中に組み込んで行くこ
とを検討していること等の説明があった。 

また、各学部の地域志向科目については、前年度に行った調査などを参考に、改めて、各学
部のシラバスから地域志向科目に該当すると思われる科目を抽出した後、各学部へその確認を
依頼し、専門科目の地域志向科目を確定していくことの報告があった。 

さらに、地域志向一貫教育カリキュラムの単位数も決めておく必要があり、１２単位または
１４単位を想定しているとの説明にあった。これに対して、単位の制限を設けてしまうと、学
部によって履修可能な学部とそうでない学部が出てきてしまうので、単位数については継続し
て検討していくほうが良いのではないかという意見があった。 
 
４．その他 
（１）学外評価委員会について 

河野特任教授から、７月３日（金）１３：３０～１５：００に共同研究室２にて学外評価
委員会を開催すること、当日は、学外委員として宮崎大学の國武教授（みやだいＣＯＣ推進室
長）、奄美市総務部長の東氏、鹿児島県工業倶楽部会長の岩元氏の３名、本学からは、渋井学内
評価委員長の他、住吉理事、COC センター５名が出席の予定であることの報告があった。 

 
（２）部会長、部門長会議について 
 河野特任教授から、７月７日（火）１０：３０～１２：００に知的財産相談室にて部会
長・部門長会議が行われること、その場で「大学と地域」のコーディネーターの推薦依頼を
予定していることの報告があった。 

 
（３）教育研究成果報告会について 

河野特任教授から、７月１４日（火）１６：１０～１９：００に農学部・共同獣医学部共
通棟１０１号教室にて「平成 26 年度教育研究成果報告会（第 1 回目）」を開催することの報
告があった。 

 
（４）地域志向研究経費について 

河野特任教授から、平成２７年度地域志向研究経費に係る公募は本日（6 月 30 日）が締め
切りであること、現時点で４２件の応募があること、締め切り後の審査委員としては部会
長、部門長、COC センター教員の合計１１名にお願いしていること、申請課題１件につき３
人の審査委員に審査、すなわち、行う。審査委員１人あたり１１件程度の申請課題をお願い
する予定であること、７月２日（木）までに審査用紙を送る予定であること、等の報告があ
った。 
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第１３回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年７月７日（火）１５：００～１６：１０ 

１．「大学と地域」及び地域志向一貫カリキュラムについて（継続） 
出口特任准教授より進捗状況に関して次の通り報告があった。 

・同日（7 日）午前中に行われた部門長・部会長会議にて「大学と地域」の担当コーディネ
ーターならびに話題提供者の選出を依頼したこと。 
・今月末に行われる全学教務委員会にて「大学と地域」「地域志向一貫カリキュラムについ
て」議題を提出すること。 
併せて、木村センター長より地域貢献推進室会議の際に住吉理事へ本件に関する説明を行っ
たとの報告があった。 

 また、同科目の話題提供者の派遣を依頼するにあたり、旅費等は平成２８年度の学長裁量経
費に改めて申請する予定であること、学長裁量経費では連携自治体以外にも旅費を支払うこ
とが可能であること、話題提供者として依頼する際には非常勤講師ではなくゲストスピーカ
ーとして依頼を行うなどの仕組みについて検討する必要があるとの結論に達した。 

 
２．農学部の地域貢献活動について 
 部門長・部会長会議で岩井農学部長から説明があった件について、冨永特任教授より鹿児島
県庁訪問時に持参した資料が提示された。農学部が７００万円の学長裁量経費を受けて、農学
部全体として鹿児島県を中心とした南九州へ貢献して行きたい考えであることから、COC セン
ターとしても、COC 事業の一環として連携・協力していくこととなった。 
 
３．その他 
（２）第１回学外評価委員会について 
 河野特任教授より、７月３日（金）に開催された第１回学外評価委員会は無事終了したこ
とが報告された。各委員の評価については現在、國武委員長と東委員より評価結果が届いて
おり、全て揃い次第整理し、委員長による総評とともに配布することになった。 
 
（３）西之表市への対応について（継続） 
 河野特任教授より、前回連絡会で協議した西之表市からの申し入れについて、具体的な依
頼内容はまだ出てきていないことが説明され、COC センターとして可能な限り協力をし、部
会も交えた体制をとる方向で進めていくことになった。 
 
（４）地域課題の検索システムについて 
 河野特任教授より、現在作成中の検索システムについて、検索対象となる教員より現在１
５件ほどの返事が届いていること、個人名は表記せずに COC センターを通して各教員へ連絡
されることが説明された。システムの内容については、来週以降も引き続き検討されること
となった。 
 

第１４回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 

日 時：平成２７年７月１３日（月）１３：３０～１５：１５ 
 
１．鹿児島県との連携について 
 田代コーディネーターから、鹿児島県企画部と協議行ったことに関して以下の２点の報告

があり、その後意見交換を行った。 
（１）清華大学への学生派遣と COC 活動についての協議 
 鹿児島県においては、中国・清華大学との包括協定締結に関連して、清華大学との学生交

流について COC センターと連携した取り組みへの期待があること。 
報告後、これに関連して、「COC 活動の一環としては意義のあることではあるが、鹿児島大
学としてどのように取り組んでいくかについては COC センターだけで決めるべきことなの
か」、「鹿児島県企画課とコーディネーターとの協議の前あるいは協議と併行して、留学担
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当理事や国際事業課等に相談することが必要ではないか」等の意見が出された。 
 

（２）COC センター活動に係る県への要請について  
 鹿児島県に対して、「「大学と地域」（地域志向一環カリキュラム）の話題提供者の推薦」お
よび「COC センターの部会への関係部署職員の参加」について依頼をし、前向きに対応する
との返事が得られたとの報告があった 。 
 報告後、これに関連して、「センターが発足して８カ月が経つので、部会活動を積極的にし
ていくべきである。各部会においてそれぞれ活動方針があるはずなので、COC センターにお
いてもそれらを把握しサポートしていくべきである」、「COC 事業の残り期間の４年で十分な
成果を上げていくためにはどのように活動して行くべきか」、「連携自治体以外との連携はど
のようにして行くべきか」等について検討していく必要があるとの意見がだされた。 
 また、今後の事業連携自治体との協議については、COC センターから田代コーディネータ
ーと COC センターの各部会対応者１名、各部会の部会員１名の合計３名で行うこととなっ
た。なお、COC センターの各部会対応者はそれぞれ、水産業部会は木村センター長、地域防
災・医療部会は出口特任准教授、観光産業・国際部会は星野特任教授、エネルギー部会は河
野特任教授、農林畜産業部会は冨永特任教授が行うことになった。 
 木村センター長から、旧生涯学習教育研究センターの先生方から、「COC センターの部門間
およびコーディネーター、特任教員、専任教員の役割と責任分担が不明確である」との指摘
があったとのことから、役割分担等について話し合いを行いたいという提案があり、日程調
整のうえ打合せを行うこととなった。 
 
２．COC センターのホームページについて 
 河野特任教授から、COC センターのホームページ更新は現在、業者（アプライド）に依頼
し、業者が学術情報基盤センターを通して行っている。大学のＨＰとＣＯＣセンターのＨＰ
はソフトが異なるため大学のＨＰの中でＣＯＣのＨＰを運用する場合は、これまでのように
アプライドに修正依頼はできなくなる。１２月以降に、ＣＯＣのＨＰを大学のＨＰに移行し
た場合は、日常の更新は COC センターで行うことになるが、Web を利用してのアンケート調
査等は従前通り外部に発注することになる、との報告があった。 
 
３．その他 
（１）運営委員会について 
 開催に向け、８月６日（木）または７日（金）で各委員の日程調整をすることとなった。
議題等は平成２６年度事業の学内評価および学外評価の報告、地域志向教育研究経費による
公募事業の選定結果報告、「大学と地域」について、を予定している。 
  
（２）「大学と地域」について地頭薗地域防災・医療部会長との話し合いについて 
 出口特任准教授より、部門長・部会長会議後に地頭薗部会長との話し合いを行ったことに
ついて，以下の様な報告があった。既設の「いのちと地域を守る防災学」を「大学と地域」
に読替えることはできないかという質問があったが、「大学と地域」は 15 回の講義のうち 5
回を 10 クラス共通の内容に統一する必要があることから、「いのちと地域を守る防災学」が
防災士資格受験の要件を満たさなくなる恐れがあり、読み替えることは難しいのではないか
ということにになった。地域防災・医療部会には、別途、地域防災のクラスを一つ開講して
いただくことを依頼したい。 

 
第１５回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年７月２１日（火）１５：１０～１７：１０ 

１．ＣＯＣセンターの活動について 

 河野特任教授より COC センターの業務展開に関する資料の提示があり、各部門および部会
活動の進捗状況を記録し、COC センター内で情報を把握・共有するために、センター共有フ
ォルダーに部門および部会毎のサブフォルダを作成・整備するとの説明があった。 
 続いて田代コーディネーターより、各部会・連携自治体との協力体制に関する資料の提示
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があり、配布資料の内容で連携自治体を訪問したい考えであるとの説明があり、種々議論の
後、「まず日程調整を行い、訪問日時の決定後に各部会長へ報告し、可能であれば同行を依頼
する」ことになった。併せて、農学部（農林畜産業部会関連活動）の取り組みについて「年
に２回の農林畜産連携協議会を開催予定であること、８月には懇談会を実施したい考えであ
る」との現状についても報告があった。 
 

２．第２回かごしまＣＯＣセンター運営委員会について  

 津曲係長より、運営委員会議事次第案の提示があり、承認された。また、当日配布する資
料については来週の連絡会にて引き続き検討することとなった。開催日については現在調整
中であるが８月６日（木）の午後の可能性が高いとの報告があった。 
 
３．「大学と地域」及び地域志向一貫カリキュラムについて（継続） 
 出口特任准教授より資料の提示があり、各クラスのテーマについて承認された。 

話題提供者については、昨年度の地域志向研究経費の採択者２１名、今年度の新規採択者
１５名には２コマの担当を依頼し、今年度の不採択者にも依頼することとなった。テーマ
「医療」については、地域防災・医療部会部会長から「部会としてコーディネーターや話題
提供者を推薦することが困難である」という意見があったことから、医・歯学部や地域防
災・医療部会副部会長の菊地先生へ直接依頼することとなった。 
 「かごしま探訪」等既存科目の読み替え措置に関して、「大学と地域」では開講される１５
コマのうち５コマを全クラス共通内容で行うことから、読み替え措置が可能かどうか、教育
センターおよび「かごしま探訪」の担当教員と交渉することとなった。 
 
４．大崎町のモニターツアーについて 
 津曲係長より、大崎町よりモニターツアー企画案が届いていることの説明があり、資料をも
とに検討を行った。その結果、①学生対象であることから、実施日が夏休み中の９月の予定に
なっているが、周知が間に合わない可能性があり、１０月以降の土日実施の方が望ましいので
はないか、②ツアータイトルとスケジュールに示されている内容が一致していない印象があ
る、等の指摘があった。それらの意見を大崎町に伝え、来週までに大崎町より確定の修正案が
届くようであれば、再検討し、あわせて観光産業・国際部会にも伝えることとなった。 
 
５．文部科学省平成 27 年度「学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業」計画書につ

いて（報告） 

小栗准教授より、資料に基づき事業内容に関する説明がなされた。松浦課長から COC センタ

ーの協力・かかわりについて質問があり、２月の本会議に参加いただくことと、今後随時情報

提供を行い、必要に応じて協力を求めることを確認した。 

７．その他 
（１）水俣市からの要望について（報告） 
 星野特任教授より、水俣市の「水俣環境アカデミー構想」に関して、①水俣市は熊本大学
の COC 事業における連携自治体となっており、９月にキックオフシンポジウムを開催する予
定であること、②熊本大学には農学系の学部がないため、今後、水俣市より本学へ協力依頼
の可能性があること、などが報告された。 
 
（３）地域志向教育研究経費公募に係る審査員への報告について 
 運営委員会にて今年度の採択結果報告を行う前に、審査員宛てに審査結果の概略（総点順
に並べ替えた申請者リスト、採択者への配分額のみ記載）を送付することとなった。 

 
第１６回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年７月２８日（火）１０：００～１１：１５ 

１．ＣＯＣセンターの活動について 
 田代コーディネーターから、資料に基づき、「連携自治体との意見交換について」の提案が
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あった。種々意見交換を行った結果、連携自治体による COC センターの活動の展開を図るため、
今後各連携自治体を訪問することになった。なお、７月２９日（水）に、河野特任教授、冨永
特任教授、田代コーディネーターが薩摩川内市を訪問し意見交換を行う予定であり、あわせて
１１月に薩摩川内市で開催予定の「教育研究成果報告会」の打合せも行うことの報告もあった。 
 本件に関して、以下の様な意見が出された。①資料の「平成２７年度提案の現況」の鹿児島
県の課題のテーマについて、補助金は鹿児島県の全自治体に対して使用可能なのか、②部会で
対応できる課題と対応できない課題がある、③課題のテーマ数が多い、等。 
 次いで、同じく田代コーディネーターから農学部（農林畜産業部会）の取り組みに関して、
７月３１日（金）に鹿児島地域振興局において 8 月開催予定の懇談会についての打合せを行う
ことになったこと、また８月５（水）および６日（木）に、農学部の枚田教授、坂井准教授等
が「農林畜産地域連携協議会」の委員就任の件で関係先を訪問し依頼を行う予定であるとの報
告があった。 

関連して、冨永特任教授から、農学部の坂井准教授のグループから平成 27 年度地域志向教
育研究経費が採択されたことに伴い、薩摩川内市を 8 月 6 日（木）に訪問し、事前打ち合わせ
を行うとの連絡があったことの報告があった。 
 
２．第２回運営委員会について（継続） 
 津曲係長から第 2 回 COC センター運営委員会を 8 月 6 日（木）１６：１０から開催するこ
と、資料等の確認は次回の連絡会で行うことの報告があった。 
 
３．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて（継続） 
 出口特任准教授から、テーマ案について、１０クラス１０テーマ中８テーマは部会対応とし、
残り２テーマを環境、地域振興とすることで検討をしていたが、教務委員会事前打合せにおい
て、委員の有倉教授から１０テーマのうち教育（学部）に関連付けられるテーマ、例えば「地
域の教育」を取り上げてはどうかとの意見があったので、ＣＯＣセンターとしての意見をうか
がいたいとの提案があった。意見交換の結果、地域教育は重要であり、環境、島嶼等鹿児島の
特色や地域課題とも密接に関連していることから、テーマに含める方向で取り扱うことを確認
した。なお、そのテーマについて教育学部として対応可能かどうか検討してもらうことになっ
た。また、「鹿児島探訪」を「大学と地域」に読み替えることについても、出口特任准教授か
ら、「鹿児島探訪（環境）」は前期、後期の開講であるため「大学と地域」へ読み替えに対応し
やすいが、「鹿児島探訪（地域産業）」は後期のみの開講であることから対応が難しいとの報告
があり、コーディネーターの農学部服部准教授に相談する必要があるとの意見が出された。 

 
４．大崎町のモニターツアーについて（継続） 
 津曲係長から、資料に基づき、前回の連絡会での意見を反映した修正案が大崎町から届き、
より観光に力を入れたスケジュールや参加料金（９千円から６千円）等改善されているとの報
告があった。本件に関して、最終ページの「モニターツアーに関する事項」の一文を「＊今回
の事業は大崎町、大崎ものづくりネットワーク振興会、道の駅くにの松原おおさき総合案内所
の主催により、鹿児島大学大崎活性化センター活用事業並びに大崎町産学官連携事業として実
施されています。」と修正し主催者を明記する必要があるとの意見が出された。なお、学生へ
の周知は今週中を予定していることから、ツアー案に修正や意見が有る場合は、７月２９日（水）
までに提出することを確認した。 
 

 
第１７回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年８月４日（火）１５：３０～１６：１５ 

１．ＣＯＣセンターの活動について 
 田代コーディネーターより、配付資料に基づき、薩摩川内市ならびに鹿児島地域振興局訪
問に関する報告があった。また、薩摩川内市より要望があった「各自治体が部会へ提案を行
う際のフォーマット案」も併せて提示され、確認を行った。なお、「各自治体からの要望課題
への対応に必要な費用」については、各自治体から課題が提出された後、部会とともに内容
を確認し、対応を検討することとなった。 
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２．第２回運営委員会について（継続） 
 河野特任教授より、「平成 27 年度第 2 回運営委員会」の議題および報告事項等について，
資料に基づき提案があった。なお、運営委員会の配布資料等については内容等の確認・修正
を行い、さらに修正がある場合は５日（水）午前中までに連絡することとなった。また、運
営委員会終了後は各部会長に対し、自治体との協力体制について説明を行う予定であること
も報告された。 
 
３．「大学と地域」及び地域志向一貫カリキュラムについて（継続） 
 出口特任准教授より、各部会長に対する「大学と地域」のコーディネーター選出依頼ならび
に地域志向教育研究経費採択者等に対する話題提供依頼に関する文案の説明があり、依頼方法
等も含めて検討した。その結果、①部会長に対するコーディネーターの選出依頼は運営会議で
行うこと、②地域志向教育研究経費採択者等に対する話題提供依頼についてはメールで行い、
希望するテーマ、提供可能な講義タイトル等について添付ファイルでの回答を依頼することと
なった。なお、「大学と地域」の開講曜日・時間についてはまだ確定していないが、依頼を行う
時点で確定していれば担当希望日程についても合わせて回答をお願いすること、回答期限は８
月３１日（月）とすることとなった。 
 
４．平成２７年度「職業実践力育成プログラム」(ＢＰ)の申請等について 
 松浦社会連携課長より、配付資料に基づき、文部科学省の「職業実践力育成プログラム」認
定制度について、内容等に関する説明がなされた。なお、現在本学で実施されている履修証明
プログラム６件（うち、ルネッサンスアカデミー３件、教務課３件）で申請要件に合致してい
るプログラムについては申請を勧める予定であること、本プログラムについては、８月２０日
（木）に文部科学省にて説明会が予定されていること、申請期限は１０月９日（金）であるこ
とも報告された。 
 
５．その他 
（１）担当者の変更について（与論町） 
 与論町の担当者が総務企画課竹村さんから同課境さんに変更となった点について確認をし
た。 
 

第１８回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 

 
日 時：平成２７年９月８日（火）１３：３０～１４：５０ 

 
【議題】 
１．国際交流関係の取り扱いについて 
 田代コーディネーターより資料に基づき説明があった。県国際交流課から提案のあった国際
交流関係事業に関しては鹿児島県と大学間の連携ルートが既に確立されていることから、迅速
かつ効果的に対応するためにＣＯＣセンターではなく専門組織の国際事業課等が取り扱うこと
が適当ではないか、との問題提起がなされ、提案については国際事業課で対応していただくよ
う、同課に相談することとなった。 

また、今回の背景には部会名が観光産業・国際部会と「国際」が付されていることに起因し
ていると考えられることから、部会名称を部会の内容や部会員の構成などに合わせて変更する
必要があるのではないか？という意見が出され、地域防災・医療部会の名称も含めて COC セン
ターや部会等で検討を進め、運営委員会や研究担当理事と相談する必要があることが確認され
た。 
 
２．「九州・沖縄シンポジウム ＩＮ 佐賀２０１５」におけるパネルディスカッション登壇依
頼について 
 １０月３１日（土）に佐賀大学にてシンポジウムが開催されるにあたり、パネルディスカッ
ションの登壇依頼があった。パネルディスカッションのテーマが「地域志向教育の現状と課
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題」となっているため、出口特任准教授に出席を依頼することとなった。 
 本件に関して、昨年同様のシンポジウムが宮崎大学にて行われた際に、「九州内の COC 事業採
択大学にて毎年持ち回りで開催する」という意見が出されたという情報があり、佐賀大学に確
認することとなった。 
 
【報告事項】 
１. 部会活動推進に関する連携自治体への要望状況報告 
 田代コーディネーターより、現時点における部会活動の状況が報告された。また、与論町訪
問について、９月末に先方と日程調整を行った上で１０月中旬頃に訪問予定であることが報告
された。 
 
２. 農学部の地域連携プロジェクトの現況(COC センター部会活動関連) 
 田代コーディネーターより資料に基づき報告があった。また、１１月１２日（木）～１３日
（金）には種子島にて熊毛地域の懇談会が予定されており、冨永特任教授の出席が承認され
た。 
３. ヘルスケアビジネスの創設に向けた薩摩川内市からの相談 
 薩摩川内市からの相談について、田代コーディネーターより資料に基づき報告があった。相

談を受けた木村センター長から医歯学総合研究科の乾教授および堀内教授に繋ぎ、市が両教
授を訪れることになっていたということであり、その後の経緯について、両教授に確認する
こととなった。 

４．文部科学省平成２７年度「学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業」採択の報 
   告  
 津曲係長より、第１５回連絡会（７月２１日）で申請の報告のあった本件については採択さ

れたこと、平成２８年２月６日（土）～８日（月）にコンファレンスを開催予定であること
が報告された。 

  
【その他】 
１．薩摩川内市来訪について 
 田代コーディネーターより、薩摩川内市企画政策課が地方創生総合戦略に掲げる大学との連
携事項について相談に伺いたいとの連絡があり、９月１０日（木）１３時より打合せを行うこ
ととなったとの報告があった。 
 
２．職業実践力育成プログラムについて 
 松浦課長より、８月４日の第１７回連絡会において説明した職業実践力育成プログラムにつ
いて、学内の取扱いについては教務課が取りまとめを行うこと、かごしまルネッサンスアカデ
ミーの林業生産専門技術者養成プログラムについては農学部で対応し、教務課へ提出すること
が報告された。 
 

第１９回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 
 

日 時：平成２７年９月１５日（火）１５：４０～１６：２０ 
 
【議題】 
１．平成２６年度地域志向教育研究経費成果報告会 薩摩川内市の実施予定日について 
 河野特任教授より、標記成果報告会について１１月２０日(金)の開催で日程調整をしていた
が、薩摩川内市より変更の申し入れがあり、１１月２７日(金)開催で再調整を行うこととなっ
た旨の提案がなされ、了承された。 
 
２．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて(継続) 
 出口特任准教授より次のとおり進捗状況の報告がなされ、全て了承された。 
（１）農林畜産業部会と、地域防災・医療部会の地域防災テーマのクラスに関しては担当コー

ディネーターの目処が立ったが、他の３つの部会のテーマについては未定であること。部
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会と関連がないテーマのクラスについてはＣＯＣセンター教員にて対応可能であること、
また、医療クラスへの対応が懸念事項であること。 

（２）地域志向一貫教育カリキュラムの学部開講分に関して現在調査中であるが、医学部保健
学科を除いた全ての学部より返事があり、うち２学部については今月の教授会承認を経た
上で回答予定であること。 

（３）各テーマの話題提供者について、地域志向教育研究経費の採択者・不採択者宛に本日
（９月１５日）メールにて依頼を行うこと、９月２８日（月）を回答期限とし、その結果
を９月２９日（火）に行われる教務委員会にて報告する予定であること。 

 
【報告】 
１．国際交流関係の取り扱いについて(その後)  
 田代コーディネーターより資料に基づき報告がなされた。木村センター長より、部会名称の
変更について、同日行われた地域貢献推進室会議にて住吉担当理事に確認した結果、部会の名
称は変更せず、観光産業・国際部会については観光の視点での国際化、地域防災・医療部会に
ついては防災、災害の医療を対象とした活動をすることを確認したとの報告があった。 
 
２．部会活動にかかる県(関係課)への要望状況(その後)  
 田代コーディネーターより資料に基づき報告がなされた。自治体への訪問日について、鹿
児島市は議会の様子を見て判断したいこと、与論町は前回の連絡会にて報告したとおり１０
月を予定しているとの説明があった。関連して、木村センター長より、９月２３日（木）か
ら学生と与論町漁協に設置した冷凍装置を用い漁業者への学習会等を行う予定であること、
また、１０月以降の与論町訪問が可能であることが報告された。 
 
３．出張報告（金沢大学、福井大学） 
 出口特任准教授より資料に基づき報告がなされた。福井大学は地元就職・定着率が高い点、
金沢大学はＣＯＣ、スーパーグローバル、ＡＰ等３件同時に事業が採択されている点に着目し
て訪問調査を行ったとの説明があった。河野特任教授より、ＣＯＣ事業推進体制、評価体制に
関して、福井大学のＰＤＣＡサイクルの「Ａ」（活動の強化、見直し）該当部分について、かご
しまＣＯＣセンターでも改めてその実施を検討する必要があるとの意見があり、次回以降の連
絡会にて検討することとなった。 
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第２０回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年９月２９日（火）１０：００～１１：４０ 

  
【議題】 
１．共催依頼について（原子力災害地域リスクコミュニケーター育成に関する研修会） 
 今年度の地域志向教育研究経費に採択された福徳准教授の研究課題「原子力災害地域リスク
コミュニケーター育成事業」の研究活動の一環としての標記研修会の実施にあたり共催依頼が
あり、承認された。 
 
２．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて（継続） 
 出口特任准教授より下記の通り報告があった。 
（１）話題提供の依頼について 
第１９回連絡会での報告に引き続き、地域志向教育研究経費の採択者・不採択者への話題提

供依頼に関する進捗状況について、現時点では２４名の回答があり、うち２名（採択者１、不
採択者１）は辞退の連絡であったこと、辞退理由は「既存の担当科目と内容が重なること」、
「長期出張で不在とすること」等であったが、今年度の教育研究経費は、大学と地域等地域志
向科目の講義を分担して担当することを明記しての公募であることからも、話題提供を引き受
けてもらうよう交渉を進めていくこととなった。 
 
（２）コーディネーターについて 
 各テーマのクラス担当コーディネーターについて、各部会長に推薦の依頼をしており、石塚
観光産業・国際部会長以外からは回答があったことが報告された。また、回答期限は１０月２
日となっており、今週中には揃う見込みであること、甲斐エネルギー部会長から２名の推薦が
あったこと、地域防災・医療部会からは地頭薗部会長が防災テーマのクラスを担当されること
となっていること、医療テーマのクラスについては、地域防災・医療部会の菊地副部会長に問
い合わせ中であることもあわせて報告された。 
 
３．熊本県立大学からのアンケートについて 
 出口特任准教授より、熊本県立大学から依頼のあった「地域志向科目に関するアンケートケ
ート」については資料の内容で８月に回答したとの報告があった。 
 
【報告事項】 
１．地頭薗部会長(地域防災・医療部会)との打合わせ 
 田代コーディネーターより資料に基づき、打合せにおいて、地頭薗部会長から「ＣＯＣ事業
開始前より地域防災教育研究センターとして地域、自治体と連携した広範な活動実績があるこ
と」、「同センターの活動を地域防災・医療部会の活動と一元化することについて研究担当理
事の意向を確認したこと」、「防災センター運営委員がＣＯＣセンターの部会委員を兼ねる形
で部会を組織したこと等の経緯について確認したとの説明があった」ことの報告があった。そ
して、今後、自治体から防災に関する依頼事項があった場合は、地域防災教育研究センターへ
情報提供すること、また、防災センター運営委員会等の会議が行われた際には、その議事録を
ＣＯＣセンターへ提供してもらう等、地域連携係をとおして情報共有を図ることとなった。 
 
２．連携自治体に対するＣＯＣセンター活動への協力要請について 
 田代コーディネーターより、鹿児島市訪問における協力要請について資料に基づき報告があ
った。 
 
３．鹿児島大学が実施する地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ事業）への協力について（依頼） 
鹿児島県より、部会委員の就任について「依頼文書を出して欲しい」との要望があったことに
関して、田代コーディネーターより依頼文案が提示され、了承された。関連して、現在窓口と
なっている県企画課担当者に１０月１日付けで異動があるとの報告があった。 
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４．平成２７年度 第１回鹿児島大学農学部地域連携協議会議事要旨 
 田代コーディネーターより資料の提示があり、内容を確認した。 
 
６．薩摩川内市における平成２６年度地域志向教育研究経費報告会について 
 河野特任教授より標記の報告会について、１１月２７日（金）に行われること、時間として
は１４時から１６時半を想定しており、会場は薩摩川内市庁舎内（収容：役５０名）で行う予
定となっていること、報告者については現在対象者へ日程確認を行っており、来週には回答が
出揃う見込みであることが報告された。 
 
７．平成２７年度後期公開授業ガイダンス開催について 
 小栗准教授より資料に基づき、９月２４日に公開授業受講者を対象としたガイダンスを開催
したこと、また、新規受講者が増えていることの報告があった。 
 
８．かごしまルネッサンスアカデミーについて 
 小栗准教授より資料に基づき、かごしまルネッサンスアカデミーの現況の説明があった。今
後、履修証明プログラムに関する規則とルネサンスアカデミーとの関係について整理し、ＣＯ
Ｃセンターにおけるルネッサンスアカデミーの位置づけや役割を明確にするために継続して検
討していくことを確認した。 
 
９．ヨロンマラソン関係者来訪について 
 木村センター長より、９月２８日（月）のヨロンマラソン実行委員長並びに関係者のセンタ
ー来訪についての報告があった。意見交換の中で、ヨロンマラソンの中継を学術情報基盤セン
ターの升屋教授が行っており、昨年度与論町にて行われたシンポジウムでも講演を行っていた
が、実行委員には周知されていないことが判明し、情報を共有し周知していくことが重要であ
ることを確認した。併せて、次回ヨロンマラソンの後援依頼があり、承認された。 
 

第２１回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 

日 時：平成２７年１０月６日（火）１５：００～１６：２０ 
【議題】 

１．後援依頼について（革新的技術緊急展開事業 養殖ブリ関連課題成果発表会） 

津曲係長より、資料チラシに基づき、１１月１３日（金）開催の革新的技術緊急展開事業
養殖ブリ関連課題成果発表会（主催：養殖魚の高品質維持・高速加工処理グローバル先端技
術開発グループ等、共催：農研機構等）について、「開催趣旨は地域のブリ養殖業者や鹿児
島県、自治体への情報提供であることから、かごしまＣＯＣセンターへの後援依頼があっ
た」ことが提案された。本研究会は鹿児島大学（水産学部）が事務局となり対応している事
業であることから COC センターとしても後援することが了承された。 

 

２．ＣＯＣセンターのホームページの更新について 

資料に基づいて、河野特任教授よりホームページの更新について以下の様な説明があっ
た。 

 ①事業概要（組織の確認含む）、教育、研究、社会貢献、地域志向教育研究等各ページの
変更・修正について －１教育のページ：カリキュラム・マップの作成と追加  －２研
究のページ：地域課題キー ワードの掲載、地域課題検索データベースとのリンク部会フ
ロー図の追加と変更 －３社会貢献のページ：生涯学習教育研究センターのリンクを作
成、部会対応のイメージ図の追加 

②フェイスブック、ツイッターの更新 
③現在、ＣＯＣ関連の活動の報告は随時ＰＤＦにしている公開している。あわせて写真も追

加していく。なお、１１月に業者へ依頼する予定となっているため、１１月上旬までに、
各自の担当ページおよび関連箇所の修正案を作成のうえ、河野特任教授へデータ等で提出
することとなった。 
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３．ＣＯＣセンターのパンフレットの更新について 

 河野特任教授より、ＣＯＣセンターパンフレットの修正について提案があり、了承され
た。修正箇所としては、運営体制図（社会貢献・生涯学習部門への修正、国際連携推進セン
ター長の削除等）、３部門の取り組み、教職員一覧・名簿等であることを確認した。各修正
事項については、各自担当箇所の修正原稿を作成のうえ、河野特任教授へ提出することとな
った。なお、名簿については人事の関係上 3 月の確認となることおよび発行は４月１日と
し、3 月末までに完成させることが確認された。 
 

４．ＣＯＣセンター活動のＰＤＣＡについて 

 河野特任教授より、学内評価委員会と学外評価委員会からの指摘事項を受けての実施内
容、改善事項、計画見直し等について、各自担当箇所および関連箇所の作成依頼があった。
作成例として研究部門の資料が示され、9 月 17 日メールで送付済みのファイルに記載のう
え、10 月 28 日（水）までに、河野特任教授へ提出することとなった。なお、提出された案
についてはとりまとめののち、今後の連絡会で検討を重ね、今年度からの業務計画に反映さ
せていくことを確認した。 
 
５．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて（継続） 
 出口特任准教授より、下記の報告があった。 
・話題提供依頼については残り 10 数名の回答を待っている 
・全クラス（１０テーマ）のコーディネーターが決まった。 
・コーディネーターの手引き（マニュアル）は、原案を作成のうえ「大学と地域」検討ＷＧ(10

月 21 日開催予定)で提案し検討していく 
・話題提供者の振り分け・コーディネーターのクラスの振り分けについても検討する予定であ
る。 

また、COC 事業「大学と地域」の開講、別途採択となった COC プラス事業関連の「地域就
業キャリアデザイン」の平成 28 年度開講に向けて早急に取り組むにあたり、執行部による意志
決定と全学的な合意形成により事業を遂行する必要があるとの提案があった。これに関連して
松浦課長から、事務的には、来週、学生部教務課と COC プラス事業に関する打合せが予定さ
れていることから、事務の連携や協力体制等の確認を行うとの報告があった。 
 
６．「大学ＣＯＣ事業 九州・沖縄地区シンポジウムｉｎ佐賀２０１５」について 
 出口特任准教授より、10 月 31 日開催のシンポジウムにおいて、ポスター発表をするかど
うかの提案があり、COC 事業概要のポンチ絵、文科省への過去の提出物等既存のデータを修
正しとりまとめのうえ、ポスターとして提出することとなった。 
 
【報告】 

１．産学官民による地域課題の協働的解決を促す学習交流プラットホームの形成（文科省・コン

ファレンス事業）の実施に向けて（準備状況報告） 

酒井講師から、2 月開催のコンファレンスの準備状況、開催までのスケジュール、第１回
実行委員会の開催（10 月 14 日(水)）等について報告があった。コンファレンス会場は稲盛
アカデミー棟を予定していることから、学内で開催される入試等の実施に支障が無いかを関
係部署に確認することとなった。 

 
第２２回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年１０月２０日（火）１５：３０～１６：４０ 

【議題】 

１．薩摩川内市での成果報告会について（１１月２７日） 

 河野特任教授から資料の提示があり、発表課題と予定者の説明があった。発表者１０名の
うち３名は明確な回答が無いが、確認出来次第、開催に向け準備を進めていくことが承認さ
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れた。 
 

２．九州・沖縄シンポジウムの次年度開催について 

 木村センター長から、第１８回連絡会(９月８日)の議題２で「九州・沖縄シンポジウム in
佐賀２０１５」におけるパネリスト登壇依頼について審議されたが、宮崎大学の國武教授よ
り冨永特任教授へ次年度シンポジウムの本学での開催について打診があったことが報告され
た。この件については、連絡会の前に行われた地域貢献推進室会議にて、「ＣＯＣ事業に採
択された順番によると次回当番校は琉球大学が先ではないか」という意見があり、その点に
ついて確認の上、正式に返答することが了承された。 
 
３．平成２７年度年度計画の実施（第１，２四半期）について 
 津曲係長から資料の提示があり、センターの活動実績案の確認依頼があった。内容につい
ては各自確認を行い、今週末２３日までに追加、修正事項を津曲係長へ提出することとなっ
た。また、来週の室会議で確認されるとの説明があった。 
 
４．部会の委員就任に当たっての条件について 
 田代コーディネーターから資料の提示があり、連携自治体への部会委員就任依頼 
の結果について説明がなされた。 特に鹿児島市から、部会への参画にあたっては、同市に
関連のある議題の場合のみ出席、また、代理出席を認めてもらいたい旨の要望があることの
報告があり、協議の結果認めることとなった。 なお、連携自治体の委員について役職だけ
でなく個人名も添えて欲しいとの提案があり、承認された。 
 
５．各部会の開催イメージ(第一回目)について 
 田代コーディネーターから、部会への連携自治体の参加も得られてきており、各部会を動
かす段階に入ったこと、ついては始めやすいように初回部会のイメージを作ったとして、資
料の提示があり、下記の通り説明がなされ、承認した。 
 
（１）部会開催の頻度について 
 先行する観光産業・国際部会は基本的には四半期に１回程度としているが、各連携自治体
の担当者に同様の頻度で出席を依頼することは難しい場合も予想されるなどの事情もあり、
一律に設定せず、部会の判断に委ねる。 
 
（２）部会の庶務事務について 
 部会の召集通知や議事録の作成などの事務を誰が担当するかについては、ＣＯＣセンター
各部会担当者と部会長の間で協議調整する。また、田代コーディネーターから、２１日に部
会委員への就任依頼のため与論町との打合せが予定されているため、本学での部会開催時の
旅費の取り扱いについて確認したいとの提案があった。協議の結果、原則、ＣＯＣセンター
が自治体職員の部会出席に係る旅費を負担することを確認した。 

なお、部会長が与論町を訪問し部会打合せを行う場合もあることや、効率的な開催に努め
るものの、開催頻度が多くなる場合は自治体側に旅費の半額負担を依頼することもあること
を与論町に提示することを確認した。 
 
６．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて（継続） 
 出口特任教授から資料の提示があり、下記の通り説明があった。 
（１）コーディネーター向けのマニュアル作成について 
 コーディネーター、話題提供者、ＴＡへ配布する「大学と地域 実施マニュアル」につい
て、原案は作成済であり、１０月２１日に行われるＷＧにて提案し進めて行きたい旨の報告が
なされた。また、およそ１００部程度必要となるが、今年度の学長裁量経費で配分された「大
学と地域準備経費」にまだ残りがあるので、それを利用して印刷・製本を行いたいとの提案が
あり、承認された。 
（２）コーディネーター研修会について 
 コーディネーターを対象とした、研修会（決起集会）を開催したいと考えており、ＷＧにて
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提案した上で、来週の連絡会で検討を進めたいとの説明があり了承された。 
（３）話題提供可否の状況について 
 地域志向教育研究経費の採択者のうち未回答者８名については、改めて木村センター長名
で文書を作成し依頼することとなった。採択されているにも拘らず、不可の回答があった３
名についても再度依頼メールを送り対応を検討することとなった。 
 

第２３回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 

日 時：平成２７年１０月２７日（火）９：００～９：４０ 
【議題】 

１．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて（継続） 

出口特任准教授から次の報告等があった。 

①コーディネーターマニュアルの印刷・製本については、今年度の学長裁量経費「大学と地
域準備経費」をあてる予定だったが、見積もりの結果、100 部程度の印刷の場合、１冊あ
たりの単価が高額（1,000 円）となることが判明した。そのため、マニュアル本文用紙と
表紙用紙を購入し学内で印刷・製本を行うこととしたいとの提案があり承認された。 

②履修案内について 
共通教育係から平成 28 年度共通教育履修案内の執筆依頼があり引き受けたことが報告され

た。 
③コーディネーターについて 

本日、農林水産部会長の岩井教授との打ち合わせを行うとの報告があり、その際、コーデ
ィネーターについては、農林畜産業クラスに変更の可能性があること、寺岡教授（農）がエ
ネルギークラスと林業クラスの担当をする可能性があること、地域医療クラスの馬嶋教授
（医歯研）から他の教員に変更となる可能性があるとの説明があった。 
 
【報告事項】 

１．奄美国際ノネコシンポジウムについて 

星野特任教授から、奄美の世界遺産登録に向けては野良猫(ノネコ)が黒ウサギに与える被
害問題への対応が課題となっていることから、鹿児島環境学事業の一環で小栗准教授にも協
力してもらい、地域住民の視点に立つシンポジウム「奄美国際ノネコシンポジウム」を 12 月
6 日（日）（於：奄美市）に開催するとの報告があった。 

かごしま COC センターとしては、シンポジウムに協力することとし、ホームページへのポ
スター（11 月上旬完成予定）掲載による広報や、現地での社会連携課がシンポジウム運営事
務補助等を行うことが確認された。 
 
２．部会の開催に向けて 

田代コーディネーターから資料に基づき、次の報告等があった。 
① 先に作成した部会の「連携自治体関係者委員名簿」に、前回連絡会の要請を受け職名に

加え氏名を追記した。 
② 残る与論町へは、10 月 21 日の打ち合わせの際に部会の委任就任を要請しており、現在返

答待ちである。 
③ かごしま COC センター各部会の第１回目開催イメージ図については、これまでの連携自

治体や部会関係者との話し合いの結果を踏まえまとめたものである。 
④ 部会次第では、部会を欠席する自治体も出てくる可能性や、部会によって開催頻度に違

いがでてくることが想定される。 
⑤ 11 月中に、農林畜産業、水産業の各部会第一回目を開催できればと考えている。 
⑥ 部会開催に併せて、部会委員名簿の更新や、招集通知・部会議事要旨作成等の業務担当

について COC センター担当者と部会長等との調整が必要となる。 
 
【その他】 
２．九州・沖縄シンポジウム in 佐賀について 
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出口特任准教授から、出口特任准教授に加え永徳課長代理・兒玉係員も 10/31 シンポジウ
ムに参加することの報告があった。続いて、冨永特任教授から来年度本学が本シンポジウム
を当番することについて確認があった。木村センター長から、先に開催された地域貢献室会
議内にて当番校の順番（採択順等）を確認するよう指示があり、佐賀大学で開催されるシン
ポジウムに参加する出口先生に事情を確認してもらった上で当番を引き受けることで進めた
い旨説明があった。 
 
３．薩摩川内市での成果報告会 

河野特任教授から、報告会は 15:00 開始、17：55 終了で計画していること、発表者は全部
で 10 名、発表時間は質疑応答も含め 1 人あたり 15 分を予定しているとの説明があった。 
 
４．PDCA について 
 河野特任教授から、センター事業の PDCA 資料について、各自作成のうえ 10 月 28 日までに
提出願いたいとの依頼があった。 
 
５．地域課題検索システムについて 

河野特任教授から、検索システム確認用の URL を先日連絡会メンバーに送ってあり、内容
の確認をしてもらいたいこと、また、異存がなければセンターホームページに掲載すると
の説明があった。現在、掲載している課題は 39 件であり、今後件数を増やしていくように
働きかけを続けるとの説明があった。また、農学部が作成している地域課題リストからの
情報提供を依頼できないかとの提案があった。 

 
６．甑島長浜漁業集落の内閣総理大臣賞受賞について 

木村センター長から、以前より長浜漁業集落と共同開発していた商品化開発事業が今年度
の内閣総理大臣賞を受賞したとの報告があった。詳細が判明次第、センターホームページに
も掲載することを確認した。 

 
第２４回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２７年１１月２日（月）１０：３０～１１：４５ 

【議題】 
１．ＣＯＣセンターのＰＤＣＡについて 
 河野特任教授より、平成 26 年度事業の学内評価委員会及び学外評価委員会からの指摘事項に
ついて、教育、研究、社会貢献、全体等の各項目に関して説明があり、今年度の事業運営と改
善に反映させていくことを確認した。追加修正等は各自確認し、河野特任教授まで連絡するこ
ととなった。なお、完成後は平成 27 年度成果報告書に記載すること、今年度は 3月初旬を目処
に報告書を作成し、地域志向教育研究経費採択者による成果報告書については別冊として発行
する予定であることが報告された。 
 
２．薩摩川内市の成果報告会の実施について 
 河野特任教授より下記の通り説明があった。 
①成果報告会のチラシが完成し、ホームページへ掲載するよう進めている。県内自治体へ 

は印刷したものを送付し周知してもらう。 
②発表者には出席に伴う旅費の支給を行う旨連絡した。 
③当日使用する会場は 50 名程度収容 
④開催前の挨拶について、薩摩川内市側では市長へ確認を行うと聞いている。また、本学か

らは住吉研究担当理事に依頼することにしている。 
 併せて、会場の下見等に関しては津曲係長より先方担当者へ直接連絡を取り、進めていく
ことが了承された。 
 
３．「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラム(継続) 
 出口特任准教授より下記の通り報告・提案があり、全て承認された。 
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①「大学と地域」シラバスについて 
 シラバスに関しては初回から第 3 回目までを全クラス共通で、第 1 回目（オリエンテーシ
ョン）、第 2 回目（大学と地域の関わり(地域からの視点)）、第 3 回目（大学と地域の関わ
り(大学からの視点)）としているが、「大学と地域」ＷＧにおいて、特に「地域からの視
点」に関してどのように進めていけば良いのか、という議論があったとの報告があった。そ
れに関して、授業 90 分のうち、第 1 回については当初から 30 分を学長講話（映像）を使用
する予定であったが、これに加えて第 1 回～第 3 回について 30 分～45 分程度の各学部の地
域に関する取り組みの紹介 VTR やプレゼンテーション資料を作成し、残りの時間をコーディ
ネーターによる講義（その内容も基本的には既定）とすることを検討しているとの提案があ
り、承認された。また、各学部には広報用の映像資料があるが、地域との連携等大学と地域
のテーマに沿う内容が含まれているかは各学部担当者に確認を行う必要があることが確認さ
れた。 
 
②コーディネーターの会合について 
 各クラスを担当するコーディネーターの第 1 回目の会合について、11 月第 2～3 週中を予
定しており、津曲係長が関係者の日程調整中との報告があった。会合では、「大学と地域」
の実施要領や目標などを共有するためマニュアルのパイロット版を各コーディネーターに配
布する計画となっている。 
 
③各テーマクラスの担当状況について 
 配布資料に基づき、説明がなされた。各テーマの担当可能教員数に差があり、特にエネル
ギーテーマのクラスにおいて教員を確保出来るか懸念されることが報告された。地域志向教
育研究経費の応募者やその共同研究者に限らず、重点プロジェクト担当教員と関連する分野
の教員に個別に依頼し、人数を確保していくことも検討することとなった。また、地域志向
教育研究経費採択者のうち、話題提供並びにコーディネーターの担当不可と返答があった教
員にも改めて依頼を行っていたが、目処が立ちつつあると報告された。関連して、11 月 4 日
(水)に医学部の大脇教授を訪問することとなっており、その際医療テーマクラスのコーディ
ネーターの話を行う予定であると報告された。 
 
【その他】 
１．自治体の部会への参加について 
 田代コーディネーターより、次の通り報告があった。 

①与論町は水産業部会、観光産業・国際部会へ参加すること 

 ②エネルギー部会の委員就任の件については、 
・鹿児島市、薩摩川内市に依頼済み 
・県エネルギー政策課と現在訪問日程を調整中 

 ③部会名簿を作成中であり、自治体担当者の連絡先等も追加していく 
 
２．革新的技術緊急展開事業 養殖ブリ関連課題成果発表会について 
 木村センター長より、11 月 13 日(金)13:00 より水産学部において報告会を実施するとの報
告があった。 

 
３．九州・沖縄シンポジウムについて 
 出口特任准教授より、10 月 31 日に行われた「九州・沖縄シンポジウム in 佐賀 2015」へ出
席し、依頼のあった次年度の開催については本学開催に支障はなく、本学にて引き受けるこ
ととなったとの報告がなされた。また、詳細は、次回連絡会で報告することとなった。 
 
４．ＣＯＣプラスについて 
 松浦社会連携課長よりＣＯＣプラスについて、10 月 30 日(金)に文部科学省より補助金約
6,800 万円の交付内定通知があったとの報告があった。 
 

第２５回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
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日 時：平成２７年１１月１０日（火）１５：００～１６：３０ 
 
【議題】 
１．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて（継続） 
 出口特任准教授より、「大学と地域」のコーディネーターのクラス一覧を資料のとおり整理
した旨説明があり、確認された。 
 
２．「大学と地域」コーディネーター打合せについて 
 出口特任准教授より１１月１７日１２：５０から「大学と地域」コーディネーター打合せ
を行う旨報告があった。打合せは、藤田准教授以外はコーディネーター全員出席予定である
こと、マニュアルのプロット版を配布する予定であることが確認された。また、同日夕に懇
親会を開催すると説明があった。 
 
３．平成 27 年度 COC 事業実施計画とスケジュール 

津曲係長作成の案に基づき河野特任教授より補助事業実施計画（①～⑰）に沿って報告が
なされ、それぞれ次のような意見があり、踏まえてスケジュールに沿った活動を行っていく
こととなった。 
① 地域志向全学共通必修科目「大学と地域」平成 28 年度開講準備 
・全クラス共通項目・シラバスについて、１２月からとなっているが作成に時間がかかると

予想されるので早急に行う必要性がある。 
・シラバス案をあらかじめ作成し、COC センターからは自治体からの派遣講師へ提示し確認

してもらう形をとるべき。 
・自治体へ確認をとる際は、田代コーディネーターに仲介していただく方が、確認がとりや

すいのではないか。 
② 全学生が共通教育科目群の中で指定された地域志向科目から１科目必修化開始 
③ 地域志向科目に関する全学カリキュラム・マップの作成（継続） 
④ 専門教育での「観光学」科目開講 
・カリキュラム・マップの作成について、ほぼ各学部の地域志向科目が提出されているこ

と。ただし、学部限定の科目があるため、その件について、出口特任准教授より学生が使
用できるカリキュラム・マップを作成したいので学部ごと学科ごとに応じて何種類か作成
する方がよいのか確認したいとの意見があった。 

・特に専門科目については、学年ごとに科目を提示して COC の HP に掲載し、学部に示して学
部から詳しいことを掲示してもらう方法を検討してみてはどうか。 

⑤ 大学院全学横断プログラムの充実 
・木村センター長より大学としての活動状況や実績を確認していくことで、COC 事業の実績

とすると位置づけてよいのではとの意見があった。 
⑤  本プログラムに対する主研究領域の研究の充実とその成果による科目の地域志向化の

推進 
⑥  本学の地域志向の研究内容及びその成果を活用した教育的シンポジウムの開催 
⑧ 「水」、「エネルギー」、「観光」については、地域志向内容を組み込んだ研究を推進し充

実させる。また、研究結果を教育へ活用した公開シンポジウムを開催する。 
・研究についての実施状況と計画を確認した。 
⑨ 地域課題に対応する「研究課題」の全マップの更新と部会活動による各研究間シナジー

効果企画 
・現時点で部会が対応できる地域課題につてはマップをＣＯＣセンターのＨＰに掲示した。

また、「地域課題の検索システム」はＣＯＣセンターのＨＰのアップをしたが、データ数が
少ないので随時、部会等への呼びかけを行い、データを増やしていく予定。 

⑩ ５部会における連携自治体の課題に対応した取り組みの推進 
１１月に部会を開催予定。 

⑪ 地域社会人の教育コース・学習の場の充実：既設の「かごしまルネッサンスアカデミ
ー」（焼酎マイスター養成コース、林業生産部門技術者養成プログラム、稲盛経営哲学プ
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ログラム）、公開講座、公開授業は更に充実させ推進 
・ルネッサンスアカデミーの既設の３コースに関して COC センターがどこまで関係性を持つ

かが問題であると言及された。津曲係長より、現状として受講生がいる限り事務的処理は
行っているが今後の開講などについての方針を決定する体制がないと意見が出された。こ
の件に関しては、以前小栗准教授からも指摘があった。協議の結果、再度、整理していく
こととなった。 

⑫ 連携自治体の課題に対応した社会人専門教育・学習コースの開講：かごしまの自然エネ
ルギー産業創出・利用プログラム（仮称）、かごしまの島嶼水産業高利益転換プログラム
（仮称）の１０月開講 

・冨永特任教授より、来年度以降の取り組みに関して再度確認していく必要性があると意見
があった。部会で要相談し実施するか検討していくこととなった。 

・木村センター長より実習に時間がかかることや１２０時間のコースを組む際の講師陣等の
問題があるとのことから現時点ではまだ検討中と報告がなされた。 

⑭ かごしまＣＯＣセンターによる事業運営、広報・普及 
COC センターHP の作成については本日更新完了。今後も随時、内容を増やしていく。セン
ターのパンフレットについては、３月までに更新させる予定 

⑮ ５部会、３部門による進捗評価 
⑯ 運営委員会による進捗評価（２回/年） 
⑰ 学内評価委員会による平成２６年度事業実績の内部評価、学外評価委員会による平成２

６年度事業実績の外部評価、平成２７年度事業実績の学内評価委員会による内部評価と次
年度計画・実施体制・運用へ反映 

・河野特任教授より、今年は学内評価を早急に完了させる予定であることから、平成２７年
度の事業実績とりまとめと平成２８年度事業計画の作成を１月中に開始する予定で あると
説明があった。また、木村センター長より、来年度に向け学内の教職員を対象に周知を図る
必要があるため、３月下旬を目標にして学内シンポジウムを開催してはどうかとの意見が出
された。 
 
４．「旧生涯学習教育研究センターが担当していた公開授業について」 
 小栗准教授から資料に基づき説明がなされた。 
案内文書等にある差出人等名称はこれまで生涯学習教育研究センター（長）であったが、今
後は「かごしま COC センター（長）」に変更することとし、必要に応じ社会貢献・生涯学習部
門を追記することとなった。 
また、１２月開催予定の受講生の集いにおける学長への挨拶依頼については、次回以降の地
域貢献推進室会議等を踏まえていくこととした。 
 
【報告事項】 
１．「九州・沖縄シンポジウム IN 佐賀 2015」出席報告 
 出口特任准教授より資料に基づいて報告がなされた。今回のシンポジウムの大きなプログ
ラムとしては、「基調講演、パネル･ディスカッション、情報交換会」の３つであった。本学
が次年度にシンポジウムを開催することとなった経緯について、琉球大学が先に採択されて
いるが地理的要因・現段階において開催することが難しいのではということである。情報交
換会において、次年度が本学で開催ということも発表され、木村センター長に代わって出口
特任教授が挨拶を行ったとのことである。また、今回のシンポジウムにおいて、宮崎大学は
学長を含め８名で参加していたことなどを受けて、他の大学は COC 事業が非常に積極的に取
り組んでいるという印象があったと言及された。 
２．木村センター長から、学内教職員に向けたこれまでのかごしま COCセンターの活動内
容、実績、今後の展開等を報告することを趣旨として、今年度内（3月下旬）にシンポジウム
を開催してはどうかと提案があり、開催に向 

 

 

第２６回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
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日 時：平成２７年１１月１７日（火）１６：００～１７：００ 

【議題】 

１．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて（継続） 

 出口特任教授より本日１１月１７日(火)１２：５０～１４：２０に行われた、「大学と地
域」コーディネーター会議の席上で出された課題(①～⑤)に対するＣＯＣセンターの方向性
を確認したいとの依頼があった。協議の結果、ＣＯＣセンターとしては下記意見等を踏まえ
て教育センターとも連携し、準備していくこととなった。 
 
① 「話題提供」の体系性の確保の問題 
② 出口特任准教授：「大学と地域」はオムニバス授業ではなく、基礎学力をつけることを目

的とした授業だと考えている。よって、可能な限りＡパート、Ｂパートそれぞれで話題
提供の体系性の確保を目指したい。 

星野特任教授：林業クラスでは「林業」というテーマのもと、たとえば森林という課題をＡ
パートで組み立てる等で「林業」という課題を広げて行いたいという意見があり新鮮だと
捉えた。先生方は学内教員の研究に関する情報を持っているはず、それを貰いながらＣＯ
Ｃセンターが組織として対応することを明確にしていけばよい。また、コーディネーター
がやりやすいように柔軟性を持つべきではと考える。 

冨永特任教授：情報が少ないというのも問題ではある。体系性をコーディネーターが考えそ
れを話題提供者が行ってくれるのかという点も懸念される。 

田代コーディネーター：自治体に対しては、テーマを決定してから講師派遣を依頼するほう
がよい。また、履歴書等講義担当講師の採用手続きに関しては簡略化するほうが自治体へ
依頼しやすい。 

小栗准教授：各クラス間で温度差があるように感じる。大学と地域の１０クラスが地域志向
教育カリキュラムにどう位置づけされるのか等、各コーディネーターが全体像を把握でき
るよう、ＣＯＣセンターからフォローしていく必要がある。②上記に関連して「中間まと
め」「最終まとめ」をどう実施するか。 

出口特任准教授：体系性の確保が難しいという前提で②番を提示している。体系性を持た
せ、コーディネーターにおいて中間まとめをして受講生をなんらかの課題解決(レポート作
成)に導けるように行っていきたい。協議の結果、現時点では、(オムニバス形式ではなく)中
間まとめ・最終まとめは必要であるという方向性となった。 
 
③外部講師を招聘する場合の手続き・費用の問題 
出口特任准教授：手当等の問題も出てくる。ＣＯＣ補助金からの充当は厳しいと予想される
ので、学長裁量経費等で確保していく必要がある。 
 
④話題提供者の確保の問題 
出口特任准教授：特に話題提供者の少ないクラスに関してＣＯＣセンターから個別に講師を
確保することを検討したい。 
 
⑤ドロップアウトや不適応等にいかに対応するか 
集中講義でフォローアップしていくのか等、他の共通教育必修科目の事例を参考に、教育セ
ンターとすり合わせていくこととなった。 

 

第２７回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

日 時：平成２７年１１月２４日（火）９：００～１０：００ 

【議題】 

１．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて（継続） 

 出口特任准教授より下記の通り報告され、確認・承認された。 
（１）飯干教育センター長との打合せ結果について 
 １１月１７日に行われた「大学と地域」コーディネーター打合せを踏まえ、飯干教育セン
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ター長並びに同センター伊藤准教授と打合せを行った内容について資料の配布、説明がなさ
れた。 コーディネーター打合せにおいて、特に、配布資料記載の５点について意見が寄せ
られていたが、まずは現時点におけるマニュアル通りに進めていくことが確認された。話題
提供者の確保等ＣＯＣセンターとして支援すべきこともあるが、各テーマ（クラス）のコー
ディネーターの判断に任せること、単位認定されなかった者への救済措置についても共通教
育における必修科目のルールに則り再履修という形で行われることが承認された。 
 
（２）早急に取り組むべきことの確認について 
 現時点で早急に取り組むべきことについて、下記３点が挙げられた。 
 ①話題提供者の確保について 
 テーマにより人数の確保が難しいクラスがあるので、COC センターとしては、各クラスの
話題提供者確保状況等を今後も把握していくことが確認された。 
 
 ②学長講話、学部・学共施設の紹介イメージについて 
 学長講話のシナリオについては、COC センターの基本的役割や大学としての地域貢献・社
会貢献事業や COC 事業の取組、それに対する学長ご自身の考えを述べていただくような内容
にて作成することとなった。詳細については、まず、初稿を作成の上検討することとなっ
た。 各学部・施設の紹介については、パワーポイント等で３０枚程度のスライド（あるい
は 20 分程度のビデオ等）を作成し、それを基に各コーディネーターが説明を行うこととす
る。このスライドやビデオ等を作成するための資料の提供については、本日午後より行われ
る教務委員会において出口特任准教授より各学部の教務委員へ依頼することとなった。 
 
 ③「大学と地域」マニュアルについて 
 11 月 17 日に行われた「大学と地域」コーディネーター打合せにおいて試作版マニュアル
を配布していたが、内容をさらに充実させるとともに、共通内容となっている第１回から第
３回の内容について補足した上で印刷を行うことが確認された。 
 
（３）学外者への話題提供の依頼について 
 COC センターとして自治体へ話題提供講師の依頼を行うにあたり、各コーディネーターの
人選等の状況を確認のうえ、自治体を訪問・依頼することとなる。テーマ（クラス）により
進捗状況に大きく差が見られるため、COC 連絡会の中で各コーディネーターからの情報を共
有することが提案され、承認された。それらの情報を基にどのようなテーマの話題提供を要
請するか詳細を確認した上で自治体へ依頼することが了承された。 
 
（４）観光・国際交流テーマクラスについて 

関連して「大学と地域」開講に伴う各テーマクラスの内容について、田代コーディネータ
ーより観光産業・国際部会における活動内容としては観光のみを扱うこととなっているが
「大学と地域」において開講するにあたり、観光としての要素だけでなく国際分野について
もテーマとしても扱うべきか、という提起がなされた。部会の活動は国際分野に及んでいな
いため無理に加える必要はないが、最終的には部会長でありコーディネーターでもある石塚
教授の意向により進めて構わないことが確認された。 
 
【その他】 
１．成果報告会開催について 
 ２７日（金）に薩摩川内市において開催する成果報告会について下記の通り報告され、確

認を行った。 
（１）会場への交通手段について 
 当日は JR にて各自会場へ向かうこととなっており、列車の時間については改めて確認・連

絡することとなった。 
 
（２）会場について 
 １９日（木）に河野特任教授、津曲地域連携係長、芝崎事務補佐員計３名が薩摩川内市を

訪問し、会場下見ならびに当日の打合せを行った。会場は５０名程度収容と認識されてい
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たが、実際にはより多くの人数が収容可能であるとの報告がなされた。 
 関連して薩摩川内市担当者より当日の動員状況について連絡があり、ＦＭさつまや市議

会、各関係者への呼びかけにより５０名から１００名を予定していると旨報告なされた。 
 
２．「産学官民による地域課題の共同的解決を促す学習交流プラットホームの形成」開催につ
いて 

 小栗准教授より当日のタイムスケジュール並びに自治体への事前アンケート資料の配布が
なされ、現時点における進捗状況を確認した。 

 

第２８回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 

日 時：平成２７年１２月１日（火）１６：００～１７：００ 

【議題】 

１．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて 

出口特任准教授より、資料に基づき進捗状況・報告がなされた。 

（１）教務委員会報告 

・１１月２７日(金)に行われた教務委員会にて「大学と地域」１５回のうち冒頭３回については

大学と地域に関する各学部の取り組みを講義する旨の周知依頼 

・正式な提出依頼に関しては、ＣＯＣセンターから運営委員へ依頼 

 

（２）各クラスの準備状況 

・各クラスの準備状況としては温度差があり、準備状況の進んでいるクラスとしては、「医療」

「森林・林業」と「防災」である。逆に「動物・畜産業」はコーディネーター以外の話題提供者   

がゼロという状態である。 

・田代コーディネーターより話題提供者の確保に向けた自治体との連携状況について、エネルギ

ークラスに対しては先日（１１月２７日）薩摩川内市の新エネルギー対策官に依頼をして了承

をもらえたこと、観光クラスについては、薩摩川内市の観光・シティーセールス課の古川氏に

も依頼をして了承をもらえたことに加えて県の世界文化遺産課から参加したいとのことだっ

た為に石塚先生に連絡済みであることが報告された。 

 

（３）必要な作業 

・今後必要な作業として、①～③の通りである。 

①学内外の話題提供者の増に向けた取り組み 

②マニュアル正式版の配布 

③共通教育の会議の協力体制を整えたい。ＴＡの問題について、現状としてはＴＡの規定上、語

学と情報処理は規程があるがそれ以外はなし。この件に関して、木村センター長より 

授業が全部で１５回、これにコーディネーターが出席出来ない時もある可能性がある 

こと、地（知）の拠点事業として行っている以上、ＴＡは必要であり規程がなければ 

作成する必要性もあるのではと意見が出された。 

これに関連し、「教育・まちづくり」について、最初は「まちづくり」ではなく「まちおこし」

だったのではと確認したいとのこと。協議の結果、多方の面で対応できるとして「まちおこし」

に変更することとなった。また、田代コーディネーターより、資料に基づいて「ゲスト講師履歴

書」について説明がなされ、成績評価など行わない・謝金を払わない等のことから、自治体から

の話題提供者はゲスト講師ではなく指導助言者という立場で依頼すべきではという提案がなさ

れ、原則指導助言者という位置づけで依頼するが被依頼者の意向に沿う形で対応していくこと

となった。 

 

【報告事項】 

２．農学部地域連携プロジェクト運営会議について 
田代コーディネーターより１２月１日(火)に農学部地域連携プロジェクト運営会議に参加し
たと報告がなされた。各自治体の意見に対し、情報共有しないといけないということ、ＣＯ
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Ｃセンターとして対応できることは対応していく方向性が確認された。 
 なお、1/29（金）に農学部地域連携協議会が開催される旨報告があった。 
３．河野特任教授より 
・１１月２７日(金)の薩摩川内市での成果報告会の写真を早速、Facebook に掲載済みである
こと。また、薩摩川内市から来年は甑島で行ってほしいと依頼があった為、計画をたてる予
定であると報告がなされた。 
 

第２９回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

日 時：平成２７年１２月８日（火）９：００～１０：３０ 

 
【議題】 
１．平成２８年度 学長裁量経費について 
 津曲地域連携係長より資料の提示があり、次の通り承認された。 
(１)地域活性化の中核的拠点大学機能強化事業(Ｈ２７年度 １１，９００千円) 
 全学的に申請金額の縮小が求められているが、来年度も引き続き補助金 370 万円減額が確
定されていること、また、来年度には文部科学省による中間評価も実施され事業規模を維持
する必要がある点から、今年度の金額に増額させて申請することとなった。また、平成 27 年
度は COC 予算に組み込まれていたかごしまルネッサンスアカデミー事業と造士館事業につい
ては COC 予算とは別に申請することとなった。 
 
(２)地域志向教育の強化事業(Ｈ２７年度 ３，２００千円) 
 教育センター担当者と打合せた結果、減額を見越した上で申請して欲しいとの依頼があ
り、１．３倍の４２０万円で申請することとなった。事業には、平成 27 年度地域志向科目
（選択必修）の授業経費、大学と地域の授業経費、TA 経費、講師等旅費謝金が含まれるとの
説明があった。 
 
２．学内評価委員会、学外評価委員会について 
 津曲地域連携係長より資料の提示があり、今後の予定を確認し、併せて下記について全て
承認された。 
(１)学内評価委員会について 
 企画・評価・ＩＲ担当学長補佐の異動を受け、学内評価委員長のポストも空席となってい
るが同役職の後任者が来るのか定かではないため、適任者については、地域貢献室会議で住
吉研究担当理事の判断を仰ぐことを確認した。 
 
(２)学外評価委員会について 
 新たな学内評価委員長に加え、前回依頼した３名に引き続き委員就任を依頼することとな
った。 
 
３．平成２７年度地域志向教育研究経費の成果報告会について(与論島での開催について)  
 河野特任教授より、与論島における平成 27 年度地域志向教育研究経費成果報告会実施が提
案され、承認された。 開催時期としては２月１２日(金)夕方、或いは１３日(土)午後を想
定しており、与論町担当者と調整した上で、該当する教員に周知することとなった。現在す
でに田代コーディネーターより１２日(金)開催案にて内々に打診を行っており、今週末を目
処に先方の状況を確認し、併せて１３日(土)も視野に検討してもらうよう伝えることとなっ
た。 
 
４．徳之島町教育委員会からの依頼について 
 松浦社会連携課長より資料の提示があり、配布資料に基づき標記依頼に関する今年度４月
からの動向について説明があり、現状と徳之島町教育委員会からの要望について確認した。
その結果、ＣＯＣセンターは、徳之島町から企画の意図等具体的説明を受けたうえで教育学
部の構想や現状等とマッチングできるかを検討していく対応を取っていくことが了承され
た。 
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５．ＣＯＣセンターのＨＰについて 
 河野特任教授より資料の提示がなされた。 
 配布資料の図をそれぞれＰＤＦデータとしてホームページへの掲載を行う予定となってお
り、修正等あれば河野特任教授へ直接連絡することとなった。なお、社会貢献・生涯学習部
門や教育部門のカリキュラム・マップ等ページの更新が必要な部分については、各担当者か
ら河野特任教授へ提出するよう、依頼があった。 
 
６．「大学と地域」及び地域志向一貫教育カリキュラムについて(継続) 
 出口特任准教授より進捗状況に関して下記の通り報告があり、承認された。 
(１)ＴＡについて 
 前回より引き続きＴＡに関する規則・予算に関して検討なされているが、飯干教育センタ
ー長と木村センター長とのやり取りの中で、ＴＡ設置に係る予算の確保が条件という返答が
あり、来年度の学長裁量経費にて共同申請を行うこととなった。 
 
(２)学長講話、各学部紹介資料について 
 各学部の紹介資料について、教務委員会にて出口特任准教授より周知依頼を行っており、
１件工学部より問い合わせがあった。ただし正式にはセンター長より各運営委員へ依頼を行
う必要があり、本件については出口特任准教授より木村センター長へ改めて要請することと
なった。 
 
【報告事項】 
２．「後期公開授業受講生の集い」、「文科省コンファレンス事業」について 
 上谷部門長、小栗准教授より配布資料に基づき進捗状況に関して報告があった。 
 受講生の集いについては、第２５回連絡会にて実施概要が提出されており、受講生アン 
ケート結果を公表することとなっていること、文科省コンファレンス事業については、 
1 月に第 2 回実行委員会を開催する予定であることが報告された。 
 
３．農学部の地域連携プロジェクトへの参加 
 冨永特任教授より参加報告がなされた。 
 ①１１月１２日(木)～１３日(金) 熊毛地区(種子島) 

②１１月１６日(月)～１７日(火) 大隅地区 
いずれの地域からも具体的な課題が多くあげられ、ＣＯＣセンターとしても連携して進め

ていきたいとの説明があった。また、現在農学部で取り組んでいる湧水町のアーモンドによ
る街おこしや、来年実施される南薩地域懇談会にも参加していくとの報告があった。 
 
４．奄美国際ノネコ・シンポジウムについて(実施報告) 
 星野特任教授より１２月６日(日)に行われた標記シンポジウムについて、出席者には前田
学長に始まり、ニュージーランドから専門家や、パネリストには大島高校の生徒を迎えるな
ど１５０名程度の出席があり、予定終了時刻を３０分程度超える内容となったとの説明があ
った。また、シンポジウム関係資料を回覧のため COC 事務室に置くこととなった。 
５．部会の開催について 
 田代コーディネーターより、開催時期として本来は１１月を想定していたが、まだ実施さ
れていないエネルギー、農業、水産業の３部会については部会長への開催要請を行い、日程
が決まれば自治体担当者への照会も進めていくよう各部会担当者へ依頼がなされた。 
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第３０回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

日 時：平成２７年１２月１５日（火）１６：００～１７：００ 

【議題】 
１．「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラムについて 
「大学と地域」冒頭３回分(「大学と地域の関わり」①～③)について 

出口特任准教授より、資料に基づき「大学と地域」冒頭３回分の依頼文の差出人を教育
センター長・かごしまＣＯＣセンター長の連名とし、名宛て人を主に「ＣＯＣ運営委員
たる副学部長」「全学教務委員たる各学部教務委員長」又は「当該学部の教務委員長」
とすること、が提案され承認された。 
 
・地域志向一貫教育カリキュラムの名称変更(の可能性)と受講証明書について 
 受講証明書について、以前検討されていた「１２単位以上の履修で受講証明」の内訳
などにおいて協議がなされた。協議の結果、教務委員会に検討してもらうこととなっ
た。また、ＣＯＣ＋事業の教育プログラムである「かごしまキャリア教育プログラム」
という名称との整合性を図るため、名称変更に向け今後検討していくこととなった。 
 
・ＣＯＣ＋との関係について 
 出口特任准教授より、ＣＯＣ事業とＣＯＣ＋事業の事業内容が重複することを踏ま
えて、産学官連携推進センターＣＯＣ＋推進部門井上特任教授の依頼により、週に１
度、井上特任教授、石原田先生、遠矢コーディネーター、齋藤特任専門員、出口特任准
教授でミーティングを行う計画があるとの説明があり、了承された。 
 
・その他(情報共有) 
来年度の経費でＴＡや外部の話題提供者については報告済みのため、さらに外部より
話題提供者を依頼する場合は連絡を出口特任准教授までとのことであった。テーマの
科目名について、「地域・防災」を地頭薗先生と話し合い「防災」クラスに変更するこ
ととなった。また、「国際・観光」も国際交流なのかどうかという点で検討中である。
さらに、「動物・畜産」クラスに関して、話題提供者の人選が進んでいないため、コー
ディネーターから候補者名をあげてもらいＣＯＣセンターで各人へ打診していくなど、
積極的に対応していくことが確認された。 
 
２．「大学と地域」のＴＡについて 
 津曲係長より、資料に基づき「大学と地域」のＴＡの申し合わせ整備状況、今後のス
ケジュールについて、説明があり、了承された。ＴＡ申し合わせ（案）、採用基準（案）
は１２月２５日開催の教育センター会議ではかられることとなっているが、並行して、
ＴＡ候補者の打診等４月の開始に向けた準備にかかるよう、係から各コーディネータ
ーへ連絡することを確認した。 
 
【その他】 
１． COC 成果報告会（与論開催分） 
 田代コーディネーターより、２月開催予定の与論島での成果報告会について、日程
調整中の与論町の堺氏より２月１７日～１９日まで本学国際島嶼教育研究センター関
連の行事があり、纏めて開催してはどうか提案があった旨報告があった。協議の結果、
事務サイドで状況を確認することとなった。 
 
２．「大学と地域」に係る学長講話について 
田代コーディネーターより、鹿児島県かごしまＰＲ課が作成している動画を冒頭で使
用する予定であり、動画の利用についてはかごしまＰＲ課にも交渉し、了承を得てお
り、手続きとして文書により使用願を提出することとなっているとの報告があった。 

第３１回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
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日 時：平成２８年１月５日（火）１６：００～１７：３０ 

【議題】 

１．ＣＯＣ地域志向科目等に関する教務課との打合せ 

 松浦社会連携課長より、配布資料に基づき下記について説明があった。 

(１)「地域志向科目」(専門科目)の履修案内について 

 河野特任教授より、各学部の地域志向科目についてまとめたものをＣＯＣセンターホームペ

ージに掲載する作業を進めているとの報告があった。学部への協力依頼に関しては教育センタ

ー長、ＣＯＣセンター長より部局長へ依頼する、という形をとり、教務委員会には報告という形

で進めることが了承された。 

 

(２)新入生対象ガイダンスにおける「大学と地域」の履修と地域志向一貫教育カリキュラムの周

知について 

各学部で開催される入学時ガイダンスにおいて新入生を対象に周知するには、各学部の説明

担当教員の理解が必要となる点を踏まえ、資料配布により対応することとなった。内容について

は、①新入生全員が必修であること、②テーマ（クラス）については自分自身で選択する必要が

あること、の２点がすぐ伝わるようなものを１枚にまとめ検討することとなった。 

 また、必修科目でありながらクラス指定がなされていないこと、受講出来なかった場合は翌年

まで履修できないことから、新入生自身だけでなく履修登録をサポートする教員・学生にも周知

を徹底する必要があるとの結論に達した。 

関連して飯干部門長より、例年３月末頃にかけて担任となる教員向けに共通教育科目に関する

オリエンテーションを行っているので、その際に「大学と地域」の履修についても説明するとよ

いのではとの提案もなされ、了承された。 

 

２．「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラムについて(継続) 

(１)「大学と地域」ティーチングアシスタントについて 

 津曲地域連携係長より資料の提示があり、説明がなされた。 

 １２月２５日に行われた教育センター会議で「大学と地域」TA の設置が承認されたこと、TA

経費はＣＯＣセンターにて確保する必要があること、ＣＯＣ事業期間終了に合わせた見直し規

定を加えたことが報告なされた。 各テーマ（クラス）のＴＡ採用様式についても資料の提示が

あり、各テーマ（クラス）のコーディネーターに確認した上で共通教育係へ提出することが併せ

て報告なされた。 関連して、冨永特任教授より、各テーマ（クラス）につきＴＡとして採用可

能となるのは１名のみであるのか、という質問があり、それに対し支払可能額が１名分であると

いう認識であれば２名以上採用しても問題ないのではないかとの意見があり、津曲地域連携係

長より確認することとなった。 

(２)各テーマクラスの進捗状況について 

 出口特任准教授より、全体の進捗状況について報告・確認がなされ、現時点で早急に対応すべ

きクラスは特にないことが確認された。 

 関連して河野特任教授より、エネルギーのクラスにおける話題提供者依頼に関する工学部の

対応について懸念が生じていたが、見通しが立った旨の報告があった。なお、工学部から、教員

個人への打診ではなく、センター長から部局長へ教員の推薦依頼等文書による依頼の要望があ

ることから、文書にて依頼することとなった。また、来年以降の教員への依頼については、各教

員をピックアップした上で教育センター長から正式に依頼を行う必要があると確認した。 

 

(３)各学部への「大学と地域」資料提供依頼について 

 出口特任准教授より現時点における進捗状況報告があった。 

 現時点では工学部以外に資料の提出がされていない点を踏まえ、提供依頼の文書（配布資料）

を送付したいとの提案があり、承認された。文書中においては提出資料の内容について、およそ

何分程度の動画等具体的な説明を加え、問い合わせ先を地域連携係に、データの送り先をＣＯＣ

センター事務室とすることとなった。文書の主たる宛て先としては、各学科の教務委員、ＣＯＣ
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センターの運営委員、全学教務委員とすることとなった。 

 

【報告事項】 

１．教育センター会議報告（１２月２５日）：大学と地域ＴＡについて 

 議題２の審議の中で併せて報告なされた。 

  

２．２０１６年度前期公開授業の進捗 

 上谷部門長、小栗准教授より、資料に基づき、昨年より募集を開始していること、募集期間と

教員室移転が重なり対応への懸念が想定されていたが、滞りなく進む見込みであることが報告

なされた。 

 

３．２０１６年度公開講座に向けた準備 

 上谷部門長、小栗准教授より、資料に基づき、現在受講者の募集を行っていること、内容につ

いては年間計画の中で進めていること、来年以降も継続して行いたい旨の報告がなされた。 

 

４．文部科学省コンファレンス事業の進捗 

 上谷部門長、小栗准教授より資料に基づき説明がなされた。 

 １月６日(水)午後より実行委員会が開催されることとなっていること、また、懸案事項とし

て、学長への出席依頼、薩摩川内市東郷中学校生徒のバス利用の２点が挙げられた。 

 学長への出席依頼は式次第を作成し進めること、加えて東郷中学校生徒のバス利用申請につ

いてはＣＯＣセンター長名文書で依頼をする可能性があること、特任教職員にも協力を依頼す

る可能性がある旨報告なされた。また、特任教職員に対し開催期間中には生徒への対応に関わっ

てもらいたい旨の依頼があった。 

 

５．かごしまＣＯＣセンター活動について 

 田代コーディネーターより資料の提示があった。内容については各自確認することとなった。 

 

６．教育研究成果報告会実施について(与論町) 

 田代コーディネーターより、成果報告会の日程が２月１３日(土)に決定した旨の報告がなさ

れた。実施時間については会場(与論町中央公民館)の都合上、１６時開始になる見込みであると

併せて報告なされた。与論町に関連する研究テーマにて採択され、発表予定者となる７名には河

野特任教授より連絡を取り、出欠の確認を行うこととなった。 
 

第３２回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 
日 時：平成２８年１月１２日（火）１６：００～１７：００ 
【議題】 
１．平成２７年度 地(知)の拠点整備事業 報告書について 
  (平成２７年度 実績報告書について) 
河野特任教授より資料に基づいて、平成２７年度 地(知)の拠点整備事業の報告書について説

明がなされ次の通り意見交換があった。 
・今回の報告書も昨年と同様に第１章から第５章の予定していること 
・“ＰＤＣＡ”等、適切な用語があれば変更する予定であること 
・参考資料１.１からすべての資料を末端に添付すること 
・第４章 社会貢献・生涯学習に関する活動については、小栗准教授と酒井講師にも記載を担当

していただくことが決定した。 
・教育に関する活動について、今年度実施した選択必修科目に関する項目を追加することとし

た。 
・薩摩川内市や与論島の件についてすべて記載しておくべきとのご指摘があった。 
続いて、津曲係長より第４章の 4.3 地域課題に関連したシンポジウムの開催については、大学全
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体で実施した実績か COC センターが実施した実績になるか確認依頼があり、河野特任教授より

このシンポジウムは基本ＣＯＣを中心としたものを予定しているとのことであると回答があっ

た。データ収集の方法は担当者と事務とで連携しながら作成を進めることが確認され３月の上

旬までに原案を完成させ印刷していくこととした。また、文部科学省へ提出する実績報告書につ

いても意見交換があり、提出に向け準備を進めていくこととした。 
 
２．成果報告会 in 与論について 

河野特任教授より、２月１３日開催の成果報告会の参加者への連絡状況及びプログラム案に

ついて説明があった。続いて事務局より、航空券等の手配について説明(安価な航空券は空き

があるが発券後の変更が不可)があった。 
 
３．「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラムについて(継続) 
出口特任准教授より、３点(①「大学と地域」資料提供の依頼文について、②「大学と地域」シ

ラバスについて③科研における地域科目について)の確認と協議依頼がなされた。 
 
① 資料提供の依頼文については、学部長宛て文書は紙媒体で、かごしまＣＯＣセンター運営委

員及び各学部の全学教務委員会委員(学部の教務委員長と学部選出の全額教務委員が異なる

場合は併せて当該教務委員長)宛てはメールで送付することとした。文書案については出口

特任教授が作成し、送付については事務局より行うこととした。 
 
② 「大学と地域」のシラバスについて：間もなく共通教育の入力が始まるが、まだシラバス案

が完成していないクラスもあるため、こちらから原案を提示する予定であると出口特任准教

授から報告があった。また、来年度より授業の目標を提示する必要性があるため、併せて検

討する旨の報告があり、出口特任准教授がその原案を作成することが了承された。 
 
③ 法文学部の平井教授が研究代表者を務める科研「地域資源を活用した文理融合知識展開型ア

クティブ・ラーニングによる包括的教育実践」(挑戦的萌芽研究・研究機関：２０１５年４月

１日～２０１８年３月３１日)において、２８年度に共通教育として「地域に学ぶ」、「鹿児島

大学に学ぶ」の開講が検討されており、その内容等について報告があった。併せて当該授業

の取り扱いについて、今後「大学と地域」にも関連させることができる可能性について報告

があった。 
 
【報告事項】 
１．農学部地域連携ネットワークプロジェクト成果報告会について 
冨永特任教授より農学部地域連携ネットワークプロジェクト成果報告会について周知がなされ

た。またＣＯＣセンターも後援となっているため、ＣＯＣセンターのＨＰにアップしてもらうよ

うに河野先生に依頼済みであるとのことであった。 
 

第３３回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 
日 時：平成２８年１月１９日（火）１５：３０～１６：２０ 
【議題】 
１． 平成２７年度ＣＯＣセンター報告会について 
 (１)平成２７年度教育研究経費成果報告会(１０件程度) 
 (２)共通教育の「大学と地域」の実施について 
   実施予定日 ３月２３日(水)、２４日(木)、４月１５日(金)、２２日(金) 
 河野特任教授から、標記報告会実施について提案があった。内容と実施予定日としては上記の

とおり想定しており、次回以降の連絡会で改めて検討することが了承された。 
 
２．「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラムについて(継続) 
 出口特任准教授から下記３点に関して、配布資料に基づき説明・提案があった。 
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(１)各部局への資料提供依頼について 
 「大学と地域」講義で使用する各学部・学共施設の地域貢献・社会貢献活動に関する資料につ

いて次のとおり承認された。 
 ・各学部・学共施設からの資料の提出期限については、２月１０日(水)とする 
 ・学共施設については、資料の提出は強制ではなく、該当があれば提出してもらうこととする 
 ・送付先は学部長、COC センター運営委員、教務委員とするが、回答については各学部の教

務委員長へ依頼する 
 
(２)各クラスの準備状況について 
 各クラスから提出された予定表に基づき説明がなされた。動物・畜産部会については、コーデ

ィネーターである藤田准教授より今週中に提出する旨の連絡があったと併せて説明があった。 
また、石塚教授がコーディネーターとなっている「観光・国際交流」クラスの名称については

「まちづくり・観光」クラスにしたいとの提案があり、承認された。関連して田代コーディネー

ターから、「大学と地域」（観光）における自治体への講師派遣依頼について、薩摩川内市に関

しては先方の決裁が済んでおらず、一部日程調整が出来ていない旨の補足があった。併せて、自

治体より講師派遣に関する依頼文書の要請もあり、対応を進めているとの報告があった。 
  
(３)受講証明書の発行について 
 ＣＯＣプラス事業で平成２８年度より開始する「鹿児島キャリア教育プログラム」について、

必要取得２０単位としているが、３年次までに全単位を揃えて就職活動を行うことが難しく、Ｃ

ＯＣ事業において１２単位取得し受講証明書の発行を受けることで学生に有利に就職活動を進

めさせたいという意見がＣＯＣプラス部門から寄せられている。しかし、受講証明書発行の対象

となる科目数が非常に少ないとの意見があり、ＣＯＣプラスにおいて作成予定となっているパ

ンフレットの中で、対象となる科目数が増える予定であることを注釈として記載することで対

応する提案があった。併せて、履修にあたっては単位取得モデルを作成し、学生に提示すること

が提案され、承認された。 
  関連して、来週１月２６日(火)実施に教務委員会について議題の募集が届いており、「大学

と地域」開講に議題を提出することが承認された。また、「地域志向教育カリキュラム」という

名称については、中期計画には現在の名称のとおり記載されており、すぐさま正式に変更するこ

とは難しいが学生向けに異なる名称を用いることは差し支えないことを確認した。 
 
【報告事項】 
１．「平成２７年度第４回農学部地域連携プロジェクト運営会議」について  
 冨永特任教授から、配布資料に基づき報告があった。 
 内容について、来年度は農学部だけでなく地域からニーズのある水産学部など他学部やＣＯ

Ｃ事業における他分野とも連携出来るよう模索していくこと、１月２９日には協議会、ならび

に成果報告会が実施されること、現在ホームページを作成中であり今週から来週にかけてア

ップされるとの説明があった。関連して冨永特任教授から、ＣＯＣセンターのホームページと

リンクさせるにあたり、岩井農学部長へ許可を依頼することが併せて報告された。 
 
２．文部科学省コンファレンス事業進捗状況について 
 小栗准教授から、配布資料に基づき進捗状況の報告があった。 
 当日、各教員へ依頼している対応事項については改めて個別に連絡することが説明された。ま

た、ホームページ上では毎日情報を更新していることが併せて報告された。 
 

第３４回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 
日 時：平成２８年１月２６日（火）１０：００～１０：３０ 
【議題】 
１． かごしまＣＯＣセンター運営委員会について 

第３回かごしま COC センター運営委員会の開催について、資料に基づき説明があり、次のと
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おり意見があった。 
・３月の１８日～２４日で日程調整を行うこと。 
・協議事項は記載している内容を予定している。 
・今週中に、各委員へ日程調整メールを送信する予定である。 
・協議事項の平成２８年度事業計画には次年度の地域志向教育研究費公募要領も含む 
 

２. 「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラムについて(継続) 
出口特任准教授より次の確認・報告がなされた。 

① 「大学と地域」の講義資料依頼について 
 事務側より各学部長、運営委員会、教務委員長に送付済みである(２１日メール、学内便送付、

２月１０日〆切)。現時点では、工学部のみ提出があった。 
① 「大学と地域」授業予定表について 
すでに１０クラス分の予定表と外部講師一覧のデータをＣＯＣ連絡会メンバーへ送付済みで

あり、各自内容等確認することとなった。 
③外部講師について 

４月からの開講に向け講師採用にかかる事務手続き等を確認するため１月２７日(水)１０時

からミーティングを行うこととなった(出口、田代、地域連携係、事務室)。また、進捗状況とし

て、田代コーディネーターから、講師派遣日程を薩摩川内市と調整していること、また、ミーテ

ィングの際に外部講師の履歴書の書き方の確認などを詰めていきたいとの報告があった。 
④出張旅費について 

出口特任准教授より、２月に高知出張・３月には京都出張を予定しているとの報告があった。

また、学長裁量経費(大学と地域教育センター分)に残があることから、ＣＯＣセンター教員で出

張等の計画がある場合は同経費を使用することもできると説明があった。各部会に配分してい

る経費に関連して、田代コーディネーターから、観光部会が部会経費(２０万)を使用して３月に

香川大学へ調査出張を計画している(６名)との報告があった。まだ経費を使用していない部会(農
林畜産業、水産業、エネルギー)については河野特任教授から使用計画があるかどうかを再度確

認することとなった。 
 
【報告事項】 
１.香川大学への出張に関連して相談 
 田代コーディネーターより、石塚観光部会長が３月１７日～１８日に香川大学を訪問し活動

状況の意見交換を計画していること、また、香川大学ＣＯＣセンターにて本学の活動を照会する

ことになったため必要な情報を石塚教授へ提供するとの説明があった。 
 

第３５回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 

日 時：平成２８年２月２日(火) １５：３０～１７：２０ 

 

【議題】 

１．まちづくり計画の研究・策定依頼の相談への対応について 

 田代コーディネーターから霧島市管内住民からの相談に関する資料の提示があった。 

 相談内容については、１月２７日(水)に行われた「観光産業・国際部会」においても検討され

たが、自治体と連携して地域活性化を図るとする COC 事業の性格上、その趣旨に合致するもの

か、大学として取り扱ってもよいのかとの意見があり、現状ではＣＯＣセンターとしても対応し

かねるとの結論に達した。 

 また、今後、自治体を介さず個人や１企業から相談が寄せられた場合にセンターとしてどのよ

うに対応していくのか判断基準を設けるべきではないかのではとの意見があり、田代コーディ

ネーターからこれまでにＣＯＣセンターで取り扱った事案の資料が提示された。当面は寄せら

れた相談ごとに個別対応、もしくは必要に応じて本連絡会等で検討し、適宜対応していくことと

なった。 
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２．学生による地方創生活動プログラム支援について 

 木村センター長より、「学生による地方創生活動プログラム」の実施要項の作成を学長からＣ

ＯＣセンターに依頼されたとの報告があり、センターで検討することとなった。 

また、次の意見があり、引き続き検討を進めることなった。 

・現在実施されている「進取の精神チャレンジプログラム」との違いを明確にする。 

・「進取の精神チャレンジプログラム」の内容に準じた方が制度的にも理解されやすい。 

・あくまで申請主体は学生であり、ＣＯＣセンターは地域課題の情報提供や学生提案の可能性 

を確認するなどとしたらどうか。 

 

３.「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラムについて(継続) 

 出口特任准教授から資料に基づき説明があり、各項目について確認を行った。 

 (１)「大学と地域」進捗状況と今後の予定について 

 ・講義スケジュールについては全てのクラスから予定案が提出されており、近日中にシラバス

入力を進めていく。入力は各クラスのコーディネーターに依頼するが、難しい場合はＣＯＣ

センターにて対応。 

 ・各学部・部局の取組については新たな資料提供の動きはなく、２月１０日(水)の締切日まで

様子をみる。司法政策研究科と臨床心理学研究科にも追加で提供依頼したい。 

 ・学外講師への依頼について、コーディネーターが独自に設定した講義に関しては確認する必

要があるが、最終調整に入っている。また、「大学と地域」の講師派遣依頼に関連し、所属長

宛の依頼文書を送付する前に、学長名で各自治体の首長宛の依頼文書を送付する。 

 ・学長講話については、２月３日(水)に出口特任准教授が清原教育担当理事との面談を予定し

ており、録画方法等について検討する予定で次回の連絡会にて報告を行う。 

 ・新入生向けの広報について、ＣＯＣプラスのパンフレット中に COC の教育プログラムの記載

を入れ込んでいただくこと予定している。 

  関連して、ＣＯＣプラスが発行するパンフレット中では、「大学と地域」の履修登録を促す

表現が記載されないことから、出口特任准教授から新入生へ配布するチラシ作成案の提案が

あり、承認された。 

 (２)ＣＯＣ地域志向一貫教育カリキュラムの対外(対学生)的名称および、「地域志向科目」「地

域関連科目」の名称等について 

  それぞれの名称について、次の通り承認された。 

 ・学生向けの呼称として「かごしま地域教育カリキュラム」を用いる 

 ・共通教育における地域科目を「地域志向科目」、学部による専門教育における地域科目を「地

域関連科目」と区別する 

 (３)学部または教育センターとの教育上コーディネートの可能性について 

  出口特任准教授から、法文学部平井教授より地域からの大学への要望と、地域で活動をした

い教員のニーズのＣＯＣセンターの働きでマッチングさせていくことを検討してもらえない

かとの依頼があるとの説明があった。議題１において審議なされた自治体や個人への対応方

針と併せて、検討することとなった。 

 

４．高知大学からのアンケート回答依頼について 

 高知大学ＣＯＣ事業担当者より届いた、高知大学独自のアンケートへの回答依頼について審

議が行われた。アンケートの設問が高知大学におけるＣＯＣ事業ネットワークに関する内容と

なっていることもあり、学生には周知せず教職員向けに周知とアンケート回答依頼を行うこと

となった。 

 

５. 与論成果報告会について 

 河野特任教授から、成果報告会において配布されるアンケート(案)の提示があった。 

 各自確認の上、修正や意見等については、河野特任教授へ連絡することとなった。 
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６．学内地域貢献活動について 

 社会貢献・生涯学習部門において学内シンポジウム等の実施状況を情報収集している件につ

いて、冨永特任教授から、より多くの社会貢献活動の情報を集めたいとの提案があった。各部局

において、現時点ではＣＯＣセンターで把握出来ていない活動が見込まれることから、かごしま

ＣＯＣセンター長から各部局長宛に情報提供の依頼を行うこととなった。併せて各部会長にも

情報提供を依頼することとした。 

 

【報告事項】 

１．平成２７年度 第２回鹿児島大学農学部地域連携協議会結果について 

 田代コーディネーターから実施結果に関する資料の提示があった。内容については各自確認

することとなった。 

２. 文部科学省コンファレンス事業の進捗状況 

 上谷部門長、酒井講師より現在の状況に関して説明があった。当日の役割負担等については、

改めて酒井講師より連絡すること、中学生・高校生への対応については連絡会終了後に打合せ

を行いたい旨、報告があった。 
 

第３６回 かごしまＣＯＣセンター連絡会議事 
 
日 時：平成２８年２月９日(火) １５：３０～１６：１５ 
【議題】 
１．「大学と地域」及びかごしま地域教育プログラムについて(継続)〔今回の議事より「かごしま

地域教育プログラム」の語を用いる〕 出口特任准教授より、次の報告があった。 
① 「大学と地域」の進捗状況 
 教務課共通教育係から各クラスのコーディネーターへのシラバス入力依頼があり、併せて、出

口特任准教授から各コーディネーターにシラバス入力の手引きを送付した。入力期限は２月１

１日（木）である。 
② 学長講話・大学と地域の関わりについて 
 現在、冒頭３回の内容を作成中。第１回においてガイダンスと学長講話のＶＴＲで７０分程度

を使用することが見込まれるため、大学と地域の関わりについては第２回と第３回で行う予定

とする。また、本日、講話のシナリオ案、デモ DVD を提示し学長へ説明を行う予定（飯干教育

センター長、出口特任准教授、田代コーディネーター）。 
③ 大学と地域パンフレットについて 
 Ａ４版１枚のチラシを予定していたが、Ａ３版の２つ折り・カラー（パンフレット形式）の製

作へ変更することとした。経費は学長裁量経費（教育センター管理：大学と地域準備経費、残高

約２０万円）をあてる。全４ページの内容は、表紙（印刷業者に複数のデザイン案を依頼）、２，

３ページ（見開き部分）に１０クラスの計画を、最後のページにかごしま地域教育プログラムの

案内を掲載する予定である。また、パンフレットは新入生オリエンテーションの資料に入れ込む。 
 
２．成果報告会ｉｎ与論について 
河野特任教授より、資料に基づいて次の確認があった。 

①報告会のスケジュール 
②与論水産実験室（与論町漁業協同組合）の看板設置に伴う除幕式 
津曲係長より、本日、プレスリリースをしたとの報告があった。 
 
３．平成２７年度 第３回運営委員会について 
 各委員への日程調整の結果、３月２４日(木)１６：００から連合農学研究科会議室（3 階）で

の開催が決定した。 
 
４．学生による地域創生プログラム支援について(継続) 
 永徳課長代理より、「進取の精神チャレンジプログラム」の実施要項をもとに「学生による地

方創生活動プログラム（仮称）」実施要項案の提示があり、「進取の精神」との違いは、自治体、
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地元企業との協働による企画であること、審査委員にかごしま COC センター長を含むこと等の

説明があった。自治体が学生へ地域課題を提案する機会をどのように調整するか、学生を指導す

る教員が必要な企画となること、ＣＯＣセンターの携わる範囲等、今後引き続き検討することと

なった。 
 

第３７回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 
日 時：平成２８年２月１６日(火) １５：３０～１７：１０ 
【議題】 
１．成果報告会 in 与論について 
 出席者一覧ならびにアンケート集計結果が配布され、確認を行った。アンケートの中で「与論

活性化センターを他大学利用者にも開放して欲しい」との意見があり、研究活動を本学と共同で

行っている者に限る等、利用協定を定めた上で提供する必要があるとの結論に達した。 
 
２．「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラムについて(継続) 
(１)「大学と地域」進捗状況と今後の予定について 
 ・シラバス入力については残り３クラスとなっているが、２クラス分は医療クラス(前期・後

期)分であり、コーディネーターと確認が出来ている。残り１クラス分についても担当者に再

度連絡を行う。 
 ・各学部・学共施設から提供のあった地域貢献資料は全てパワーポイントまたは Word 形式等

の文書であり、映像資料は無かった。予算にもよるが、パワーポイント・Word 資料を映像化

し、ナレーションを付け、コーディネーターで共有できるような映像を作成する予定。ナレー

ションは、各資料を作成した各学部等の教員に個別に依頼するつもりである。 
 ・新入生へ配布するパンフレットについては製作を進めており、２月２２日(月)に初校が届く

予定。次回連絡会で提示する。 
 ・コーディネーターを集めた最終打合せについては３月１４日(月)～３月２５日(金)で日程調

整を行うこととなった。 
 
(２)地域志向一貫教育カリキュラムの対外(対学生)的名称について 
 ＣＯＣプラスにおいて製作されているパンフレット中において、 

ＣＯＣ＋ → ＣＯＣプラス かごしまキャリア教育プログラム 
ＣＯＣ → ＣＯＣかごしま地域教育カリキュラム 

と表記されることとなっており、COC に関しては、学生向けではなく対外的名称として上記名

称を使用することが確認された。 
 
(３)共通教育における「地域志向科目」と「地域マインド科目」(ＣＯＣ＋)の取扱について 
 現在、共通教育係において平成２８年度履修案内作成の最終段階に入っているが、ＣＯＣ事業

における「地域志向科目」とＣＯＣ＋における「地域マインド科目」の区別が徹底されておらず、

平成２８年度以降は全て「地域マインド科目」に変更されるとの認識で進められているようであ

った。そのため、本件について、出口特任准教授が修正を行い、産学官連携推進センターの井上

特任教授、石原田特任講師の両名に確認した上で、２月１７日(水)中に共通教育係へ提出するこ

ととなった。 
 
３．田代コーディネーターより 
 田代コーディネーターから、下記の点について報告があり、確認を行った。 
 (１)学長講話について 
  「大学と地域」において使用される学長講話について、現在の進捗状況とスケジュールにつ

いて説明があった。 
 (２)自治体への講師派遣依頼について 
  学長名で発信される、各連携自治体首長宛の講師派遣依頼文書について、自治体への送付が

終了したとの報告があった。関連して木村センター長より、水産業クラスのなかで、与論町漁
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業協同組合の町組合長あてに講師依頼を行う考えであることが報告された。 
 
４．学生による地方創生活動プログラムについて 
 木村センター長から本プログラム運用に関する内容・スケジュール案が提出された。 
 各項目についてそれぞれ確認し、次の点について検討・確認することとなった。 
 (１)本プログラムの担当部署について(広報・運用・公募等) 
 (２)経理を担当する部署について、また、その財源の配分方法について 
 
５．平成２８年度農山漁村進行交付金事業について 
 冨永特任教授から資料の提示があり、かごしまＣＯＣセンターとして連携して活動したいと

農学部高隈演習林の井倉准教授から申し出のあったとの説明があった。農学部にて実施されて

いる「農学部地域連携ネットワークプロジェクト」にも連携を打診したが、本事業の活動内容に

おいては農学部だけでは対処できないため、ＣＯＣセンターへ依頼が来たとの経緯も併せて説

明された。 
 公募期間は平成２８年２月８日(月)～２月２５日(木)となっており、連携にあたり参画承諾書

の提出が必要となっている点についても併せて説明があった。協議の結果、COC センターが本

事業の適任者を学内で調整する等協力していく方向で対応することとなった。 
 
【報告事項】 
１．「地域防災・医療部会」活動について 
 「地域防災・医療部会」の活動については、地域防災教育研究センターとしての活動を部会活

動として扱うこととなっている関係で、津曲地域連携係長から、下記活動について参加依頼が

あった。 
 (１)シンポジウム「２０１４年広島豪雨災害に学ぶ－警戒避難対応を中心に－」 

(平成２８年２月２０日) 
 (２)第１１回鹿大防災セミナー (平成２８年２月２６日) 
２．学内評価委員会について 
 松浦社会連携課長から、標記委員会について次のとおり報告があった。 
 平成２７年度学内評価委員長であった渋井学長補佐の異動のため後任を検討していたが、歯

学部の仙波教授にお引き受けいただけることとなった。仙波教授から「平成２７年度ＣＯＣ事業

報告」について問合せが来ており、河野特任教授が対応することとなった。学内評価委員会の実

施についても仙波教授の日程を確認することとなった。 
  

第３８回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 

日 時：平成２８年２月２３日(火) １０：００～１１：２０ 
【議題】 

１．「大学と地域」及び地域志向教育カリキュラムについて(継続) 

 出口特任准教授、報告などがあった。 

①冒頭３回の進捗状況 

 学長講話について、業者に依頼するため見積もりをとった。各学部における取組みについて資

料の提供がないのは水産学部のみである。本日、教務委員長にお会いする機会があり確認を行う

ということであった。また、集めた資料のほとんどがパワーポイントであり、解説を教員へ依頼

する予定。この解説の動画について、業者に依頼するか自作とするかは検討中である。COC+今年

度、動画を作成できる機器を購入するとのことであったので使用できるなら使用したいと考え

ている。この機器に関して、松浦社会連携課長より４月以降の使用ならば可能であるが、３月は

困難ではないかと指摘があった。 

田代コーディネーターから、動画の見積もりの件で報告がなされた。費用としては、学長講話

は、６０万から７０万円、学部紹介は、２０万から３０万とのことであった。また、業者へ依頼

する場合、２週間前までには注文しなければならないとのことであった。 

②「大学と地域」パンフレットについて 
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 出口特任准教授より、資料に基づいて報告がなされた。パンフレットの見開きの左上に学長よ

りあいさつ文を入れる予定。各クラスの並びは、印刷会社のレイアウトであり規則性はない。「か

ごしま地域教育プログラム 全体像」については、印刷会社側のレイアウトなので、これに関し

てはすべて変更する。 

 田代コーディネーターより、「環境・島嶼」の説明文について「島嶼」の内容をもう少し詳細

に記載するべきと意見があった。 

 星野特任教授より、「かごしま地域教育プログラム 全体像」について、変更するならば学生

が分かりやすい図がいいのではと意見があった。 

 冨永特任教授より、「農業」の説明文について、次の文章の下線部は変更すべきと意見がなさ

れた。「ここでは、食糧基地・鹿児島の農業をめぐる様々な課題に触れながら、食と健康につい

て考えていきましょう。」 

③コーディネーターミーティングについて 

３月１４日から２５日の間で行う予定。その際にコーディネーターへ相談が１点あるとのこ

とであった。先日、出口特任准教授へ COC+の井上特任教授より相談があった。「大学と地域」の

授業の前期は、最後の授業で後期は、最初の授業で COC+について紹介する時間を設けることは

可能かどうかということである。この件について、津曲係長から、後期の最初の授業に行っても

履修登録が終了しているので意味がないのではと指摘があった。河野特任教授より、この件につ

いては、現時点では検討事項でいいのではと意見が出された。 

 田代コーディネーターから、自治体側が行う授業について各自治体へ確認を行っている。授業

計画も送付したとのこと。ただ、自治体側より、日程など特に何も連絡をとっていないとのこと。

自治体は、時期的なことや異動があった場合のことを想定して、現時点で確定するべきことはす

る方向でいかないといけないと意見がだされた。 

 

２. 学生による地方創生プログラムについて(継続)  

永徳課長代理より、資料に基づいて説明がなされた。初年時は、社会連携課で行い、次年次は学

生部を予定している。実施要項については、「チャレンジプログラム」を基に作成している。予

定としては、１２月までに終了し、１月に整理を行い、２月に活動報告会を行う。 

 木村センター長より、３月１０日に学長補佐と学生部で検討会を行う。広報をどう行うかが重

要である。 田代コーディネーターより、企業側に説明をしっかり行わないと伝わらないと指摘

があった。 

 

３．かごしま COC センター学内評価委員会に関する申合せの一部改正について 

津曲係長より、資料に基づいて報告があった。組織について、資料の下線部の箇所が変更になっ

た。３月２４日の運営会議の資料として提出する予定。河野特任教授より、３月１０日に来られ

報告書の打合せを行う。現段階での各担当を行っている報告書について、３月１日に COC センタ

ーで打ち合わせを行うこととなった。 

 

【その他】 

１. 松浦社会連携課長より報告  

 先週の木曜日、学長室にて幕末維新歴史研究に関する鹿児島県との懇談が行われた。明治維新

から１５０年をあと２年ほどしたら迎えるにあたり、鹿児島大学には、幕末維新を研究している

教員がいないことが問題視されている。研究の協力を行うこととなった。鹿児島大学の卒業生に

２名、幕末維新について研究されている方がいるということ。かごしま COC センターは理系のプ

ロジェクトはあっても文系がないことを指摘され、年度計画に明治維新を入れることとなった。

これは、地域貢献になるため、住吉理事より COC センター関係者へ報告するように指示がなされ

たということであった。 
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平成27年度前期　地域志向科目受講者数（学年ごと）

特別
聴講生 1 2 3 4 総計

いのちと地域を守る防災学Ⅰ 96 12 3 5 116

奄美の民俗文化 239 28 6 4 277

環境ビジネス１ 10 1 11

自然学校へ行こう！ 288 41 9 3 341

鹿児島の歴史地理 40 40

鹿児島探訪－環境 82 4 2 1 89

鹿児島探訪－文化－ 1 59 60

鹿児島探訪－歴史－ 71 4 1 1 77

焼酎 94 82 64 10 250

地域政策論 110 23 14 11 158

有機農業Ⅰ　新しい食と農のかたち 255 13 3 5 276

地域防災学実践Ⅰ※１ 10 1 2 13

地域防災学実践Ⅱ※１ 7 1 1 9

シラス地域学※１ 65 13 4 1 83

屋久島の環境文化Ⅰー植生ー※１ 17 17

屋久島の環境文化Ⅱー生き物ー※１ 16 3 19

有機農業Ⅲ　田んぼでアウトドア※１ 11 11

かごしま教養プログラム※１ 14 3 2 19

かごしま教養フィールドスクール※１ 14 3 2 19

総計 1 1,498 232 110 44 1,885

※１は集中講義

科目名

学　　年

平成27年度後期　地域志向科目受講者数（学年ごと）

特別
聴講生 1 2 3 4 総計

奄美の民俗文化 236 28 8 2 274
いのちと地域を守る防災学Ⅱ 97 7 3 7 114
鹿児島探訪—環境— 78 5 5 1 89
鹿児島探訪—地域産業— 131 5 9 4 149
鹿児島探訪—循環型社会と世界遺産— 89 3 5 2 99
地域づくりのためのワークショップ 25 25
自然環境保護と世界遺産 245 12 4 2 263
地域ブランドを学ぶ 69 1 1 1 72
鹿児島探訪—歴史— 76 5 2 1 84
焼酎 2 186 46 16 4 254
島のしくみ※１ 11 1 12
屋久島の環境文化Ⅲ—産業—※１ 15 1 2 18
屋久島の環境文化Ⅳ—生活と文化—※１ 8 8 1 17
与論島の自然と人々※１ 31 9 40

総計 2 1,297 131 56 24 1,510

※１は集中講義

科目名

学　　年
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平成27年度　地域志向科目受講者数(各学部１年生の受講率）
学生の所属学部 入学者数 実数 履修率
医学部 227 222 97.8%
共同獣医学部 32 32 ####
教育学部 280 269 96.1%
工学部 469 422 90.0%
歯学部 53 48 90.6%
水産学部 144 127 88.2%
農学部 215 199 92.6%
法文学部 407 382 93.9%
理学部 193 146 75.6%
総計 2,020 1,847 91.4%
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専門教育における地域関連科目の流れ 

 学年    法文学部 理学部    教育学部  
 

 

 

専 

 

門 

 

教 

 

育 

 

科 

 

目 

 

４     

３ 法政策論 火山地質学 

火山物理学 I 

理学の在り方(3-4) 

教員養成基礎講座 II 

野外教育実習・調査(3-4) 

２ テーマ地理学 

マスコミ論 I(2-4)＊ 

マスコミ論 II(2-4) 

まちづくり論(2-4) 

科学技術と現代社会 教員養成基礎講座 I 

学校環境観察実習(2-4) 

教職実践研究 II(2-4) 

日本史演習Ⅰ 

日本史演習Ⅱ 

木材工学(2-4) 

観光学(2-4) 

国際理解教育調査研究 II(2-4) 

１ 政策学特殊講義（鹿

児島の将来を考え

る） 

 生涯教育論 II(1-4) 

 

共

通

教

育

科

目 

 

 

１ 

 

選 択

科目 

「地域を学ぶ」（前期「鹿児島探訪－文化-」等 １９科目、後期は「奄美の民族文化」な

ど１４科目がそれぞれ開講） 

必 修

科目 

        

    大学と地域 

     ＊注 例えば (2-4) は２年から４年に対して開講 
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専門教育における地域関連科目の流れ 

 学年    工学部 農学部   水産学部  
 

 

 

専 

 

門 

 

教 

 

育 

 

科 

 

目 

 

 

４  基盤保全工学 

薩摩の歴史と焼酎 

  

３ 地域施設計画 

化学工学セミナー 

海岸防災工学 

家畜管理学 

焼酎文化論 

比較酒文化論 

焼酎製造学 

植物生産学実地研修 

農業経営学 

森林生態学実習 

砂防学 

アグリビジネス研修 

バイテク研修 

バイオ産業論 

農業関連産業論 

農村調査実習Ⅱ 

農村計画論 

農業経営学演習 

協同組合論 

水産地域論 

養殖経済論 

沿岸地域経営論 

水産経済調査実習 II 

環境保全学実習 

水産政策論 

漁業管理政策論 

２ 都市計画 作物栽培環境論 

屋久島実習 

山地保全学 

日本水産業概論 

水産商品需給論 

水産経済調査実習Ⅰ 

水産物流通論 

水質保全学 

水産制度論 

漁家経営論 

資源利用管理学 

水産加工経済論 

かごしま水産学 

陸水学 

１ フレッシュマン セミ

ナー 

フレッシュマン セミ

ナーⅡ 

農業経営経済学概論 水産増養殖学 

水産経済学 

水圏環境保全科学 

共

通

教

育

科

目 

 

 

１ 

選 択

科目 

「地域を学ぶ」（前期「鹿児島探訪－文化-」等 １９科目、後期は「奄美の民族文化」な

ど１４科目がそれぞれ開講） 

必 修

科目 

        

    大学と地域 
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専門教育における地域関連科目の流れ 

 学年    医学部 歯学部    共同獣医学部  
 

専 

 

門 

 

教 

 

育 

 

科 

 

目 

６     

５  臨床実習(口腔保健科)  

４ チーム医療２   

３ 地域・総合診療・症候(3-4) 

シャドウイング(3-4) 
統合系科目 I(地域・離島

歯科医療学) 

 

２ チーム医療１(2-3) 

 
  

１ 患者と医療(1-3)＊  獣医学概論Ａ 

獣医学概論Ｂ 

共

通

教

育

科

目 

 

 

１ 

 

選 択

科目 

「地域を学ぶ」（前期「鹿児島探訪－文化-」等 １９科目、後期は「奄美の民族文化」な

ど１４科目がそれぞれ開講） 

必 修

科目 

        

    大学と地域 

＊注 例えば (１-３) は１年から３年に対して開講 
 
 
 
 
 
 



140

資料２－３ 大学と地域のパンフレット 

 

145 
 

 



141

資料２－３ 大学と地域のパンフレット 

 

146 
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鹿 大 社  第 １ ２ ６ 号   

平成２７年６月１０日  

 

 

各 部 局 長  

各学内共同教育研究施設等の長 殿  

かごしまＣＯＣセンター長    

（公印省略） 

 

鹿児島大学ＣＯＣ事業「島嶼と火山を有する鹿児島の地域再生プログラム」 

平成２７年度地域志向教育研究経費に係る公募について（通知） 

 

 かごしまＣＯＣセンターにおいては、大学全体の地域志向型教育研究の推進にあたり、地

域を志向する教員の教育・研究・社会貢献活動を支援するための「地域志向教育研究経費」

の配分について、別添要領のとおり募集しますので、お知らせいたします。 

 ついては、本事業の趣旨をご理解いただき、平成２７年６月３０日（火）までに、下記に

よりご応募くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．提出書類：平成２７年度地域志向教育研究経費申請書（別紙様式１） 

２．スケジュールと提出資料： 

  平成２７年６月３０日（火） 申請期限 

                ・申請書（別紙様式１） 

        ７月１５日（水） 選定結果通知（予定） 

  平成２８年３月２５日（金）  報告書提出期限  

・報告書（別紙様式２） 

・概要報告書（別紙様式３） 

・支出簿 

・予算差引明細一覧（CSVダウンロード）※労働保険料等

執行金額が確定しない場合は、４月以降の提出可 

３．提 出 先：研究国際部社会連携課地域連携係 tirenkei@kuas.kagoshima-u.ac.jp  

 

【問合せ先】 ■公募に関する事項 

       かごしまＣＯＣセンター 特任教授（河野） 

       電話 099-285-7198 内線 7198 

       Email coc851@gm.kuas.kagoshima-u.ac.jp   

       ■経費に関する事項 

        研究国際部社会連携課地域連携係（津曲） 

         電話 099-285-7104 内線 
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146
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資料３－３ 教育研究成果報告会（鹿児島大学） 
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資料３－４ 教育研究成果報告会（薩摩川内市） 
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149
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【自由記述】産業活性化、事業家に向けた農水産物の研究

・１．RC建設と塩害　例：海浜地から１００ｍ以内と島部など　２．し尿とサンゴの関係

Ｑ６．鹿児島大学への要望(自由記述)

子どもたちの教育に関しては期待するがどうしても海外離島の立場から研究等は町民
多数がある程度知っているのではないか。説明ではくわしすぎる。

・防災対策、特に台風に強い建造物についての研究の更なる深化

・ヨロンにある鹿大活性化センターを他大学でも利用できるようにして頂きたい。

・とにかく離島運賃さえ安くなれば我が与論島は大きくのびはしないが、生活出来る。特
に医療についても同じ鹿児島である市内に診療に行っても同じ扱いでは、日数、金銭的
にも大きな障害となる。我々が慣れないといけないが横文字が多すぎる。ありがとうござ
いました。

・与論島の自然、歴史、文化等生活の実情にそった(踏まえた)具体的な産業発展の視
点を提示してほしい。

・貴重な発表会ありがとうございました。資料(概要データ)があるとありがたいです。

・今後とも当町の地域課題の解決のために専門的な立場から調査、研究の上、提言等
をいただきますようお願いいたします。皆様の御努力に敬意を表し感謝申し上げます。
当町は鹿大とともにありたいと存じますので、調査・研究のフィールドとしても大いに御活
用くださるようお願いいたします。

・今後ともどんどん地域課題の研究を進めてほしい。いろいろとでてくるだろうから。

・畜産農家が増加する中での汚れ対策等、環境保存について

・今冬の寒冷気候が与論の植物に及ぼす影響とその対策について

・付属学校での島出身者への高度教育もお願いします。

・ありがとうございました。

・今回の研究成果報告会において、与論での生活に関する部分として、医療や水質、情
報(インターネット)など、健康や快適に生活できるように教授や学生が考えてやっている
と思った。水産においては、これから更に商品を作り、流通について協力して頂き活性
化していけば幸いです。学生についても良い研修地になれば良いと思う。

・本日はありがとうございました。報告会で得られたものを少しでも地域(与論)の為に活
用できる様、今後とも宜しくお願いします。報告会で終わってはダメかも。さらに向上を目
指したい。

・今回ご来島された諸先生方誠にありがとうございました。今後とも鹿児島県最南端の
島をどうぞよろしくお願い致します。

・大変ご苦労さまです。今後ともよろしくお願いします。

・与論町の外周区域(朝戸、古里、那間、茶花地区)は地下水のＰＨがアルカリ調である。
今般のミカン類の他にパパイヤ、ゲットウ類、サトウキビの皮等の薬効についても是非
研究してもらいたい。

・島内資源の開発での情報発信をすると島民の関心がより高くなると思います。

・中高生を対象とした講座を検討して頂きたい。本日の研究成果報告会に参加を呼びか
けてもよいのでは。
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資料４－１ 平成 27 年度前期の部局別の公開授業の具体的データ(その 1) 

 
 
 

平成27年前期公開授業

共通教育科目(22科目）

科目名 担当者 開講曜日 受講者

 ヒトの病気の成り立ちと予防I 赤崎　安昭 水２ 15
いのちと地域を守る防災学I 岩船　昌起 水１ 2
グローバル社会を生きる 中谷　純江 水２ 2
ヒトの身体の仕組みと働き 武井　修治 水１ 10
遺伝のしくみ 一谷　勝之 水１ 1
稲盛和夫のリーダー論 吉田　健一 水４ 8
古代東アジアの王陵 橋本　達也 水２ 6

娯楽数学 青山　究 水２ 8

公共哲学論（近代編） 吉田　健一 火２ 4
口と顔の科学 歯学部教員 月３ 7
行動科学 横山　春彦 水１ 3
国際経済学入門 日野　道啓 木１ 5

鹿児島から考える多文化共生 酒井　佑輔 水２ 2

鹿児島探訪-歴史- 日隈　正守 水1 22
実用英語短期講座'15 坂本 育生 集中 3
心理学概論 有倉　巳幸 水２ 9
森林経済学Ⅰ 枚田　邦宏 火３ 3
戦後日本外交史 吉田　健一 月２ 1
地域政策論 林　亮輔 火３ 6
唐代の文学 髙津　孝 木１ 4

博物館へのいざない 橋本　達也 木２ 2
有機農業Ⅰ　新しい食と農のかたち髙山 耕二 木２ 18

小計 141

法文学部科目（科目）

科目名 担当者 開講曜日 受講者

ドイツ語テキスト演習 竹岡 　健一 金４ 7

学習心理学 横山　春彦 木１ 3
経営管理論 王　鏡凱 火２ 4
考古学概説 渡辺　芳郎 金１ 3
考古学地域論 中村　直子 火１ 5
人権論 大野　友也 火３ 2
西洋の歴史と社会B 藤内　哲也 金２ 20
法律学特殊講義（現代の人権） 大野　友也 木２ 4

小計 48
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資料４－１ 平成 27 年度前期の部局別の公開授業の具体的データ(その 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

教育学部科目（18科目）

科目名 担当者 開講曜日 受講者

LD・ADHD等教育総論・自閉症児等
教育総論

片岡　美華 木３ 7

やまと絵論 下原　美保 火２ 3
英語討論法 坂本 育生 木１ 15
音声学概論 梅崎　光 月２ 2
健康管理学 前田　雅人 月３ 6
健康心理学 橋口　知 火２ 10
言語表現論 上谷　順三郎 水１ 1
高齢者体育指導論 飯干　明 木２ 9
合唱A 齊藤　祐 木５ 8
西洋美術史概説 下原　美保 水２ 3
彫塑Ⅱ 池川　直 月４ 2
彫塑Ⅲ 池川　直 月５ 2
電気電子理論 中森　誠一 火１ 2
日本古代・中世史概説 日隈　正守 火１ 4
日本史演習Ⅰ 日隈　正守 水４ 3
日本史特講Ⅰ 日隈　正守 木２ 13
油彩Ⅰ 桶田　洋明 金３ 8
油彩Ⅲ 桶田　洋明 金４ 8

小計 106

理学部科目（4科目）

科目名 担当者 開講曜日 受講者

環境地質学 井村　隆介 火３ 8
新しい物質観 廣井　政彦 火３ 1
熱力学 秦　浩起 木３ 3
分子生物学入門 内海　俊樹 金３ 2

小計 14

工学部科目（1科目）

科目名 担当者 開講曜日 受講者

電気化学 堀江　雄二 火２ 2
小計 2
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資料４－１ 平成 27 年度前期の部局別の公開授業の具体的データ(その 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医学部科目（3科目）

科目名 担当者 開講曜日 受講者

リハビリテーション概論 岩瀬　義昭 火5 1
家族看護論 丸谷　美紀 火２ 3
疾病論Ⅰ/小児科学 武井　修治 火3 2

小計 6

農学部科目(3科目）

科目名 担当者 開講曜日 受講者

焼酎製造学 髙峯　和則 火２ 3
焼酎文化論 小泉　武夫 集中 8
農業政策学 坂井　教郎 木１ 1

小計 12

水産学部科目（2科目）

科目名 担当者 開講曜日 受講者

コンピュータ基礎 板倉　隆夫 集中 1
実用英語Ｂ 板倉　隆夫 集中 3

小計 4
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資料４－２ 平成 27 年度後期の部局別の公開授業の具体的データ(その 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資

平成27年後期公開授業

共通教育科目（27科目）

科目名 担当者 開講曜日 受講者

いのちと地域を守る防災学II 岩船　昌起 水２ 4
コーポレートファイナンス 王　鏡凱 水２ 3
ヒトの病気の成り立ちと予防Ⅱ 米　　和徳 水１ 12
ブラジルの社会と文化 酒井　佑輔 火２ 4
稲盛和夫のベンチャー企業論 吉田　健一 火４ 1
稲盛和夫の経営哲学 吉田　健一 水４ 4
宇宙の利用 面髙　俊宏 水２ 8
英語によるグローバル人材育成 小林　久子 火５ 5
公共哲学論（戦後編） 吉田　健一 木２ 7

口と顔の科学
小松澤　均
ほか

木３ 5

行動科学 横山　春彦 水1 4
自然環境保全と世界遺産 星野　一昭 水４ 2
鹿児島から考える多文化共生 酒井　佑輔 水２ 3

鹿児島探訪-歴史- 日隈　正守 水１ 18

女性学入門 大塚　清恵 木２ 1
森林科学 曽根　晃一 木２ 4
水産経済学 佐野　雅昭 木１ 2
生き方ー稲盛和夫の人生観ー 神田　嘉延 水３ 2
日本の焼き物 渡辺　芳郎 木２ 3
日本国憲法 小栗　實 木２ 10
日本国憲法 大野　友也 水１ 3
入門：起業のための人材養成Ⅰ 萩野　誠 木２ 2
暮らしから試みるニュース 宮下　正昭 木４ 4
放射線の世界 福徳　康雄 水２ 4
有機農業Ⅱ　有機農業入門 髙山 耕二 木２ 9
遊び心と科学 秦　浩起 水１ 0
陽明学入門 吉田　健一 火２ 7

小計 131

法文学部科目（7科目）
科目名 担当者 開講曜日 受講者

ドイツ語テキスト演習 竹岡 　健一 金４ 6
経営財務論 王　鏡凱 月３ 4
西洋史概説 藤内　哲也 金２ 22

統治機構論 大野　友也 火５ 2

発達心理学 富原　一哉 火４ 7
福祉社会学 片桐　資津子 金4火2 1
物質文化研究 渡辺　芳郎 金１ 1

小計 43
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     資料４－２ 平成 27 年度後期の部局別の公開授業の具体的データ(その 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育学部科目（18科目）
科目名 担当者 開講曜日 受講者

レクリエーション指導論 福満　博隆 月４ 1
運動医学 前田　雅人 金３ 10
近代文学講読Ⅱ 上谷　順三郎 木２ 2
合唱B 齊藤　祐 木５ 11
栽培学 浅野 陽樹 月４ 5
社会と健康 長岡良治 水5 6
素描Ⅰ 桶田　洋明 木４ 4
彫塑Ⅰ 池川　直 月４ 0
彫塑Ⅳ 池川　直 月５ 0
日本史演習Ⅱ 日隈　正守 水４ 5
日本美術史概説 下原　美保 水２ 9
入門電気学 中森　誠一 月２ 1
発育発達老化論 飯干　明 木２ 4
木彫 池川　直 水４ 3
油彩Ⅱ 桶田　洋明 金3 8
油彩Ⅳ 桶田　洋明 金4 8
窯芸Ⅲ 清水　香 木２ 3
歴史学演習 日隈　正守 火１ 5

小計 85

理学部科目（4科目）
科目名 担当者 開講曜日 受講者

応用量子化学 藏脇　淳一 金１ 1
測地学 中尾　茂 月４ 1
地形学 井村　隆介 金２ 7
非平衡系の科学 秦　浩起 月２ 1

小計 10

工学部科目（2科目）

科目名 担当者 開講曜日 受講者
水理学演習 柿沼　太郎 火４ 1

小計 1

医学部科目（２科目）
科目名 担当者 開講曜日 受講者

解剖生理学Ⅱ 武井　修治 火３火５ 4
小計 4
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資料４－２ 平成 27 年度後期の部局別の公開授業の具体的データ(その 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農学部科目（3科目）
科目名 担当者 開講曜日 受講者

栄養化学 加治屋　勝子 火1 9
基盤保全工学 平　瑞樹 金２ 1
農業経済学 田代　正一 水１ 2

小計 12

水産学部科目（5科目）
科目名 担当者 開講曜日 受講者

フードビジネス論 佐野　雅昭 火３ 3
水産増養殖学 門脇　秀策 火３ 1
水質保全学 小山　次朗 木１ 1
動物生理学 山本　淳 火２ 1
微生物学 前田　広人 木２ 1

小計 7

共同獣医学部科目（3科目）
科目名 担当者 開講曜日 受講者

動物行動学 藤田　志歩 木１ 1
小計 1
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学部等名 講　座　名 受講対象者 開催期間 時間数
募集
人員

参加者
数

法文学部
いまさら聞けない！NISAの
基礎知識

社会人 平成27年8月9日 2 20 6

法文学部
いまさら聞けない！住宅ロー
ンの基礎知識

社会人 平成27年8月9日 2 20 4

教育学部
「楽しい合唱表現」－発声の
基礎から学ぶ合唱－

県民社会人一般
平成27年9月3日、10
日、17日、10月1日

8 20 12

教育学部
教育臨床セミナー・ベーシッ
ク篇

現職教員を中心とした
教育関係者

平成27年8月4日 6 50 44

教育学部
教育臨床セミナー・アドバン
ス篇

現職教員を中心とした
教育関係者

平成27年8月5日 6 50 31

教育学部
鹿児島大学音楽専修演奏会
-楽しもう打楽器、知ってみよ
う宗教音楽-

県民一般 平成27年7月16日 40 336

理学部
現代天文学に基づく宇宙人
の存在環境

一般市民・高校生以上
（希望すれば中学生以
下でも可）

平成27年6月20日 2 60 19

理学部
銀河系下敷きを作って銀河
系について学ぼう

小学校高学年以上 平成27年7月28日 1.5 30 24

理学部
高校物理と高校数学でさぐる
宇宙

中学３年生以上
①平成27年7月11日
②平成27年12月12日

1.5 なし
①13
②4

理工学研
究科

ものづくりにチャレンジ
小学生・中学生（学年・
学科は問いません）

平成27年8月7日 5 20 20

 
資料４－３ 平成 27 年度の部局別の公開講座の具体的データ（その１） 
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資料４－３ 平成 27 年度の部局別の公開講座の具体的データ（その２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学部等名 講　座　名 受講対象者 開催期間 時間数
募集
人員

参加者
数

工学部
ランニング女性トップアスリー
ト養成講座

ランニング女性トップア
スリート（3000mを10分
台以内のレベルの方、
学生不可）

5/末～3/末 40 10
社会人
延べ
180名

工学部
エネルギー法・限界耐力計
算法の基礎理論

建築構造技術者 平成27年10月3日 3 30 16

工学部
ジュニア陸上教室　１期
（小学生）

基本コース（小学1～6
年生）、育成コース（小
学5・6年生）

平成27年4月11日～8
月末

（基本）
30時間
程度

（育成）

250
小学生
延べ

3418名

工学部
ジュニア陸上教室　１期
（中学生）

中学１年生～３年生
平成27年4月2日～8月
末

110 40
中学生
延べ

1273名

工学部
ジュニア陸上教室　2期（中
学生）

中学１年生～３年生
平成27年9月1日～12
月末

75 40
中学生
延べ

1273名

工学部
ジュニア陸上教室　2期（小
学生）

基本コース小学１年生
～６年生
育成コース小学５・６年
生

平成28年9月5日～12
月19日

基本25
時間程
度

育成20
時間程

200
小学生
延べ

3418名

工学部
第4期ランニングの実践と科
学

健康で週1回以上ランニ
ング習慣のある方でラ
ンニングに関する座学
にも興味のある方

平成27年10月17日～2
月27日

30 30
社会人
延べ
180名

工学部
ジュニア陸上教室　３期（小
学生）

基本コース（小学１～６
年生）

平成27年1月9日～3月
19日

20 200
小学生
延べ

3418名

工学部
ジュニア陸上教室　３期（中
学生）

中学１年生～３年生
平成27年1月9日～3月
末

25 40
中学生
延べ

1273名
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資料４－３ 平成 27 年度の部局別の公開講座の具体的データ（その３） 

 
 
 
 
 
 
 

学部等名 講　座　名 受講対象者 開催期間 時間数
募集
人員

参加者
数

医学部
中堅助産師のためのステッ
プアップ研修

中堅助産師
平成27年6月7日、6月
20日、
9月26日、9月27日

6 100 179

医学部
理学療法士・作業療法士の
ためのやさしい生体力学

理学療法士，作業療法
士など

平成27年6月13日、6月
27日

6 30 33

医学部
看護研究の基礎及びデータ
解析入門

看護職 平成27年7月11日 6.2 70 83

医学部 高齢者の介護
医療従事者・福祉関係
者等

平成27年9月5日 5 30 15

医学部
在宅ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬
化症）療養者の支援
（講義・演習）

看護師、保健師、介護
支援専門員等

平成27年9月12日 5.5 40 29

医学部
在宅ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬
化症）療養者の支援
（講義のみ）

看護師、保健師、介護
支援専門員等

平成27年9月12日 3.5 20 8

医学部
リハビリテーションを目指す
ケア―“最期までその人らし
く”を支える

看護職 平成27年9月26日 7 30 29

医歯学総
合研究科

最新脳卒中リハビリの講義
と実技セミナー（看護職・介
護職・一般向け）

看護師，介護士，保健
師，ケアマネージャー，
医療ソーシャルワー
カー，一般の方

平成27年7月5日 6.2 100 87

医歯学総
合研究科

革新的治療の研究と応用の
展望

高校生から大学生、一
般社会人

平成27年7月31日 2 300 58

医歯学総
合研究科

最新脳卒中リハビリの講義
と実技セミナー（リハビリ専
門職向け）明日の訓練に生
かせる脳卒中リハビリの知
識と訓練技術

理学療法士，作業療法
士，言語聴覚療法士，
医師，医学生，リハ専
門看護師等

平成27年8月2日 6.2 100 104

医歯学総
合研究科

日常の臨床で活躍する接着
技法

指宿市歯科医師会、南
薩歯科医師会、枕崎市
歯科医師会

平成27年10月31日 3 120 49
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資料４－３ 平成 27 年度の部局別の公開講座の具体的データ（その４） 

 
 
 

学部等名 講　座　名 受講対象者 開催期間 時間数
募集
人員

参加者
数

附属病院

鹿児島の医療を支える看護
を考える
ーシームレスケアを目指し
てー

看護職

①平成27年7月4日
(土）
②平成27年10月17日
（土）

3.5
①150
②150

①150
②150

附属病院 ストーマケアの基本
病院看護師、訪問看護
師、介護職

平成27年10月3日 3.833 50 49

附属病院
救急患者のフィジカルアセス
メント～小児から老年期まで
～

看護職 平成27年11月14日 4 40 43

附属病院
看護師に対する緩和ケア教
育のための研修会「がん患
者の意思決定支援の実際」

看護職 平成27年12月20日 3.5 70 43

農学部
森林環境教育指導者養成研
修－森で遊ぼう編－

森林環境教育指導者養
成研修－森で遊ぼう編
－

平成27年8月1日～
平成27年8月2日

13 20 11

農学部
森林環境教育指導者養成研
修－森で学ぼう編－

森林環境教育指導者養
成研修－森で学ぼう編
－

平成28年1月23日 7 20 15

農学部 森林環境教育入門講座 森林環境教育入門講座 平成28年2月28日 6 20 9

水産学部 英語やりなおし講座
英語を訳さずに理解で
きるようになりたい人
（高校卒業程度）

平成27年4月7日～
平成27年7月28日

22.5 10 15

水産学部
発見！体感！本物の海藻を
見てさわって食べて、「海の
森」図鑑をつくろう

小学校５，６年生

7月20日（日），27日
（日）
（両日を通して1回，片
方のみ不可）

10 30 30

水産学部 水辺環境を調べよう 一般市民（大人） 平成27年10月16日 5 20 1

水産学部 英語やりなおし講座
前期に本講座を受講し
た人

平成27年10月27日～1
月26 日　13回程度

13 12 11

水産学部 英語やりなおし講座
英語を訳さずに理解で
きるようになりたい人
（高校卒業程度）

平成27年10月31日～1
月30　日　隔週土曜日
7回程度

7 6 8

共同獣医
学部

動物の生命（いのち）と人と
の係わり

一般市民 平成27年11月14日 2 200 20
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資料４－３ 平成 27 年度の部局別の公開講座の具体的データ（その５） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学部等名 講　座　名 受講対象者 開催期間 時間数
募集
人員

参加者
数

自然科学
教育研究
支援セン
ター

夏休み体験学習「放射線っ
てどんなもの？」

小・中学生・保護者・教
員

平成27年8月5日 4.5 30 38

男女共同
参画推進
センター

基本的人権としての性の多
様性

社会寺、中・高・大学生 平成27年10月23日 1.5 40

埋蔵文化
財調査セ
ンター

人骨の考古学 中学生～一般 平成27年7月26日 2.5 40 31

かごしま
COCセン
ター（社会
貢献・生涯
学習部門）

鹿児島大学公開授業特別編
課外活動～鹿大で学ぶこと
は楽しい！～　Vol.2

誰でも参加可能
平成27年8月3日～8月
7日

0.66 30 15

かごしま
COCセン
ター（社会
貢献・生涯
学習部門）

鹿児島大学公開授業特別編
課外活動～鹿大で学ぶこと
は楽しい！　Vo.3

誰でも参加可能
平成27月22日～2月24
日

0.66 15

生涯学習
教育研究
センター

親子で冒険　かごしまの海
小学生以上とその保護
者

平成27年8月8日 7 24 22

生涯学習
教育研究
センター

垂水市地域振興計画　報告
会

垂水市、および、一般
市民

未定 2 20

生涯学習
教育研究
センター

台湾とのつながりから考える
鹿児島の多文化共生（２）～
外国人旅行者に配慮した観
光まちづくり～

誰でも参加可能 平成27年7月11日 3 30
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資料４－４ 産学官民による地域課題の協働的解決を促す学習交流プラットフォームの形

成（ポスターその２） 
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資料４－４ 産学官民による地域課題の協働的解決を促す学習交流プラットフォームの

形成（ポスターその３） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま 
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資料４－４ 産学官民による地域課題の協働的解決を促す学習交流プラットフォームの形成

（ポスターその4） 
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資料４－５ 産学官民による地域課題の協働的解決を促す学習交流プラットフォ

ームの形成（新聞記事） 
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資料４－６ 与論町との共同研究授業報告書（その１） 

 
 

１ ．
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資料４－６ 与論町との共同研究授業報告書（その２） 
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資料４－７ 鹿児島大学で開催されているシンポジウム等の調査結果（その１） 

 
 
 
 
 
 

実施学部・セン
ター等

シンポジウ
ム、セミナー

等の別
名称及びテーマ 実施日 参加人数

医学部保健学科 シンポジウム
名称：大学改革シンポジウム
テーマ：安心して離島で子どもを産
み育てるために

平成27年11月21日

約110名

稲盛アカデミー シンポジウム

第2回稲盛アカデミーシンポジウム
「経営哲学の浸透―JAL再生を題材
として―」テーマ「なぜ人は、企業
は変れたのか～ＪＡＬ再生における
稲盛経営哲学の浸透～」

平成27年9月12日

217

稲盛アカデミー シンポジウム

第3回稲盛アカデミーシンポジウム
「経営哲学の浸透―JAL再生を題材
として―」テーマ「いかに高い目標
を達成するか～ＪＡＣにおける稲盛
経営哲学の実践～」

平成28年2月14日

221

稲盛アカデミー その他
かごしまルネッサンスアカデミー履
修証明プログラム「稲盛経営哲学プ
ログラム」（第4期）

平成27年9月19日
～3月19日 32

学術情報基盤セ
ンター

シンポジウム
日本ソーシャルデータサイエンス学
会 第二回シンポジウム

平成28年3月5日～
3月6日 100

教育学部 シンポジウム
２０１５年度かごしま消費者教育
フェア

平成28年2月20日
未定

教育学部 セミナー
スクールクラスター事業講演会『通
常学級での個々の学びと合理的配
慮』

平成28年2月27日

未定

教育学部 その他
第３０回国民文化祭鹿児島　チェス
ト行け！提案事業西郷松を使って自
分だけのオンリーワンを作ろう

平成27年11月8日

80

教育学部 その他
「地域の特性を活かした鹿児島教育
の未来」

平成28年2月20日

未定

共同獣医学部 公開講座
動物の生命（いのち）と人との係わ
り

平成27年11月14日

不明

共同獣医学部附
属越境性動物疾
病制御研究セン
ター

公開講座
市民公開講座「高病原性鳥インフル
エンザ検査態勢始動！」

平成27年5月28日

62
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資料４－７ 鹿児島大学で開催されているシンポジウム等の調査結果（その２） 

 
 
 
 
 
 

実施学部・セン
ター等

シンポジウ
ム、セミナー

等の別
名称及びテーマ 実施日 参加人数

工学部 研究会 201５年度セラミックス総合研究会

2015年11月12－13
日 42

工学部 シンポジウム

石油学会九州・沖縄支部第34回講演
会「バイオマスのエネルギー・化学
品への高度変換とエネルギーを活用
した地域創生」

平成28年3月10日

30

工学部 その他
水素事業勉強会「バイオガス改質プ
ロセスを利用した水素の製造と二酸
化炭素の分解」

平成27年12月4日

48

工学部
出前・出張授

業
出前授業「太陽光発電の現状とこれ
から」（都城西高校）

平成27年11月14日

80

国際島嶼教育研
究センター

シンポジウム
奄美群島の生物多様性：その魅力を
再発見

平成28年2月21日

未定

国際島嶼教育研
究センター

シンポジウム 島の魚と私たちのこれから

平成27年11月28日

70

国際島嶼教育研
究センター

セミナー
知りたい！奄美の海を支えるサンゴ
たち

平成28年1月31日
30

国際島嶼教育研
究センター

セミナー
新種がいっぱい！サンゴ礁の生き物
たち

平成27年11月7日
20

国際島嶼教育研
究センター

その他 初冬の奄美で森の木を見る会
平成27年12月23日

40

国際島嶼教育研
究センター

その他 干潟の生き物を見て触って感じよう
平成27年9月26日

30

産学官連携推進
センター

研究会 かごしま材料学研究会
平成27年4月24日

20

産学官連携推進
センター

シンポジウム
スマートコミュニティシンポジウム
第9回　産学官民コミュニティ全国
大会

平成27年10月3日

307

産学官連携推進
センター

シンポジウム 食と健康に関するシンポジウム
平成27年11月30日

194
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資料４－７ 鹿児島大学で開催されているシンポジウム等の調査結果（その３） 

 

実施学部・セン
ター等

シンポジウ
ム、セミナー

等の別

名称及びテーマ 実施日 参加人数

産学官連携推進
センター

その他
第1回産業支援コーディネーター等
連絡会議

平成27年6月4日
38

産学官連携推進
センター

その他
第2回産業支援コーディネーター等
連絡会議

平成27年11月24日
37

産学官連携推進
センター

その他
第3回産業支援コーディネーター等
連絡会議

平成28年2月18日
約30

産学官連携推進
センター

その他
鹿児島大学認定コーディネーター研
修会

平成27年9月25日
38

産学官連携推進
センター

その他
鹿児島大学認定コーディネーター研
修会

平成28年2月18日
13

産学官連携推進
センター

その他 鹿児島大学水産学部ラボツアー
平成27年8月28日

100

産学官連携推進
センター

その他 大学発事業マッチングミーティング
平生28年2月24
日、3月4日 未定

歯学部 公開講座
名称：鹿児島大学歯学部公開講座
テーマ：日常の臨床で活躍する接着
技法

平成27年10月31日

約50名

歯学部 シンポジウム

名称：第１回鹿児島国際歯学シンポ
ジウム
テーマ：グローカルな健康長寿を実
現する歯学教育と臨床を考える

平成28年1月30日

約150名

自然科学教育研
究支援センター
アイソトープ実
験施設

公開講座
夏休み体験学習「放射線ってどんな
もの？」

平成27年8月5日

56

自然科学教育研
究支援センター
アイソトープ実
験施設

その他
原子力災害地域リスクコミュニケー
ター育成に関する研修会

平成27年11月13日

21

自然科学教育研
究支援ｾﾝﾀｰ機器
分析施設

セミナー
DelsaMax PRO-ﾅﾉ微粒子解析に関す
る基礎ｾﾐﾅｰ

平成27年6月22日

37

自然科学教育研
究支援ｾﾝﾀｰ機器
分析施設

セミナー
Kinetex　新技術セミナー
(次世代コアシェルカラムの現状と
展望)

平成27年9月17日

24

自然科学教育研
究支援ｾﾝﾀｰ機器
分析施設

セミナー
ゼータサイザーナノ ZSP-ナノ粒子
評価セミナー

平成27年10月30日

24

自然科学教育研
究支援ｾﾝﾀｰ機器
分析施設

その他 KOACH ｵｰﾌﾟﾝｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ

平成27年9月17日

5
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資料４－７ 鹿児島大学で開催されているシンポジウム等の調査結果（その４） 

 
 

実施学部・セン
ター等

シンポジウ
ム、セミナー

等の別
名称及びテーマ 実施日 参加人数

司法政策教育研
究センター

シンポジウム
鹿児島大学司法政策教育研究セン
ター開設記念シンポジウム「地域の
法律系人材の充実の取り組み」

平成27年6月6日

100

司法政策教育研
究センター

セミナー ロイヤリング実践セミナー２０１５
平成26年8月28日
～31日 12

司法政策教育研
究センター

セミナー
「今、なぜロースクールで学ぶのか
☆列島縦断リレー☆法科大学院がわ
かる会２０１５」

平成27年8月22日
～23日 20

水産学部 公開講座 第11回「海岸へ行こう」
平成28年10月25日

19

水産学部 その他 第27回魚類生態研究会
平成28年2月13日
～14日 112

水産学部・かご
しまCOCセン
ター

シンポジウム
革新的技術緊急展開事業　養殖ブリ
関連課題成果発表会

平成27年11月13日
127

総合研究博物館 公開講座
第28回市民講座　「自然科学とメ
ディアをつなぐ～恐竜から人体まで
～」

平成27年5月23日

60

総合研究博物館 公開講座
第15回公開講座　「火山はなぜ噴火
するのか？-日本列島に暮らすとい
うこと-」

平成27年6月6日

135

総合研究博物館 公開講座
第29回市民講座「成川式土器から考
える古代のかごしま」

平成27年10月24日
61

総合研究博物館 セミナー
第15回自然体験ツアー「照葉の森の
自然観察会」

平成27年4月19日
21

総合研究博物館 セミナー
第2回奄美の生物多様性観察会
「初冬の奄美で森の木を見る会」

平成27年12月23日
40

総合研究博物館 その他 企画展　「花－眼差しのあいだ」
平成27年4月10日
～30日 不明

総合研究博物館 その他
特別公開　「世界初、徳之島で発見
されたアマミノクロウサギの化石」

平成27年8月6日～
9月9日 348

総合研究博物館 その他
第15回特別展　「成川式土器ってな
んだ？-鹿大キャンパスの遺跡で出
土する土器」

平成27年9月30日
～10月27日

582

総合研究博物館 その他
特別公開　「与謝野鉄幹・与謝野晶
子の直筆短歌-旧制鹿児島高等農林
学校　指宿試験場の芳名録」

平成27年11月14日
～12月12日

452

総合研究博物館 その他
特別公開　沖縄本島で150万年前の
地層から発見された琉球列島最古の
ハブ属の化石

平成28年1月27日
～4月9日 85



173
181 

 

資料４－７ 鹿児島大学で開催されているシンポジウム等の調査結果（その５） 

実施学部・セン
ター等

シンポジウ
ム、セミナー

等の別
名称及びテーマ 実施日 参加人数

大学院医歯学総
合研究科

公開講座
名称：市民公開講座　テーマ：リウ
マチ，変形性関節症，骨粗鬆症（ロ
コモ）は治る時代へ！？

平成27年9月6日

約400名

大学院医歯学総
合研究科

シンポジウム
名称：第３回鹿児島がんフォーラム
テーマ：がん生物学の基盤からがん
の診断と治療法の革新を目指して

平成27年11月25日

約100名

大学院医歯学総
合研究科附属難
治病態制御研究
センター／共同
獣医学部附属越
境性動物疾病制
御研究センター

シンポジウム
第１回　鹿児島大学感染症制御のた
めのシンポジウム

平成28年1月25日

約80

農学部 研究会
産地が取り組む野菜加工ビジネスモ
デルづくり

平成27年8月5日
不明

農学部 研究会 第8回近赤外講習会in鹿児島大学
2月29日-3月1日

不明

農学部 その他
八重山高原星物語に参画し、入来牧
場ブース出展

平成27年8月8日
不明

農学部 その他 野菜作り教室
9月15日～11月10
日

農学部（焼酎発
酵学教育研究セ
ンター）

研究会
第14回かごしま産学官交流研究会
「本格焼酎部会」、｢焼酎発酵副産
物研究会｣

平成28年5月2日

40

農学部（焼酎発
酵学教育研究セ
ンター）

研究会
第15回かごしま産学官交流研究会
「本格焼酎部会」、｢焼酎発酵副産
物研究会｣

平成28年8月21日

40

農学部（焼酎発
酵学教育研究セ
ンター）

シンポジウム
第12回鹿児島大学焼酎学シンポジウ
ム～これまでの10年、これからの10
年～

平成28年12月1日

190

附属図書館 その他
鹿児島大学附属図書館貴重書公開
講演会「文献資料から見る鹿児島高
等農林学校」

平成27年11月29日

40

埋蔵文化財調査
センター

公開講座 「人骨の考古学」
平成27年7月26日

50

埋蔵文化財調査
センター

その他
公開講演会「奄美考古学研究の課
題」

平成28年2月6日
70

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

鹿児島純心女子高等学校出張講座,
「ヒトの遺伝子から作られるバイオ
医薬品」

平成27年7月10日

50

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

八女学院高等学校出前講座, 「ヒト
の遺伝子から作られるバイオ医薬
品」

平成27年8月3日

45



174
182 

 

資料４－７ 鹿児島大学で開催されているシンポジウム等の調査結果（その６） 

 

実施学部・セン
ター等

シンポジウ
ム、セミナー

等の別
名称及びテーマ 実施日 参加人数

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

熊本県立天草高等学校・天草総合大
学, 「ヒトの遺伝子から作られるバ
イオ医薬品」

平成27年9月8日

60

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

熊本県立八代高等学校・出張講義,
「ヒトの遺伝子から作られるバイオ
医薬品」

平成27年10月9日

50

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

鹿児島県立国分高等学校・出張講
義, 「ヒトの遺伝子から作られるバ
イオ医薬品」

平成27年10月17日

45

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

出前講義（楠隼高校）
平成27年10月30日

50

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

熊本学園大学附属高校化学：実は面
白い，実に面白いタンパク質化学

平成27年7月7日
40

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

旭進学園宮崎第一中学高等学校　化
学：健康食品のウソホント

平成27年7月23日
45

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

鹿児島県立川辺高等学校　化学：健
康食品のウソホント，理系の文章術

平成27年8月21日
40

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

鹿児島市立玉龍高等学校 大学等模
擬授業 化学：健康食品のウソホン
ト

平成27年9月17日

45

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

宮崎北高校サイエンス研修
平成27年6月20日

50

理学部　生命化
学科

出前・出張授
業

生物オリンピック予選試験の世話
平成27年7月19日

70

理工学研究科
地域コトづくり
センター

シンポジウム

第１回　地域コトづくりセンターシ
ンポジウム「鹿児島の資材シラスの
建設材料としての有効活用に関する
シンポジウム」

平成28年1月29日

161

留学生センン
ター

その他 留学生によるポスターセッション
平成28年7月31日

150

鹿児島県教育
庁，かごしま県
民大学中央セン
ター

公開講座
タイトル：平成28年度生涯学習県民
大学講座「酵素でわかる食品と医薬
品」

平成27年12月5日

100

附属図書館 その他
鹿児島大学附属図書館貴重書公開展
「旧制鹿児島高等農林学校の底力」

平成27年11月19日
～12月10日 267

附属図書館 その他
図書館利用についての一般市民への
公開

理工学研究科
地域コトづくり
センター

その他
「シラス技術研究会（仮称）」発足
の準備会議

平成28年1月29日

20
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資料４－８ 農学部地域連携協議会設置要綱 
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資料４－９ 鹿児島大学農学部地域連携協議会委員名簿 
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資料４－10 農学部地域連携プロジェクトの地域別実施状況 
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資料４－11 鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプロジェクト成果報告会（ポスター） 

 

 

 

 

 



179
187 

 

資料４－12 平成27年度鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプロジェクト成果

報告会プログラム 
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資料４－13鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプロジェクト関連新聞記事 
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平成２７年度 第２回かごしまＣＯＣセンター運営委員会  

議事要旨 

 

 

【日時】平成２７年８月６日（木）１６：１０～１７：５０ 

 

【場所】事務局第３会議室（事務局４階） 

 

【委員】 

出席者：木村（センター長・研究部門長）、飯干（教育部門長）、地頭薗（地域防

災・医療部会長）、石塚（観光産業・国際部会長）、寺岡（エネルギー部会

長：代理出席）、岩井（農林畜産業部会長）、野呂（水産業部会）、河野

（COC セ）、冨永（COC セ）、星野（COC セ）、出口（COC セ）、小栗（COC

セ）、酒井（COC セ）、福島（産学官セ）、仲谷（理）、本間（工）、古川

（医）、於保（歯）、境（農、農学研、連合農学）、佐野（水、水産学

研）、宮本（共同獣）、桑原（人社研）、武若（理工研）、宮脇（医歯

学）、稲谷（臨床心理）、田代（COC セ） 

 

欠席者：上谷（社会貢献部門長、教、教育学研）、高津（法）、米（保健学研）、志 

田（司法） 

【事務局】 

研究国際部長、社会連携課、事務補佐員 

 

【議題】 

１． 平成２８年度開講「大学と地域」について 

出口特任准教授から平成２８年度開講予定の「大学と地域」の実施方法などに

ついて、資料１等に基づき以下のような報告がなされた。①「大学と地域」に

ついては本センター教育部門長であり教育センター長でもある飯干先生の下に

ＷＧを作って議論をしてきた。②提案している「大学と地域」の実施方法やそ

の内容などついて、本運営会議でお認めいただいた上で意見をいただき、それ

を「大学と地域」に反映したい。③「大学と地域」は全学必修科目であること

から、全学生が受講できるように時間割を組む必要があり、教育センターか

ら、前期は火曜日の４限、後期は金曜日の５限に開講し、それぞれ受講する学

部を指定して行うと提案をされている。 

   引き続き、以下のような質疑応答がなされた。 
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Ｑ１．仲谷委員・・・専門科目は提出しているが、指定されては困る。資料１－２の

地域志向一貫教育カリキュラムのイメージ（案）に、「汎用的能力育成が主目

的」とあるが、「汎用的能力育成」ということではどういうスキルを身に付け

ることが目標かということが見えない。 

Ａ１．出口特任准教授・・・理学部の専門科目としての地域志向科目は理学部から回

答いただいている科目で想定している。目標についてはどの専門分野に進むに

しても必ず必要な基礎学力を養成することを目標としている。 

Ｑ２．佐野委員・・・学生はどのテーマを履修しても良いのか。例えば水産学部の学

生は水産関係のテーマを履修したいと思うかもしれないが、専門分野以外のテ

ーマを選ぶべき等の規定があるのか。 

Ａ２．出口特任准教授・・・学生にシラバスを提示し、第１から第３までの履修希望

テーマを聞き、もし第１希望テーマの履修希望者がオーバーしている場合は第

２、３希望のテーマに登録してもらうことを考えている。抽選にするよりは良

いのではないだろうか。学生の所属学部によって履修テーマに制限を加えるこ

とは考えていない。 

Ｑ３．佐野委員・・・前期で希望通りに受けられなかったから、後期に受けられるよ

うにするということもあるのか。１年生で単位を落とした場合、２年生ではど

のテーマでも受講できるようにするのか。 

Ａ３．出口特任准教授・・・学部によって前期受講、後期受講と受講期を指定するこ

とを予定している。１年生で落とした場合には、２年生ではどのテーマでも受

けられるようにすることを予定している。 

Ｑ４．古川委員・・・医学部は、来年度から共通教育は１年間とし、共通教育の単位

不足者は 2年生に進めないようにという制度を設けることを検討中である。 

   医学部の履修期が後期に指定された場合、もし単位を落としたらそのまま留年

となり、再試は２年の授業が始まってからなので、2 年生に進めないことにな

る。医学部・医学科としては医学部の履修期を前期に設定していただけないだ

ろうか。 

Ａ４．出口特任准教授・・・単位を落とした場合、２年、３年生で再履修する際に裏

の時間帯に専門の必修科目がある場合もあるので、ご指摘の点は大きな問題で

あると認識している。しかし、前期で落としたら後期で受けられるという履修

形態にすると、後期に受ける学生に不利になってしまうので、同一年の前期と

後期の両方で履修できるという方式は難しいと考えている。 

飯干センター長・・・共通教育で検討します。 

木村センター長・・・この件はもう少し検討させて下さい。 

   冨永特任教授・・・その他の必修科目と同じように「大学と地域」についても

「履修指導」を徹底するべきである。 
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Ｑ５．石塚委員・・・理系のテーマを文系の学生が受けるということもあるので、ク

ラスに十分ついて行けるように考慮していただきたい。１５回目に全テーマの

クラスで同じレポートを課すということだが、先生方に共通認識が必要なので

はないだろうか。外部講師の予算配分は際限なくできるのだろうか。受講証明

書を発行するとあるが、履歴書に書ける等の効力はあるのか。 

Ａ５．出口特任准教授・・・コーディネーターがクラスの責任者なので、コーディネ

ーターと話題提供者が相談してクラスを作っていただきたいと考えている。さ

まざまな学部の学生が受講しているということを理解し、理系の学生が文系の

テーマのクラスを受けて苦労するということがないようにするつもりである。

コーディネーターの先生方には、簡単な研修をして、レポートに課すべき内容

や授業方針、目的等についての情報共有をしたいと考えている。予算について

は、旅費が最も大きな問題になると思うが、ＣＯＣセンターと教育センターで

来年度の予算に組み込んでいくつもりであり、旅費は確保したいと考えてい

る。受講証明書は地元就職のために有利なれば良いと考えている。 

Ｑ６．佐野委員・・・コーディネーターは１０人とあるが、前期、後期とも同じ方が

するということか。 

Ａ６．出口特任准教授・・・前期と後期で同じ内容をするので最低１０人ということ

であるが、コーディネーターは変わっても良いと考えている。 

Ｑ７．宮脇委員・・・同じテーマのクラスを受講するのは面白くないのではないだろ

うか。前期で１～１０クラスの内容を受講し、ここで興味のあったクラスを後

期で受けるというのはどうだろうか。 

Ａ７．出口特任准教授・・・本科目は全学必修科目であり、学生 1人につき 1回のみ

の受講を想定している。したがってご提案の実現は難しい。受講したテーマに

ついてさらに学びたいということであれば、資料１－２に記載しているような

「大学と地域 advanced」を受講するということが考えられる。 

Ｑ８．寺岡委員・・・開講期の曜日の提案があったが、いろいろな科目と重なってし

まうということがあるので、教務委員会等で調整をして欲しい。開講時期も集

中講義等にしないと話題提供できる教員も限られてくるのではないか。話題提

供者は連携自治体の職員だけに限られているのか。ＴＡの配置は考えている

か。 

Ａ８．出口特任准教授・・・開講時期を集中講義にするのは難しいのではないかと考

えている。ＴＡは他の共通教育の全学必修科目には配置されているので、「大

学と地域」についても配置できたら良いと考えており、来年度の予算で考えた

い。話題提供者は連携自治体以外でも良い人材がいれば可能である。 

Ｑ９．福島センター長・・・年間で２０クラスあるのであれば、その中の１クラスく

らいは、留年した人や、郡元キャンパスでない人の利便性のために集中講義や
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土曜日に開講することも検討してはどうか。 

 

 ２．専門科目の地域志向科目調査について 

   出口特任准教授より、前年度にＣＯＣセンターで、各学部の開講科目シラバス 

に基づいて、地域志向・関連科目を抽出して、各学部の運営委員会委員に対し 

て地域志向・関連科目の提出依頼を行った。その結果、理学部、教育学部、歯 

学部からは２７年３月までに回答をいただいているが、それ以外の学部からは 

いただいていない。近日中に改めて問い合わせをメールで行うので協力をお願 

いしたい。 

 

【報告事項】   

１． 平成２６年度事業 学内評価委員会報告 

木村センター長から、資料に基づき以下のことが報告された。①平成２６年度

ＣＯＣ事業学内評価委員会を２７年４月３日に実施したこと(資料２－１～

３)、②学内評価委員会の後、平成２７年７月４日に平成２６年度ＣＯＣ事業

についての学外評価委員会を実施し、ＣＯＣセンターの活動について多くの貴

重な意見が出され、また後日評価委員長から各委員の意見をまとめた最終の評

価結果（報告書）の提出があったこと（資料３－１～４）。加えて、木村セン

ター長から外部評価委員会では、平成２６年度のＣＯＣセンターの活動につい

て「計画を概ね実施できている」と評価するが、まだ改良の余地があると指摘

されており、これらの指摘事項を踏まえて今年度も引き続き事業を発展させる

予定であるとの報告があった。 

 

２．平成２７年度地域志向教育研究経費公募事業選定結果報告 

河野特任教授から、平成２７年度地域志向教育研究経費の公募とその選定結

果について、資料４－１～３に基づき以下のような報告がなされた。①公募要

領について文部科学省の承認を得た後、６月１０日に公募を開始し、６月３０

日に締め切った。②今年度は、昨年の２４件の約２倍の５５件の応募があっ

た。③７月１日に、部門長、部会長、ＣＯＣセンターの特任教員の合計１２名

の審査員に審査を依頼した。すなわち、１件の応募課題について３人の審査員

が審査を担当した。④７月１０日に審査を締め切り、審査結果を集計して７月

１３日にＣＯＣセンター連絡会において審査結果を報告・確認した後７月１４

日の地域貢献推進室会議で研究担当理事に報告し、確認をしてもらった。７月

１５日に学長へ報告し、採択課題の承認が得られたので、その日の内に各部局

に採択課題と配分額の連絡を行った。⑤不採択となった応募者には、各個人あ

てにメールで連絡した。 
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３．旧生涯学習教育研究センター改組について（社会貢献・生涯学習部門） 

木村センター長より、資料５－１～２に基づき、ＣＯＣセンターの設置に伴

い、生涯学習教育研究センターをかごしまＣＯＣセンター社会貢献・生涯学習

部門として組み込むことにより、組織の効率化と地域ニーズに対応した社会人

向け専門教育コースや生涯学習の場の提供等、社会貢献の充実をはかることを

目的とした改組が行われたことの説明があった。 

 

 

４．その他 

冨永特任教授より、資料６に基づき、鹿児島大学で実施されている地域貢献

に関する活動の状況をＣＯＣセンターとして把握するとともに、参画できる活

動には参画・協力していくために、各学部、研究科で社会貢献関連の公開講

座、セミナー、講演会等を実施される際には、ＣＯＣセンターにもご一報いた

だきたいとの依頼がなされた 

これに対して、古川委員より、広報委員会やホームページ等で、事務的に確認

する方法もあるのではないかという意見があった。 

 

以上 
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社会貢献・生涯学習 
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資料５－３ かごしまＣＯＣセンターに関する報道記事 

203 
 

かごしまＣＯＣセンターが行った「キックオフシンポジウム」と「島嶼シンポジウム in 

与論」に関する記事 
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平成 27 年度鹿児島大学 COC センター観光部会活動報告書 

鹿児島大学法文学部経済情報学科 石塚孔信 
 
○観光部会では、平成 27 年度は以下のような活動を行った。 
１．部会活動の内容 
 今年度は、部会を定期的に開催することから始めて、連携自治体との協力関係を構築す

ることに重点を置いた。まず、薩摩川内市の地域資源と観光に関して、8 月～9 月に大学側

と薩摩川内市側から問題提起や現在の取組み等を紹介していただき議論した。さらに、9 月

には、鹿児島市から観光に関して現在の取組みを紹介していただいた。また、鹿児島県と

は 9 月初めに県庁に出向き、今後の取組みについて説明し理解をいただいた。また、後半

は、「大学と地域」の実施について、担当教員と自治体からの協力を中心に検討し、「まち

づくり・観光クラス」として学内教員 12 コマ（12 名）、連携自治体 8 コマ体制で前後期で

開講することになった。 
 来年度は、今年度の活動を踏まえて、連携自治体を中心に協力関係をさらに深めて地域

の問題に具体的に取り組むシステムを構築出来るように部会で検討していきたいと考えて

いる。 
 
２．部会の開催 
第 1回 鹿児島大学 COC 観光・国際部会 

平成 27 年 5 月 19 日（水）10 時 30 分～  

於：経済情報学科演習室１ 

議題１ 平成 27 年度事業計画について 

（教育） 

・地域志向科目の選定（6～7月） 

・地域志向科目（専門科目）の策定（7～8月） 

・教務委員会、学科会、教授会での承認（9～10 月） 

（研究） 

・5月以降、毎月例会を開催し、観光についての研究会を行う。 

・12 月までに公開シンポジウムを行う。 

（社会貢献） 

・５月以降連携自治体と協議し自治体の抱える課題について共同で検討する。 

・来年度の授業で対応できるものを模索する。 

議題２ 平成 27 年度予算申請について 

・地域志向教育研究経費の申請 

議題３ その他 

報告１ 平成 27 年度第 1回 COC 部会連絡会報告 
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報告２ その他 

 

第 2 回 鹿児島大学 COC 観光・国際部会 

平成 27 年 6 月 24 日（水）14 時 30 分～  

於：経済情報学科演習室１ 

議題１ 平成 27 年度地域志向教育研究経費に係る成果報告会について 

 ・11 月中旬に薩摩川内市で発表（資料１） 

議題 2 平成 27 年度部会活動について（継続） 

（教育） 

・地域志向科目の選定（6～7月） 

・地域志向科目（専門科目）の策定（7～8月）（資料２） 

・教務委員会、学科会、教授会での承認（9～10 月） 

 

（研究） 

・7月以降、毎月例会を開催し、観光についての研究会を行う。 

・11 月に成果報告会を行う。 

（社会貢献） 

・6月以降連携自治体と協議し自治体の抱える課題について共同で検討する。 

・来年度の授業で対応できるものを模索する。 

議題 3 平成 27 年度予算申請について 

・地域志向教育研究経費の申請（資料３） 

議題 4 その他 

報告１ 平成 27 年度 COC 観光・国際部会名簿（平成 27 年 6 月現在）（資料４） 

報告２ その他 

 

第 3 回 鹿児島大学 COC 観光・国際部会 

平成 27 年 8 月 5日（水）15 時 00 分～  

於：経済情報学科会議室 

議題１ 薩摩川内市の観光についての取組みと地域資源の掘起こしについて 

 ・薩摩川内市の取組み（資料１） 

議題 2 平成 27 年度部会活動について（継続） 

（教育） 

・地域志向科目（専門科目）の策定（7～8月） 

・教務委員会、学科会、教授会での承認（9～10 月） 

（研究） 

・観光・地域づくりについての研究会を行う。 
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・11 月に成果報告会を行う。 

（社会貢献） 

・連携自治体と協議し自治体の抱える課題について共同で検討する。 

・来年度の授業で対応できるものを模索する。 

議題 3 地域志向科目「大学と地域」の実施について（資料２） 

議題 4 その他 

報告１ かごしま COC センター部会活動経費について（資料 3） 

報告２ 平成 27 年度第 2回かごしま COC センター運営委員会報告 

報告 3 その他 

 

第 4 回 鹿児島大学 COC 観光・国際部会 

平成 27 年 9 月 30 日（水）15 時 00 分～  
於：経済情報学科会議室 
議題１．薩摩川内市の観光と地域資源の掘起こしについて（資料 1，2） 

    ・大学側からの報告 

議題２．鹿児島市の観光の現状について（資料 3） 

    ・鹿児島市役所より 

議題３．平成 27 年度部会活動について（継続） 

    （教育） 

    ・大学と地域の実施について 

    ・地域志向科目の選定について 

    （研究） 

・観光・地域づくりについての研究会を行う。 

・11 月 27 日（金）に薩摩川内市で成果報告会を行う。 

議題４．鹿児島市と鹿児島県との連携について 

    ・経過報告 

議題５．地域志向科目「大学と地域」の実施について（継続）（資料 4） 

    ・コーディネーターの選出 

    ・協力教員について 

議題６．その他 

報告１．第 2回かごしま COC センター運営委員会報告 

報告２．その他 

 

第 5 回 鹿児島大学 COC 観光・国際部会 

平成 27 年 10 月 28 日（水）15 時 00 分～  

於：経済情報学科会議室 
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議題１．薩摩川内市の観光と地域資源の掘起こしについて（継続） 

      話題提供者：森脇 広 先生（本学名誉教授） 

      テーマ：「薩摩川内市の地形景観－特質と由来－観光との関わりで考える」 

議題２．平成 27 年度部会活動について（継続） 

    （教育） 

    ・「大学と地域」の実施について 

    ・地域志向科目の選定について 

    （研究） 

・観光・地域づくりについての研究会を行う。 

 開催の回数：２ヶ月に一回？ 

・11 月 27 日（金）に薩摩川内市で成果報告会を行う。 

・部会への鹿児島県庁の参加について 

議題３．地域志向科目「大学と地域」の実施について（継続・資料 1） 

    ・前期 5名、後期 5名を予定（各 1時間ずつ） 

議題４．その他 

報告１．地域志向教育研究経費に係る成果報告会への参加について（資料２） 

    ・参加できる先生方は、11 月 20 日（金）までに連絡して下さい。 

報告２．その他 

 

第 6 回 鹿児島大学 COC 観光・国際部会 

平成 28 年 1 月 27 日（水）15 時 00 分～  

於：経済情報学科会議室 

議題１．霧島市牧園町麓地区街づくり促進会からの依頼について（資料 1） 

     話題提供者：田代哲郎（本学 COC センターコーディネーター） 

議題２．平成 27 年度部会活動について（継続） 

    （教育） 

    ・「大学と地域」の実施について 

    ・地域志向科目の選定について（大学改革とのからみで） 

    （研究） 

・3月 17 日（木）～18 日（金）に香川大学（高松市）に調査 

 （香川大学における地域の観光に関する取り組みについての聞き取り調査及び

関係地視察） 

議題３．地域志向科目「大学と地域」の実施について（継続・資料 2） 

    ・メンバーと講義内容等 

    ・実施マニュアル 

議題４．その他 
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報告１．次回の開催は 4月 27 日（水）15 時 00 分～17 時 00 分 

報告２．その他 

 

（資料）部会の様子 

   

薩摩川内市の報告（古川氏）（１）      薩摩川内市の報告（古川氏）（２） 

  

大学側の報告（森脇先生）（１）      大学側の報告（森脇先生）（２） 
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平成２７年度地域防災教育研究センター活動概要 

 

１．防災セミナーの開催 

本センターでは３か月おきに学内外から講師を招いて防災セミナーを実施している。セ

ミナーは学内外に公開している。平成 27 年度においては、第８回から第 11 回まで４回の

セミナーが開催された。 
〈平成 27 年度〉 
(1)  第８回セミナー 
 開催日 平成 27 年４月 23 日（木） 
演題・講師 災害時の心理と基本的対処  関山 徹 

       学校教育における防災教育の充実に向けて  黒光貴峰 
(2)  第９回防災セミナー 
開催日 平成 27 年 10 月２日（金） 

 演題・講師 平成 18 年７月豪雨における川内川流域住民の避難行動について   
安達貴浩 
土砂災害対策について  戸田洋一 

(3)  第 10 回防災セミナー 
開催日 平成 27 年 12 月 10 日（木） 

 演題・講師 噴煙の映像観測・衛星画像解析と火山防災  木下紀正 
       三島村・喜界カルデラジオパークにおける防災への試み  大岩根 尚  
(4)  第 11 回防災セミナー 
開催日 平成 28 年２月 26 日（金） 

 演題・講師 気象庁の津波警報について  緒方 誠 

       津波観測波形を用いた津波波源の逆解析とリアルタイム津波予測 

浅野敏之 

 

２．シンポジウム等の開催 

平成 27 年に本センターが主催あるいは共催して開催したシンポジウム等は以下の通りで

ある。 

（主催） 
(1)  「口永良部島新岳噴火災害緊急対応」報告会 

主催 地域防災教育研究センター 

開催日 平成 26 年７月２日（木） 
会場  鹿児島大学農学部連合農学研究科会議室（鹿児島市） 

(2) シンポジウム「霧島山の火山ハザード」  
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主催 地域防災教育研究センター 
会場  鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市） 

(3) 講演会「看護師に必要な放射線防護の知識－被ばく低減のために」  

 (4)  第４回かごしま国際看護フォーラム「島嶼・へき地のルーラルナーシングと災害看

護」 
主催 地域防災教育研究センター 

共催 医学部、医学部・歯学部付属病院看護部、鹿児島県看護協会 

開催日 平成 28 年２月６日（土） 
会場  生涯学習プラザ・男女共同参画センター（鹿児島市） 

(5) 緊急被ばく医療講演会・研修会 

主催 地域防災教育研究センター 

開催日 平成 28 年２月７日（日） 

会場  鹿児島大学医学部保健学科・保健学研究科棟６０１号室（鹿児島大学桜ヶ丘キャ

ンパス 鹿児島市） 

(6)  シンポジウム「２０１４年広島豪雨災害に学ぶ －警戒避難対応を中心に－」 
 主催 地域防災教育研究センター  
共催 鹿児島地方気象台 
開催日 平成 28 年２月 20 日（土） 
会場  鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市） 

(7)  防災ワークショップ「大規模火山噴火時の地域防災」第１部－何が起きるのか、何を

なすべきか、同第２部－大規模火山噴火時に立ち向かう最新技術開発 
主催 地域防災教育研究センター 

次世代安心・安全ＩＣＴフォーラム 
開催日 平成 28 年３月５日（土） 
会場  鹿児島大学共通教育棟１号館１２５号講義室（鹿児島市） 

（共催） 

(1) 平成 27 年度東串良町防災教育シンポジウム「東串良での地震・津波避難を考える  

－最先端の防災科学と学校や家庭、地域における防災教育の在り方－」 

 主催 東串良町教育委員会 

 共催 地域防災教育研究センター 

 開催日 平成 27 年８月５日（水） 

 会場  東串良町総合センター（東串良町） 

 

３．学内における防災教育の実施 

共通教育において防災に関する科目を提供するとともに、防災士養成等に取り組んでい

る。 
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(1)  共通教育の提供 
共通教育科目４科目の実施  
いのちと地域を守る防災学Ⅰ（前期毎週） 
いのちと地域を守る防災学Ⅱ（後期毎週） 
地域防災学実践Ⅰ（同時開講 かごしま教養プログラム）（前期集中） 
地域防災学実践Ⅱ（同時開講 かごしまフィールドスクール）（前期集中） 

(2)  防災士養成の取り組み 
救急救命講習 3回の実施  
日本赤十字社鹿児島県支部と連携 

日本防災士機構による防災士資格取得試験の実施（年 1 回） 
 

４．地域との連携による事業の実施 

(1)  文部科学省実践的防災教育総合支援事業の支援（平成 24 年度～） 
県教育委員会「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災教育総合支援事業」

委託）において、県・市町教育委員会からの要請を受けてモデル校へ防災教育アドバイザ

ーの派遣および防災実践指導を行っている。平成 26・27 年度は奄美市と東串良町で実施し

た。なお、平成 24・25 年度は志布志市と霧島町で実施した。 
 

５．調査研究の実施 

(1)  文部科学省地域防災対策支援研究プロジェクト事業「南九州における地域防災支援デ

ータベースの構築」（平成 25 年度から平成 27 年度） 
四つのデータベースの構築に向けて作業を行っている。  
ゲリラ豪雨データベースの構築 
土砂災害データベースの構築 
桜島対象噴火デジタルアーカイブスの構築 
鹿児島県市町村ハザードマップ  

(2)  文部科学省プロジェクト「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と 
地域防災体制の構築（平成 24 年度から平成 27 年度） 
① 平成 27 年度報告書の発行 
② 平成 26 年度報告書の発行 
③ 平成 25 年度報告書の発行 
④ 平成 24 年度報告書の発行  

(3) 気象庁気象研究所 「気象レーダを活用した火山噴煙に関する研究」（平成 26 年４月

から平成 29 年３月） 
(4) 国立研究法人防災科学技術研究所「気象レーダによる極端現象の監視と予測に関する

研究」（平成 25 年８月から平成 28 年３月） 
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(5) 一般財団法人日本気象協会 「マルチパラメータレーダの観測精度向上及び観測デー

タを用いた短時間気象予報に関する研究」（平成 27 年４月から平成 28 年３月） 

 
６. その他  
(1)  熊本大学大学院自然科学研究科付属減災型社会システム実践研究教育センターとの

合同セミナー 

 開催日 平成 27 年 8 月 24 日（月） 

 会場 熊本大学自然科学研究科付属減災型社会システム実践研究教育センター 

(2) 噴煙火山ガス研究会 

① 第１回 

 開催日 平成 27 年 10 月９日（金） 

 演題・講師 噴煙・火山ガスと大気環境  木下紀正 

② 第２回 

 開催日 平成 27 年 10 月 16 日（金） 

 演題・講師 大規模噴火を想定した火山灰対策  岩松 暉 

③ 第３回 

 開催日 平成 27 年 10 月 30 日（金） 

 演題・講師 気象レーダによる噴煙観測  真木雅之 

④ 第４回 

  開催日 平成 27 年 11 月 27 日（金） 

  演題・講師 火山灰雲のレーダデータ３次元解析  高橋 忍 

        レーダデータの三次元可視化  鈴木郁子 

⑤ 第５回 

開催日 平成 27 年 12 月 11 日（金） 

  演題・講師 活火山桜島における農業  富永茂人 

⑥ 第６回 

開催日 平成 28 年１月 15 日（金） 

講演・講師 火山噴火後の侵食と土砂流出  下川悦郎・寺本行芳 

⑦ 第７回 

開催日 平成 28 年１月 22 日（金） 

  演題・講師 G-EVER 火山災害予測支援システム、アジア太平洋地域地震火山災害情

報図プロジェクトによるハザード評価  宝田晋治 

⑧ 第８回 

開催日 平成 28 年１月 29 日（金） 

  演題・講師 火山噴煙・ガスの教材化  飯野直子・今村 唯 

⑨ 第９回 
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  開催日 平成 28 年 2 月 12 日（金） 

  演題・講師 気象庁の新しい降灰予報について  古田仁康 

 (3) 企業等からの相談等 

自然災害に対する事業継続計画（BCP 計画）策定をはじめとした企業等の防災活動につ

いて相談に応じた。 
① 鹿児島県高圧ガス保安協会第５６回通常総会で講演 
 開催日 平成 27 年６月 26 日（金） 
 演題・講演者  桜島の大規模噴火災害に備える  センター特任教授 
② トヨタ自動車株式会社車両物流部物流計画室スキルド・パートナーの来訪  
 平成 27 年８月４日（火）、トヨタ自動車株式会社車両物流部物流計画室スキルド・パ

ートナー奥村氏が、桜島噴火時 BCP 作成のための情報入手の相談のため、センターを訪

問された。 
③ 株式会社 IHI 総務部総務グループの来訪 

  平成 27年８月 25日（火）、株式会社 IHI 横浜事業所の防災責任者橋本氏はじめ６名が、

火山のリスクと備えに関する情報収集のため、センターを訪問された。 
④ ソニーセミコンダクタ株式会社鹿児島 TEC からの来訪 
 平成 27 年 12 月３日（木）、ソニーセミコンダクタ株式会社鹿児島 TEC 総務部安全環

境課統括課長梅野氏ほか 3 名が、火山（桜島、霧島）の大噴火時の BCP 作成に資する情

報入手のため、来訪された。  

(4) 「防災ネットワーク」設立 

 平成 27 年 8 月 10 日、日本防災士機構「防災士」の資格を取得した学生による「防災士

ネットワーク」が、地域防災教育研究センターの教職員を顧問として設立された。防災知

識と防災技術の向上を図るとともに、大学および地域での防災意識を高めるための活動を展開

することを目的としている。 



208

資料５－６ 水産業部会報告 

 

 217

水産業部会報告(平成２７年度) 

 

地域に根ざした水産学部の教育研究活動 
野呂忠秀（水産業部会長） 

 
1. 教育活動 

(1) 共通教育授業科目「与論島の自然と人 （々後期、２単位）」の開講（野呂忠秀/水産学部） 
 9 月１４〜１８日に教育・法文・理・工・医・歯・農・水産学部の学生４５名が与

論島で離島体験実習を行った。与論町漁業共同組合、民俗村、サザンクロスセンター

歴史資料館、ユンヌ楽園亜熱帯植物園、パナウル診療所や鹿大地域活性化センターの

見学のほかに、シュノーケリングによる海洋生物観察を体験。参加者は現地の英会話

サークルへの飛び入り参加や、魚市場での競りも経験した。 
 

 
町（まち）与論町漁協町組合長から魚類市場の説明を受ける受講生。 

 
 
2. 研究活動 

(1) 宮崎市青島におけるイセエビ礁評価調査（野呂忠秀、松岡翠） 
 平成２５年に宮崎市漁業共同組合の依頼で青島沿岸実施した漁場調査をもとにイ

セエビ礁が平成２６年に敷設された。その２年後の平成２８年１月に潜水調査したと

ころ、直径３mのコンクリート礁に最大１４０尾/礁のイセエビが蝟集していることが

明らかになり、イセエビ礁の投入効果が実証された。この手法は日南海域のイセエビ

の資源管理に極めて有効であると推察された。 

 

  
宮崎市青島に設置されたイセエビ礁とその中に生息するイセエビ（平成 28 年１月）。 
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(2) 三島村のカメノテ（亀足）の成分分析（木村郁夫、袁春紅/水産学部） 

 鹿児島県三島村では海岸の岩礁地帯に生息するカメノテ（甲殻類）を食用として採

取してきたが、その商品化を検討している。ついては、その基礎データーとして活用

するために、その成分（水分、脂質、全アミノ酸含量、アミノ酸組成、脂肪酸組成、

ミネラル含量）の分析を三島村南田氏と共同で行った。 

 
 

 
(3) アオリイカ漁具の新規導入に関する試験操業（江幡恵吾/水産学部） 

アオリイカは種子島において重要な水産物のひとつであり、現在は釣漁業によ

って漁獲されている。かご漁具は、初期投資にかかる経費が少なく操業方法が容

易で、また、釣漁業と比べて海上での操業時間が短いという利点を持っている。

種子島漁業協同組合、鹿児島県熊毛支庁の協力の下で、2015 年 8 月 3 日～8 月 6
日、9 月 5 日～9 月 8 日の計 8 日間に、イカかごの試験操業を実施した。海中に設

置したかごの内部を水中カメラで撮影した結果、アオリイカがかごの中に入る様

子が観察された。試験操業で得られたデータを分析した結果、かごの表面を人工

草で覆い、海底から浮かせた状態で設置することが効果的であることが示唆され

た。 
 
 

 

 

 

 

 

 
 イカかご漁具（左）、かごの外側および内部で観察されたアオリイカ（中央、右） 
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（４）錦江湾奥沿岸活性化研究会を発足（江幡恵吾/水産学部） 

姶良市、鹿児島県姶良・伊佐地域振興局、錦海漁業協同組合と共同して、2015 年

5 月 15 日に錦江湾奥沿岸活性化研究会を発足させ、漁船漁業における課題、今後の

活動などについて検討を行った。 
 
（５）アサリ食害対策に関する調査を実施（江幡恵吾/水産学部） 

錦海漁業協同組合ではアサリ研究会が設置され、アサリの養殖が 2013 年から試み

られている。養殖に使用する天然の種苗は、網袋によって採取されているが、この

網袋が何らかの生物によって破られた上に、アサリが食害にあっていることが問題

とされた。そこで、鹿児島大学水産学部の協力のもとで、網袋の周辺に水中カメラ

を設置して観察をしたところ、食害の原因はメジナであることが明らかになった。

メジナによる被害を防ぐために、網地の改良を行うことになった。このような過程

を経て、2015 年 10 月 27 日には、錦海漁業協同組合としては初めてのアサリが出荷

された。 

 
（６） 鹿児島県与論町における柑橘類の魚病バクテリア感染抑制効果（塩崎一弘/水産学部） 

平成 27 年 12 月に与論島にて健康機能性を有する動植物についての調査を行い、サン

プリングした試料については大学に持ち帰って分析を行った。その結果、与論島の島

ミカンは市販の温州ミカンよりフラボノイド含量が高いことが明らかになり、さらに

魚病バクテリア E.tarda の感染を抑制することが in vitro で確認された。この結果は、

養殖飼料の添加物として与論島の柑橘類が有効である可能性を示している。 
 

  （７）鹿児島県与論島におけるアイザメ筋肉の健康機能性評価（塩崎一弘/水産学部） 
 アイザメは与論島近海に生息する深海ザメであり、肝臓以外の部位は未利用となっ

ている。そこでこのアイザメの筋肉について健康機能性の評価を行った。その結果、

アイザメ筋肉の脂質画分にマトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）阻害活性が認

められた。MMP は皮膚の老化やリウマチ、がん細胞の転移に関与するタンパク質で

あることから、アイザメ筋肉が健康機能性食品の原料となる可能性が示唆された。さ

らに細胞レベルでの解析を進めたところ、筋肉中の GD1 ガングリオシドが MMP 遺

伝子の発現を負に制御していることが明らかとなった。 
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３. セミナー・講演 
(1) 水産学部附属海洋センターセミナー（前田広人/水産学部） 

 水産学部海洋センターが実施している海洋センターセミナーの一環として 2015 年

6 月 25 日に以下のようなテーマでのセミナーを開催し、参加者 58 名を得た。 
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(2) 鹿児島の水産を若きリーダーで考えるシンポジウム 

                  （鹿児島の水産を励ます会、佐久間美明/水産学部） 

      平成 27 年 11 月 11 日に水産学部同窓会「魚水会（鹿児島県支部）」の協力を得

て、県下の水産業者によるシンポジウムが水産学部で開催され、学内外から１５０

名の参加者を得た。 

 

 
 

  



213

資料５－６ 水産業部会報告 

 

 222

 

(3) 革新的技術緊急展開事業 養殖ブリ関連鹿大成果発表会(木村郁夫/水産学部) 

 平成 27 年 11 月 13 日に鹿児島大学水産学部にて、農林水産省事業の報告会をかご

しまCOCセンターの後援をいただいて開催し、日本全国から127名のブリ養殖関係者、

行政担当者、大学関係者の参加を得た。「養殖ブリ類のストレスレス水揚げシステム

と大型魚全自動高速魚体フィレ処理機の開発」について講演と装置実演を行った。 
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(4) 鹿児島県水産研究交流セミナーの開催（小山次郎、木村郁夫他/水産学部） 

 

 水産学部が鹿児島県水産技術開発センター（指宿市）と共同で毎年開催している研

究交流セミナーが、平成 27 年 11 月 24 日に開催された。参加者は約６０名。今回は

鹿児島県内に発生する赤潮の研究が紹介され、かごしま COC センターの活動紹介も

行われた。 
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(4) 薩摩川内市における教育研究成果報告会(木村郁夫/水産学部) 

   平成 27 年 11 月 27 日に薩摩川内市市役所本館会議室にて平成 26 年度地域志向教育研

究経費 教育研究成果報告会が開催され、その中で「島嶼圏水産物の高付加価値流通の

ための取組み（木村）」が報告された。 
     

(5) 与論島における教育研究成果報告会（木村郁夫、江幡恵吾、塩崎一弘/水産学部） 

平成２８年２月１３日に与論町中央公民館において平成２７年度地域思考教

育研究経費成果報告会が開催されたが、その中で「健康機能性による付加価値を

目標とした与論島農水産物の新規利用法の開発（塩崎）」と、「与論島水産物の高

付加価値流通のための教育研究（木村）」、「水中カメラによる浮式イカかご漁具の

連続撮影（江幡）」が報告された。 
 

４.発表論文等 
上野綾子,緒方沙帆,佐藤正典,山本智子(2015)奄美大島と九州南部の干潟底生生物群集. 

Nature of Kagoshima, 41:217-223. 
木村郁夫他（2016）「鹿児島の食環境と健康食材－鹿児島大学食と健康プロジェクト－」 

南方新社（2016 年 2 月出版予定）(木村郁夫・袁春紅:島嶼圏水産物を世界に届けよ

う,塩崎一弘:鹿児島県近海に生息するサメ類の有効利用法の開発) 

 野呂忠秀  (2015) 東シナ海は東洋のサルガッソー・シー . 海藻資源 (日本海藻協

会).No.35: 12-17.  
堀英美子,吉川毅,吉永拓真,冨吉亜也子,奥西将之,前田広人 (2015)葉緑体 ＤＮＡ遺伝

子を標的とした定量ＰＣＲによる 赤潮原因藻 Chattonella marina の定量化，日本

防菌防学会誌，43(9):401-406. 

Ikeda, A., Ichino, H., Kiguchiya, S.,  Chigwechokha, P., Komatsu, M., Shiozaki, K., 
(2015) Evaluation and identification of potent angiotensin-I converting enzyme 
inhibitory peptide derived from dwarf gulper shark (Centrophorus 
atromarginatus). J. Food Process Pres, 39: 107-115. 

 
 （学会発表の一部） 

塩崎一弘：シアル酸分解阻害を介したカンキツ由来フラバノンの機能性．第 2 回鹿児島

の黒膳 機能性食と健康シンポジウム, 奄美, 2016.1 
吉永綾奈、大石一樹、小松正治、塩崎一弘：シアリダーゼ NEU3 を標的としたフラボノ

イドの新規機能性. 平成 27 年度日本水産学会九州支部会, 宮崎, 2015.11 
新吉沙弥香、若松麗菜、Petros Kingstone Chigwechokha、松崎光輝、荒木亨介、小松

正治、塩崎一弘：E.tarda の感染予防を目的としたシアリダーゼ NanA 阻害物質の

探索. 平成 27 年度日本水産学会九州支部会, 宮崎, 2015.11 
塩崎一弘：水棲生物を利用した健康機能性研究. 第 3 回日本統合医療学会鹿児島支部学

術大会, 鹿児島, 2015.8 
 
５.その他 

タカエビの高付加価値化利用技術開発（木村、山岡/水産学部） 

 水産学部で木村らが商品開発に協力した甑島長浜漁業集落の取組「島おこしは集落

団結の商品開発から」が、加工技術の開発や地域づくりの手本となる取組と評価され、

11 月に農林水産祭において平成 27 年度内閣総理大臣賞を受賞した。 
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平成２７年度第１回かごしまＣＯＣセンター学内評価委員会  

議事（案） 

 

【日  時】平成２７年４月３日（金）１４：３０～１５：４５ 

 

【場  所】共同研究室２（産学官連携推進センター棟２階） 

 

【出席委員】 

渋井（企画・評価・IR 担当学長補佐）、松井（教育）、小山（理）、指宿（医：代理 

出席）、南（歯）、佐藤（工：代理出席）、寺岡（農）、藤田（共同獣）、佐野（水） 

 

【欠席委員】 

平井（法） 

 

【陪  席】 

木村（かごしま COC センター長）、河野（COC）、冨永（COC）、出口（COC）、田代（COC） 

 

【事 務 局】 

野田研究国際部長、松浦社会連携課長、徳田社会連携課長代理、上野事務補佐員、芝崎 

事務補佐員 

 

１．平成２６年度事業の内部評価について 

（１） 議事に先立ち、住吉研究担当理事より委員会開催に向けての挨拶があった。 

（２） 木村センター長より、かごしまＣＯＣセンターを拠点とした本学と地方自治体

との組織間協働連携による地域課題解決、ＣＯＣ活動成果を利用した教育カリキ

ュラムの構築と人材養成、生涯学習の場の充実と養成した人材による持続的地域

再生からなるＣＯＣ事業の概要とかごしまＣＯＣセンターの組織について説明

があった。 

（３） 渋井委員長より、COC 事業について地域の教育における役割を重視しているこ

と、鹿児島大学として地域に貢献する大学を目指すということが COC 事業とし

ての大きな目的だと理解していると述べられた。 

（４） 河野特任教授より平成２６年度事業報告書に関する補足説明があった。 

 

引き続き評価内容について以下の議論が行われた。 

 Ｑ１：寺岡委員より、資料２「平成２６年度学内評価シート」について質問があった。 
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Ａ１： 本委員会での説明内容を踏まえた上で４月１０日を目処に評価シートを提出

いただきたいとの説明があった。また、評価シートを COC センターにて纏めた

上で渋井委員長に送り、来月以降に開催予定の学外評価委員会へ提出する旨説

明された。 

 Ｑ２：渋井委員長より、平成２６年度の COC 事業における予算に関する書類がついて

いないため、評価が出来ないとの意見があった。 

Ａ２：ＣＯＣセンターで現在予算関係についてまとめているので、その結果を各委員

へ送付する 

 Ｑ３：佐野委員より、評価するにあたりどのような基準で行ったら良いか分からない

との質問があった。 

Ａ３：渋井委員長より、次年度以降に繋がるような評価をお願いしたい。 

木村センター長より、COC 事業の開始が平成２６年１０月であり事業推進が遅

れ気味であることから、２７年度からは前向きに事業を進めていけるような評

価を頂きたい。 

 Ｑ４： 松井委員より、平成２６年度 COC 事業における目標がどの程度達成され、ま

た、何をもって「充実させた」と判断できるのか 

Ａ４： 委員により評価の基準は異なると思うが、ＣＯＣセンターでは、平成２６年

度事業報告書にＣＯＣ事業について自己点検報告を記載している。報告書のな

かのそれらのページ等を参考に判断していただきたい。 

 Ｑ５： 渋井委員長より評価シートそれぞれに対応する項目はどのように確認できる

のか、評価シートの評価項目ごとにコメントを入れられるようにして欲しいと

の要望があった。 

Ａ５： ＣＯＣセンターで用意した評価シートは、教育、研究、社会貢献の全体を総

合的に評価する様式となっており、報告書で示した自己点検と同じ評価シート

にはなっていない。今年度の評価シートについては、それぞれの項目ごとにコ

メントを入れられる様式を修正して委員に示す。また、報告書に示した各項目

について、ＣＯＣセンターで行った自己点検に関する資料あるいは、参照個所

を示して委員に配布する。 

Ｑ６： 松井委員より、配布資料の平成２６年度と評価シートがどのように対応して

いるのか、予算がどのように使用されたのか、また、地域志向研究経費に採択

された先生方の目標と到達点が分かれば良かった。また、関連して小山委員か

らも、短い期間の活動であっても地域志向研究経費に採択された先生の報告書

の中に、それぞれ達成度や自己評価も加えてもらえれば、評価がしやすいとの

意見があった。 

 Ａ６：ＣＯＣセンターでは、学内評価委員にＣＯＣ事業の進捗に対して総合的に評

価してもらいと考えている。このためＣＯＣセンターで用意した評価シートは、
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教育、研究、社会貢献の全体を総合的に評価する様式となっており、報告書で

示した自己点検と同じ評価シートにはなっていない。また、地域志向研究経費

に採択された先生方の目標と到達点は示していない。その内容は、申請書と成

果報告書を対応させれば確認できるが、今年度の報告書には示していない。 

Ｑ７： 寺岡委員より、学部の代表として学内評価委員会に参加しているが、どの程度

学部の意見を反映させたら良いのか。 

Ａ７： 学内評価委員としての立場で評価いただきたい。 

Ｑ８： 寺岡委員より、学内評価シートの中に、各部会についての項目があるが、平成

２６年度報告書の中には部会に関する報告が確認出来ない。 

Ａ９： 部会によって活動は異なるが、実際に５つの部会の活動のメンバーが決まった

のは３月上旬で、今年度は部会活動を報告書に示すことはできなかった。連携

自治体からの参加も含めた活動や課題解決に対応できる体制を作れたかどう

かの観点で評価いただきたい。 

  

最後に、各評価委員から寄せられた意見を基に評価シートを作り直し、合わせて予算執

行状況書類を添付して、各委員に改めて送付することとなった。提出期限も当初の予定

より延期し、資料送付の際に委員へ改めて知らせることとなった。 

 

２． その他 

   特になし 
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平成２６年度ＣＯＣセンター学内評価と学外評価のコメント 

１．教育 

 １． 教育に関する評価項目 

  １．１ １．１ 地域志向型全学共通必修科目「大学と地域」平成 28 年度開講準備 

  

 

１．１ 

学内評価 

Ａ 項目内容自体が「準備」であるので、評価は３であるが、講義内容と実施

方法について、具体的にどの程度まで進んでいるかが判断できない。 
Ｂ 大学と地域の具体的内容、教育の方法などについてつめていく必要がある

と思われる。 
Ｈ 運営会議議事録（報告書P19）に「各学部のシラバスを参考にCOCで選ん

だ」と記載されているように、COCが当初から明確な「地域指向」の定義

やフィロソフィー、ビジョンをもっていないまま進めた感がある。初年度

は仕方ないが、今後は「ローカルな内容の講義」ではなく、COC存在意義

である地域志向型教育研究を明確に示し、それに会った教育をCOCリード

で行わなければ行けない。 
  

 

１．１ 

学外評価 

Ａ COC事業にとって「全学共通必須科目」は大学を地域志向に改革するため

の重要な項目である。本年度は開講のための準備がされていることが確認で

き、計画を実施できていると拝察する。 

Ｂ 本事業の趣旨を明確に反映するためには、COCが主体的に地域志向型のカ

リキュラム作成に関わることが大切か。そのため、地域と大学の関係が見え

ない点がある。キックオフシンポや自治体ヒア・提案などでテーマを模索し

ている点は窺えるが、さらにCOCが踏み込む必要があるかと感じた。対象自

治体がメインになるのは理解できるが、「地域志向型」は、自治体共通であ

ることを考えると県下の自治体課題から拾い上げるのも一案かと。 

Ｃ 項目内容自体が「準備」であるので、評価は３であるが、講義内容と実施

方法について、具体的にどの程度まで進んでいるかが判断できない。 

 １．１ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・２８年度の実施に向けたシラバス等の構築を行った。前期に１０クラス、後

期に１０クラスを設けて全学必修科目への対応を図っている。現在、講義の

コーディネーターの決定を進めている。 
・講義の内容は、４つの連携自治体に限ったものではなく広く鹿児島県全域を

対象にした地域課題について行うことになると思われる。 
 

 １．２ １．２  地域志向型の選択必修科目の指定及び平成 27 年度からの 

受講に向けた準備 

  

 １．２ 

学内評価 

Ａ 項目内容は達成されていると判断される。しかし、既存の科目にラベル付

けをしただけの感もあり、今後どのように地域志向型の科目の設計を考えて

行くのか検討が必要である。また、共通教育のカリキュラムとの関係も今後

調整が必要に思われる。 
Ｂ 地域志向型科目と「大学と地域」の棲み分けを明確化する作業を進めてい

く必要があるのではないか。 
Ｈ 上記と同様、資2-14に記載されているように、「各学部で開設されている

“地域指向”科目を…」、「大学と地域」の内容についてCOCからの提案し

てほしいとのコメントがある。COCが「地域指向」を明確にしていないた

め、開設すべき講義が曖昧になっている。 
 

   

 １．２ 

学外評価 

Ａ 議事録において、地域志向型の選択必修科目の指定及び平成27年度からの

受講に向けた準備ができていることが拝察でき、計画がなされていることがわ

かる。学生が地域志向の流れがわかるように、キャンパスガイド（履修案内）

を作成するべきである 
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１．２ 

学外評価 

 

Ｂ 資料２－３から項目内容の達成は図られたものと評価できる。ただ、「大

幅な見直し作業・・」が、どの程度関連科目で整理され、選考の過程がどうだ

ったか報告書から見えなかった点があった。 

Ｃ 項目内容は達成されていると判断される。しかし、既存の科目にラベル付

けをしただけの感もあり、今後どのように地域志向型の科目の設計を考えて行

くのか検討が必要である。また、共通教育のカリキュラムとの関係も今後調整

が必要に思われる。 
 

 

１． ２ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・ホームページに指定された共通教育地域志向科目を掲載する（共通教育履修

案内参照）、またはリンクを貼る。 

https://www.kagoshima-u.ac.jp/education/kyoutuu/27rishuuanmai.pdf 

・平成 27 年度の履修者数の確認。未履修、不可の学生への対応、履修者を対象

としたアンケート調査（？） 

・学生や教職員を対象とした事業に関するアンケート調査（事業フォローアッ

プ）は、毎年必ず実施し事業改善に役立てることが事業採択の条件となって

いる。平成 26 年度については、特に、学生の回答率が悪かったため、調査対

象、項目、方法を検討のうえ実施する。 

・調査したい項目の検討 

・文科省指定の設問の公開を早めてもらうよう、文科省へ依頼する 

・より効果的な調査のため、調査対象に応じた方法を学生部等に相談し検討す

る。H27 履修者や在学生を対象とする場合は 3 月の web 履修時のページ上に

設定する。新入生対象の場合、入試課や広報室実施のアンケートに盛り込め

るかを検討する。 

11 月：文科省へ次回フォローアップ調査について照会 

11 月～：調査対象、調査対象、項目、方法 

12 月～：学内関係部署への相談 

3 月：アンケート実施 
 １．３ １．３ 地域に関する専門教科体系化検討、地域に関する 

カリキュラム・マップ作成に着手 

 

 

 １．３  

学内評価 

Ａ 具体的な科目名があることはわかるが、体系化の検討や、カリキュラム・

マップ作成に関して、「着手」ではあるものの、着手したことが読み取れな

い。 
Ｅ 各学部で実施されている地域関連科目について調査したとなっているが、

学部内に周知されていない。すでに開講されている科目や新規に開設したい

科目について、もっと意見聴取をした方がよい 
Ｆ 科目シーズは順調に集まっているので、今後、受講・選択する学生にわか

りやすい提示方法の工夫と、不足する科目の検討が重要だと思われる。 
Ｇ P109（資料2-4）について。地域志向・関連科目として歯学部のものも挙

げて頂きありがとうございます。シラバスは無く，現在希望者のみの参加と

なっている「離島歯科医療実習」「大崎町特定健診および歯科検診同行実習

」「離島巡回歯科診療同行実習」があり，地域密着型の実習として充実させ

たいところです。 
Ｈ 本事業を評価する時点で、カリキュラム・マップが示されていない 

  

 １．３  

学外評価 

Ａ 地域に関する専門教科体系化検討、地域に関するカリキュラム・マップ作

成に着手されたことは確認できる。資料２－４に示されている科目例がどの

ように体系化されていくのか、この資料だけでは理解ができない。 
Ｂ 調査した科目について「現在集計中」とあり、「着手」の項目内容は達成し

ていると評価する。ただし、報告書から体系化に向けた具体的な内容が見え

ない点があった。 
Ｃ 具体的な科目名があることはわかるが、体系化の検討や、カリキュラム・

マップ作成に関して、「着手」ではあるものの、着手したことが読み取れない。
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 １．３  

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・各学部で開講されている地域志向関連科目の調査を終えたので、今後、カ

リキュラム・マップを作成する予定である。これにより共通教育の「大学

と地域」などの地域関連科目と各学部の地域志向関連の専門科目への展

開が学生に分かるようにする。 
 

 １．４ １．４ 観光学開講準備 

 １．４ 
学内評価 

Ａ 取組としては、観光学について、既存の科目との関連性を洗い出したに過

ぎず、具体的にどのような教育内容を新たな開講等を含めて観光学に求めて

行くかが全く見えない。 
Ｂ 地元の観光関係者等から、どのようなニーズがあるのかを聞くことも必要

ではないか。 
Ｆ 既存の課題を活用するとしても、早急にコーディネーターを決めて、具体

的に中身を構築する必要がある。 
Ｈ 観光関連科目の進捗状況について、報告書では、十分明らかでない。自己

評価においても、観光関連科目を共通教育の中で開講する準備が進んでない

と評価している。 
 １．４ 
学外評価 

Ａ 鹿児島県域特有の地域課題として「観光」があがっており、「観光学」の開

講は本事業で重要なポイントとなる。自己点検では「少し不十分であった」

とあるように、支援経費の課題の中で「観光（フループ A）」を実施したテー

マは１件であり、ややそのテーマも本講義からするとやや乖離している。鹿

児島県域での地域志向を向上させるためにも、準備を急いでいただきたい。

繰り返しになるが、観光学を含む「かぎしま学」として特徴を出していただ

きたい。 

Ｂ 自己点検で「開講する準備は進んでない」との評価であり、今後の取り組

みを期待する。観光学は、どの地域（特に鹿児島県では）においても関心が

高いと思われる科目であり、総合的な学問領域でもある。従って、今回の COC

が求める「大学と地域」という諸課題の解決に最もアプローチしやすいと考

えられるため、様々な視点を今後取り入れることを期待する。 

Ｃ 取組としては、観光学について、既存の科目との関連性を洗い出したに過

ぎず、具体的にどのような教育内容を新たな開講等を含めて観光学に求めて行

くかが全く見えない。 
 １．４ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・観光関連科目を共通教育の中で新設する状況にはないが、２８年度から

実施する「大学と地域」の講義では、１０クラスの中の１つに観光関連のク

ラスを設ける予定である 
・観光産業・国際部会では、連携自治体の関係者と鹿児島大学で観光に関連

する研究を行っている教員が集まって部会を開き観光をテーマにした検討

会を実施している。本部会に参加した教員や自治体関係者は、「大学と地域」

の講義を担当する予定である。 
 １．５ １．５ 大学院全学横断プログラムの充実 

 １．５ 
学内評価 

Ａ 具体的な取組が判断できず、「充実」へ向けた取組が読み取れない。 

Ｆ 既存プログラムの活用・整理と、新設プログラムの構築を進める必要がある。 

Ｈ 検討委員会が設置されている。 

  
１．５ 

学外評価 

Ａ COC事業の中で、大学院教育プログラムまでの波及はたいへん珍しい

試みであり、本事業の特徴にもなっている。まさしく、全学をあげて

COCに取り組む体制となっている。既存のプログラムとして、大学院全

学横断型プログラムがあったようであるが、COC事業の中でどのように
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１．５ 

学外評価 

取り組むかが見えてこない。今後の課題と思われる。大学院教育も特徴

となっていることから、これまでの成果を踏まえ、発展させていただき

たい。 

Ｂ 学内評価Aに同じ。ただし、横断的プログラムとして、島嶼、環境、

食と健康を位置づけているなら地域志向研究経費の実施で「充実」に向

けた取り組みは評価できる。 

Ｃ 具体的な取組が判断できず、「充実」へ向けた取組が読み取れない。 
 １．５ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・鹿児島大学の重点領域研究の取り組みのなかで、その研究成果を大学院

全学横断教育プログラムとして実施、及びその検討が進められている。 

 
 
２．研究 

２．１ ２．１ 既設プロジェクト「島嶼」、「環境」、「食と健康」、「総合防災」、「地

域医療」の推進と充実  
  
 

２．１ 

学内評価 

Ｂ 既設プロジェクトと、COC の地域志向教育研究経費による各研究との関連づ

けをもう少し明確化できなかったのか。 

Ｅ 申請課題の約 4 割が島嶼、環境、食と健康に関する課題であり、これまでの

実績が COC 事業にも活かされている。   

Ｆ 活発に取り組んでいる点は十分に評価できるが、外部から見た場合のまとまり

や関連性が解り難い。大きな視点から１つにまとめたポンチ絵等による説明が

欲しい。 

Ｈ 各申請課題は、短い期間でできることを十分に行ったと見る。しかし、研究費

は１課題最大 50 万円、採択課題２１件のように、いわゆる広く薄く的な配分法

でいいのか課題が残る。これでは、地域問題、防災・環境等についての調査研

究と関係学生の実習程度の内容を越えることが出来るのか、疑問である。単年

度の研究ではなく、地域の要望に応じて問題の解決を達成する事業に複数年

プロジェクトとして、もっと予算を集中して実行させるべきではないか。 

 
 

２．１ 
学外評価 

Ａ 地域志向教育研究経費の公募、採択の流れがしっかりしており、達成目標の

課題とも適合しており、高く評価できる。「課題項目」は A、B、C の項目が COC

事業の特徴となっており、この設定はすばらしい。やや採択件数が少なく、ぜ

ひ伸ばしていただきたい。今後、この成果をどのようにして地域に発信し、フォ

ローアップし、外部資金導入に繋げていくかが重要である。また、地域課題は

大学側（または教員）が決めるのではなく、地域から挙がる独特のものが連携

に重要で有り、それを継続的に収集するしくみを作る必要がある。 

外部評価委員会の審議を踏まえて、課題の設定は大学本意にならないよう

に、毎年地域から課題を収集する試みは実施する必要がある。 

Ｂ 学内評価 H に同じ。Ⅰ－５の自己点検との内容をみると当該項目との

区別が少しあいまいに感じる 
 

 ２．１ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・公募した教育研究題目Ｄ，Ｅが既設プロジェクトの内容に対応するもの

であった。現在、地域課題に関して、部会で対応可能な研究課題キーワー

ドのマップ及び地域課題検索システムの構築に取組んでいる。 
・地域志向教育研究費は地域課題への取組の成果を教育に反映する機会を

提供するためのものであり科学研究費のようなものでないので、公募課

題は毎年検討して設定することにしている。 
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２．１ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

多くの課題に予算を配分することで、地域課題に取組む教員の増加を期

待している。 
・地域志向教育研究経費の公募課題は、地域課題に密接に関連するもと

とするため２７年度は部会長からの提案を取り入れた。 
・平成 28 年度地域志向教育研究経費公募の実施計画（案） 

1～2 月：支援対象課題の検討（部会、連携自治体からの課題集約）、公募

要領案の作成、事業規模案（補助金、学長裁量経費予算要求時） 
2 月：運営委員会審議 
3 月：文科省へ公募要領案の確認を依頼し、承認を受ける 

   文科省からの補助金額内定通知、 
4 月：学長裁量経費配分額の決定→予算規模決定  

平成 28 年度公募事業への学長承認を経て学内公募開始 
5 月：採否通知（教育研究経費適用開始） 

※参考 
平成２７年度   

文科省承認 5 月 29 日 
公募 6 月 10 日～6 月 30 日 
審査 7 月 1 日～7 月 10 日 

採否通知 7 月 15 日 
・２７年度の公募題目は地域課題解決に当る各部会からの提案を入れて作

成した。次年度においても地域課題の設定は各部会を通して汲み取ると

ともに、それを発展した公募課題にするようにしたい。 
 ２．２ ２．２ 研究成果の公開シンポジウム開催 

 

２．２ 

学内評価 

Ａ 時間的余裕を鑑みると、初年度においては相応の成果だと思われる。 

Ｅ 研究の実施期間が短かったため、シンポジウム開催までには至っていない。 

Ｆ COC 事業のみから得られた成果は限られてくるので、既存の研究との融合を

工夫することで有意義な成果発表ができるのではないか。 

Ｈ 初年度の状況から仕方ないと思われる。 
 

 

２．２ 

学外評価 

Ａ 研究成果の公開方法は多様なものを考えることが肝要である。シンポジウム

だけではなく、ホームページ、報告書、学内の様々な発表会もその事例であ

る。報告書では、わかりやすいポスター形式のものが提示されており、短期間

によくまとめられている。公開シンポジウムは、連携自治体等に冊子体として配

布することも含めて、成果の情報発信をされたらよいと思われる。その際、知財

関係に抵触するものについては十分に注意していただきたい。 

Ｂ H26.7 月採択、研究、成果発表の時間的制約で連携の講演会開催は評価

される。なお、COC 事業としての制約はあると理解するが、項目内容に

沿ったシンポ開催は、事業外であっても「大学と地域」との観点から、蓄

積された研究の成果であって評価されるものと考える。例えば、H27.2.8 
開催の「奄美で津波避難を考える」（鹿児島大学地域防災教育センター主

催）などは、その事例である。 
Ｃ 時間的余裕を鑑みると、初年度においては相応の成果だと思われる。 

 

２．２ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

 

・今年度は２６年度の地域志向教育研究経費による研究成果を２回か３回

に分けて成果報告会を実施する予定である。第１回の成果報告会の会場

は鹿児島大学で７月１４日に実施した。第２回の成果報告会は連携自治

体である薩摩川内市で１１月２７日に実施する予定である。 
・既存の研究である大学の重点プロジェクトなどの研究成果とＣＯＣ活動

の成果を結び付けた成果報告会については、現在検討していない。 
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２．２ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・成果報告会の内容はＣＯＣセンターのＨＰで公開するとともに、資料は

できるだけ公開している。ＣＯＣセンターの成果報告書の冊子を連携自治

体や関係者に配布するとともに、ＣＯＣセンターのＨＰで公開することに

している。これらを通して鹿児島大学の地域貢献活動が見えるようするこ

とに努めている。 
  ２．３   ２．３  新たな研究プロジェクト「水」、「エネルギー」、「観光」 

の検討委員会設置 

 ２．３ 
学内評価 

Ａ 委員会「設置」という目的は達成されている。今後はその機能が求められる。 

Ｅ テーマに関連する新たな研究プロジェクトの取り組みがあった。 

Ｈ 新規プロジェクト「水」、「エネルギー」、「観光」はいいが、COC ではどのような

教育研究に力を入れて地域の課題に解決するか明確ではない。 

２．３ 
学外評価 

Ａ 鹿児島大学の COC 事業として、ばらまきにならないように、力を入れる分野と

して、３分野を選抜して実施されていることは高く評価できる。 

Ｂ 項目内容は達成されており、評価される。 
Ｃ 委員会「設置」という目的は達成されている。今後はその機能が求められる。 

   

２．３ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・地域課題への取り組み際して、部会の中で検討委員会を設けることは想

定しているが、ＣＯＣセンターの中に新たなプロジェクトに関する検討

委員会を設けることは想定していない。鹿児島大学の重点プロジェクト

である、水、エネルギー、観光等の課題については、ＣＯＣセンターでは、

地域志向教育研究経費の中で取組んでいる。 
・地域課題に取組む委員会は、基本的には各部会を想定しておりＣＯＣセ

ンターでは部会活動を支援することで、鹿児島大学の研究プロジェクト

に参画している。ＣＯＣの部会のメンバーは鹿児島大学の研究プロジェ

クトの構成員とも重なって活動することもあり、大学の進める地域貢献

事業に対応したものとなっている。 
 ２．３ ２．４ 地域課題に対応する研究課題全学マップ作成 

 
 
 

２．４ 
学内評価 

Ａ 作成されたものは一覧表であって、「全学マップ作成」という目的から見ると、

やや不十分である。今後は検索可能なシステムなど、幅広くステークホルダー

への還元が出来る様にしてほしい。 

Ｂ 課題相互の関連性などを一目で把握できるような絵に落とし込む作業を進め

てほしい。 

Ｃ 研究課題マップが示されていないと判断します。 

Ｅ マップをどのように活用するのかが示されるとよい。 

Ｆ 本マップは有用であるので、平成 25 年度の実績だけでなく、これまでに実績

があり、今後も展開可能性があるものの情報を収集し、マップの充実を図る必

要がある。 

Ｇ P31-32 に述べられていますが，大学側の認識と地域のそれとの間のギャップ

は大きいと思われます。両者の密接なコンタクトが必要と思います。その中から

研究テーの候補となるものが見えてくるように思います。 

 
 
 ２．４ 
学外評価 

Ａ 「地域課題に対応する研究課題全学マップ作成」となっているが、その

全体像が理解できにくい。 

Ｂ 学内評価に同じ。なお、「マップ」の項目内容はユニークで、地域課題

と解決方法について具体的に示せる工夫（検索システムなど）を期待した

い。 

Ｃ 作成されたものは一覧表であって、「全学マップ作成」という目的から

見ると、やや不十分である。今後は検索可能なシステムなど、幅広くステ

ークホルダーへの還元が出来る様にしてほしい。 
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 ２．４ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・ＣＯＣセンターでは、地域課題の検索システムの構築を進めている。鹿

児島大学で地域課題に取組んでいる教員から提出された地域課題データと

それに対応できる部会名等をＨＰで検索できるようにする。今後は地域課

題データの充実を図ることが必要になる。また、ＣＯＣセンターでは各部会

で対応可能な地域課題をＨＰで公表するようにした 
・地域課題の検索システムの構築とＣＯＣセンターのＨＰで地域課題の研

究キーワードが分かるように改善を進めている。２７年度中には、公表す

るように進めている。 
 ２．５ ２．５ 本プログラム重点モデル地域に対応した研究の推進及び研究会の設置

 

２．５ 
学内評価 

Ａ 自己評価項目がないので、判定が難しいが、資料を参照する限り、おおむね地

域に対応した研究の推進の取組が見て取れる。 

Ｅ  地域ごとに特色のある研究が行われている一方、モデル地域に偏りがある（重点

モデル地域である鹿児島市が少ない）のが気になる。 

Ｈ 初年度の状況を考慮した。 

 
 ２．５ 
学外評価 

Ａ  重点モデル地域に対応した研究の推進が図られている。また、この成果として

の資料も添付されている。 

Ｂ 「研究の推進」については、概ね達成されており評価される。ただし、

提案件数にもよるが重点モデル地区配分に偏りがある点が気になる。重

点地域とした点を考慮したテーマの設定も要検討か。 

Ｃ 自己評価項目がないので、判定が難しいが、資料を参照する限り、おおむね地域

に対応した研究の推進の取組が見て取れる。 

  

２．５ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・地域志向教育研究経費の公募題目は、各連携自治体に対応したものとな

っているが、採択は審査を担当した委員の評価に基づいている。申請者の課

題が対象とした地域の偏りと合わせて、審査結果において地域に偏りがで

ることになった。 
・採択された地域志向教育研究経費の課題については、対象の自治体が記

載されている。採択は審査委員の評価結果であり対象とする自治体につい

て偏ることがあると思われるが、少なくとも連携自治体は全て含まれてい

る。 

 
 
３．社会貢献 

 ３．１ ３．１  既設の「かごしまルネッサンスアカデミー」、「地域と大学のローカル
シンフォニー」、「総合防災」、「地域医療への取り組み」、「公開講座・
公開授業」推進と充実 

 ３．１ 
学内評価 

Ｂ 既設のプログラムを整理し、ＣＯＣの事業に組み込んでいく作業も必要で
はないか。 

 
 
 ３．１ 
学外評価 

Ａ 既設の組織を使って、セミナーやシンポジウムが行われている。 鹿児島

大学には現状でも多くの社会貢献事業が実施されていることが理解できる。

今後は、COCの成果として、それらの成果を如何にして一元化し、地域に

向けて情報発信するかが重要である。 

Ｂ 全体的な取り組みは学内評価で読み取れるが、項目内容の各プロジェ

クトがどのように「実施され充実」したか報告書からの内容で把握する

に無理がある。 
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 ３．１ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

 

 

・セミナーやシンポジウムを含めて各部局で多くの社会貢献事業に取り組

まれている。 
・COC センターとして、それら各部局で取り組まれている社会貢献活動の

把握に取り組み始め、一部の取り組みについては COC センターの HP に

UP している。 
・農林畜産業部会と関連が深い農学部の地域貢献活動（鹿児島県内 7 地域

との懇談会）には COC センターの特任教授が一緒に活動し、各地域の課

題を把握し、対応策を検討している。 
・COC センターの５部会の活動等を通して全学的な社会貢献活動を把握

し、可能な限り HP に UP する。 
・各プロジェクトの実施内容については、具体的に記述できるようにする。

・各学部等の社会貢献、地域貢献活動を集約する学内調査を行う。取りまと

めた情報は、ホームページに掲載する。 
10 月～：調査の目的、対象とする「社会貢献」「地域貢献」活動の定義、

集約する情報の範囲、集計した情報の活用方針を決定する。 
11 月～：既存のデータ、広報されている情報をもとにセンターで集約す

る（平成 26 年度分、平成 27 年度上半期分） 
12 月～：集計結果の確認を各学部へ依頼する。また、結果については、

「 鹿児島大学の社会貢献・地域貢献活動一覧」として、COC センター

ホームページに掲載することの了承を得る。 
 ３．２ ３．２ 本プログラム重点モデル地域に対応した履修証明プログラム（３つの学

習コース）の平成 27 年度開設に向け調査及び準備 

 
 ３．２ 
学内評価 

Ａ 具体的な調査内容、準備内容について読み取れない。 
Ｆ 地域のニーズと大学のシーズとの十分なマッチングを行った上で、実

現可能かつ地域の満足度の高いプログラムを優先して、試行するのが

望ましい。 
Ｈ 自己点検と同意である。 

 
 ３．２ 
学外評価 

Ａ 学修コースごとのプログラム内容について意見交換が行われたことが確認

でき、プログラムの始動に向けた準備ができていることが伺える。 

Ｂ 連携自治体の地域課題については、Ⅱ－５に示す評価のとおりであるが、

平成 27 年度開設したかどうかの具体的な内容が報告書から把握するに無

理がある。 

Ｃ 具体的な調査内容、準備内容について読み取れない。 
 

 ３．２ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・既存の３履修証明プログラムの具体的な内容と COC 事業の重点モデル

地域との関連性について調査・検討し、重点モデル地域の課題を履修証明

プログラムの内容に反映できるようにする（あるいはその準備を行う）。

・COC センターの 5 部会で地域ニーズや課題について掘り起こし、課題解

決に繋がるプログラムの構築が可能か否かについて検討し、準備が整っ

た部会からプログラムを試行していく。 
・平成 26 年度に行った連携自治体との意見交換に加え、平成 27 年度は、

5 部会が地域課題を収集しているところである。今後、地域課題の解決・

対応策の確立に向けて、各部会が学内のシーズを把握し、具体的な取り組

み内容について検討しているところであり、可及的速やかに対応する予

定である。 
・これまで行ってきたプログラムの内容・成果については HP に UP して

いるところであり、今後も継続して取り組み内容を具体的に公開する。 
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  ３．３ ３．３ 地域に関連した公開シンポジウム開催 

 ３．３ 
学内評価 

 
Ｂ テレビ会議システムを利用した地域と大学の二つの会場による方法も

検討できないか。 
Ｅ 与論島でシンポジウムを開催し、事業に関してとくに地もと住民に対

して発信できた点は評価できる。

 
 ３．３ 
学外評価 

Ａ  キックオフシンポジウムや島嶼シンポジウムIN与論等が開催され、

大きな成果が得られたこと確認できる。鹿児島大学の社会貢献がどの

ように行われているか、定期的に発信するしくみづくりが重要である

。 

Ｂ 「シンポ開催」と云う点では、短期間であるが報告書から積極的な取り

組みであったと評価される。また、自己点検における評価においては、

資料 2－19 や P32 の Q&A から概ね地域の関心も高く歓迎されており評

価できる。将来、研究成果が生かされるよう地域連携が図れるよう期待

したい。 

 

 ３．３ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・鹿児島大学（法文学部）で開催する場合は、国際島嶼センター奄美分室、

奄美／徳之島サテライト教室への配信が可能 

・現在、国際島嶼教育研究センターが、学術情報基盤センターの協力を得

て、鹿児島大と奄美大島などの 2 会場をネットで結んで研究会等を行っ

ている。COC センターのシンポジウム等でも同様のことを検討したい。 

・11 月 27 日（火）には、薩摩川内市において「第 2回地域志向教育研究経

費報告会」を開催し、地域住民への COC 事業およびその取り組みと成果

を発信する。 

・COC センターが主催あるいは共催・後援するシンポジウム等については、

HP 等を通じて学内外に情報発信し、結果についても HP に UP している。

・COC 経費で行っている「地域志向教育研究経費」による研究成果について

は、テーマ毎に取りまとめてシンポジウムやフォーラムを開催できるよ

うに検討し、これまで以上に地域連携・協働の促進に結びつくようにす

る。 
 
 
４．全体 

 ４．１ かごしま COC センター設置（人的整備：運営委員会、課題別５部会、教

育・研究・社会貢献部門の設置）、学内 COC 評価委員会及び学外 COC 評価委

員会の設置 

 ４．１ 
学内評価 

Ａ 本評価結果を受けて、今後の改善へ結びつけて行くことが望まれる。 

Ｅ 事業実施のための組織整備ができた。 

 ４．１ 
学外評価 

Ａ かごしま COC センター設置（人的整備：運営委員会、課題別５部会、教育・

研究・社会貢献部門の設置）、学内 COC 評価委員会及び学外 COC 評価委

員会の設置が設置されており、十分に計画が実施されたと判断する。 後述す

るが、「地域創生」を推進し、大学改革を着実に進めるために、かごしま COC

センター内委員会への連携機関の関係者を入れて、地域の課題を継続的に

収集し、情報発信していくしくみが必要であると思われる。 

Ｂ 項目内容のとおり組織的な取り組みが実施されていると評価する。 
Ｃ 本評価結果を受けて、今後の改善へ結びつけて行くことが望まれる。 
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 ４．１  

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

 

・本評価結果については COC センター内部だけでなく、運営委員会や 5 部

会に報告し、指摘事項の改善につなげていく努力を行っている。 
・COC 事業実施のための組織体制の整備はできたが、地域課題の収集およ

び対応・還元と有機的に結びつけるようにする。 
・課題別 5 部会には連携自治体からの委員が参加することになっており、

組織的には COC 活動を順調に進めて行き事が可能となった。今後は、各部

会で上げられた４つの連携自治体を含めた鹿児島の地域課題を具体的かつ

実質的に進めて行くためのシステム（PDCA）が確立する。 
 ４．１ ４．２ キックオフシンポジウム開催（鹿児島大学地（知）の拠点整備事業宣

言）、事業ホームページ開設及び広報 
 
 ４．２  
学内評価 

Ａ ホームページの早期本格公開が望まれる。 

Ｂ シンポジウムの内容自体は興味深いものであった。 

Ｅ 地域のニーズが集められるように、ホームページに、例えば、地方自治体、企

業、住民などから要望する地域課題や大学への提案を受け付けるページや、

それを事業化するための手順について説明するページがあってもよいのでは

ないか。 

 
 ４．２  
学外評価 

Ａ キックオフシンポジウムが開催され、鹿児島大学地（知）の拠点整備事業宣言

として、地域に発信されている。また、事業ホームページも開設されており、そ

の広報も着実に進んでおり、高く評価できる。 

特に、鹿児島大学 COC 事業のホームページのトップページの「桜島」の写真

はすばらしく、鹿児島県 COC のイメージを表している。ロゴマークも作られてお

り、８０を超える事業の中に特徴的に見えるものになっている。 

Ｂ シンポ及び HP とも実施されている  

Ｃ ホームページの早期本格公開が望まれる。 

 ４．２  

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・各イベント、「地域教育研究経費」の募集、採択結果、さらには経費によ

る成果について HP で UP できるようになってきている、今後は、さらに

迅速性を持たせるように、HP のブラッシュアップを進めて行く 
・今後もシンポジウム等の開催については、HP，チラシ、場合によっては

新聞の催し蘭などを活用して情報発信を継続して行く。 
・HP をさらに充実して、COC 活動の発信に活用したい。 

 ４．３ ４．３  ５部会、３部門による進捗評価 
 ４．３  
学内評価 

Ａ 部会長や部会メンバーは揃っており、活動はなされていると判断されるが、

「進捗評価」というほどの進捗管理がなされているかは読み取れない。 

Ｅ 各部会ができてからの期間が短く、今後の活動に期待する。 

Ｆ 評価システムを取り入れていることは大いに評価できる。 

 
 ４．３  
学外評価 

Ａ ５部会、３部門の進捗評価（確認）が行われているのが確認でき、進捗
管理が COC センターを中心に機能していることが伺える。平成２７年
度からはこれらの部会の活性化が必要であると思われる。 

Ｂ 組織単位で協議が進められており進捗管理は評価できる。 
Ｃ 部会長や部会メンバーは揃っており、活動はなされていると判断され

るが、「進捗評価」というほどの進捗管理がなされているかは読み取れ
ない。 

 ４．３  

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・COC センターの 5 部会の活動は実質的にはスタートしたばかりであり、

これまでのところ進捗状況の評価をできる状況にない。今後、部会活動を

活性化し、地域課題の収集、取り組み、成果について、HP 等を通じて発

信する。また、コーディネーターの活動によって各連携自治体との連絡調

整を進めることができた。５月からは観光部会が開かれており、連携自治

体の担当者が部会に参加して観光に関する地域課題について議論を進め

ている。 
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 ４．４ ４．４ 運営委員会による自己評価と次年度計画、実施体制、運用への反映 

 
 ４．４  
学内評価 

Ａ 次年度計画、実施体制、運用への反映が適切になされたかが読み取れな

い。少なくとも、スケジュールとしては遅れている様に思われる。 

Ｇ 26 年度に行われた内容は理解できたが，次年度の計画はあまりクリアには理

解できなかった。 

 
 
 ４．４  
学外評価 

Ａ PDCA がまわっていることが確認でき、自己評価がきちんとできており、

改善サイクルが初年度からできていることがわかる。毎年の評価はすべ

ての COC 採択校が行っておらず、このようなシステムを立ち上げられて

いることに敬意を表する。評価、指摘項目への次年度への反映を期待す

る。 

Ｂ 次年度計画、実施体制は、今年度評価を受けて策定されるものと理解す

るが、事業期間における全体計画が本報告書から把握できる工夫も必要

か。 

Ｃ 次年度計画、実施体制、運用への反映が適切になされたかが読み取れな

い。少なくとも、スケジュールとしては遅れている様に思われる。 

 

 ４．４   

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

・COC 事業は平成 26 年 10 月にスタートしたばかりであり、運営委員会、

内部評価委員会および外部評価委員会の指摘事項については現在改善策

を検討、実施しているところである。 
・平成 27 年度事業実績について 
文科省への実績報告書、決算書作成と並行して行う。 

 10 月～：進捗状況確認（センター連絡会） 
  1 月：報告書作成着手、自己点検・評価（センター連絡会）、 
  2 月：運営委員会で審議、決算途中報告 
  3～4 月：学内評価委員会 
  4 月末：文科省へ実績報告提出 
・平成 28 年度事業計画について 
補助金調書と並行して、次年度事業計画、予算要求書を作成する。併せ

て、学長裁量経費予算要求。 
 １月：案を作成（センター連絡会） 
 ２月：運営委員会で審議、承認 
 ３月中旬：文科省へ提出 
 3 月下旬：補助金調書に基づく事業計画、交付額の内定 
・平成２６年度の事業に関しては、４月３日に学内評価委員会を実施して、

事業に進捗状況について評価を受けた。また、７月３日には、学外評価員

会を開催して、同様に事業の進捗について評価を受けた。その評価結果は

８月６日に開催した運営会議に報告した。ＣＯＣセンターの連絡会では、

それぞれの評価委員会で受けた指摘事項についての改善・実施を図って

いる。 
・指摘事項については早急に改善したい。 

 ４．５  ４．５ 学内 COC 評価委員会及び学外 COC 評価委員会の開催 

 
 ４．５ 
学内評価 

Ａ  遅れている。 

Ｂ 評価に際して、数値等が入った明確な資料を準備する必要があるのではない

か。 

Ｆ 今後、この分野の専門家を呼んでの外部評価を行うことで、COC 事業の質的

向上が期待できるので、是非、実施して欲しい。 
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 ４．５ 
学外評価 

 Ｃ学内 COC 評価委員会、学外 COC 評価委員会を設置され、事業の評価・

改善サイクルがすばらしい。多方面からの評価がなされ、効率的な事業推

進が期待される。 

Ｂ 自己点検に対し、学内評価を厳しい視点でしっかり行っている点は評

価できる。今後の展開に期待したい。 

Ｃ  遅れている。 

 

 ４．５ 

実施内容、 

改善事項 

計画見直し 

 

・指摘を受けて改善できるところは早急に改善したい。 
・平成 27 年度事業の評価スケジュールについて（案） 

2 月：自己点検、運営委員会 
3～4 月：学内評価委員会 
5～6 月：学外評価委員会 
7 月～：PDCA サイクルに基づく事業運営、改善等 

※H26 年度学内評価委員会 H27.4.3 
    H26 年度学外評価委員会 H27.7.3 

 
 
その他のコメント（学内委員から） 

 Ａ 報告書の書式及び、評価項目、自己評価の方法等について、来年度以降は

改善するべきであると思われる。 
Ａに関する

実施内容、 
改善事項 

・指摘を受けて改善について検討を開始した 

  
Ｃ 

・協定自治体での活動目標を明確にして、年度毎の具体的な成果を確認す

べきではないか。 
・学部内の教員にどのような参加や協力を求めてよいのかよくわからな

い。 
・28 年度は中間評価があるでしょうから、27 年度に具体的成果を作るよ

うにしなければならないと考えます。 
Ｃに関する

実施内容、 
改善事項 

・年度ごとの総括、自己評価を行うことで具体的な成果を確認し、充実・

改善を進めていきたい。 

  
 
  
Ｄに関する

実施内容、 
改善事項 

水産学部は水産業支援を目的とした実学を中心とする学部であり、県内各

地（今回の重点モ  デル地域を含め）の水産業や地域経済と深い関係を

持つ教育研究活動は特別なことではない。県内各所の水産業現場をフィー

ルドとして、多くの教員及び学生が日常的に教育研究活動及び地域への貢

献活動を永年にわたって行ってきており、水産業における COC の地位を

水産学部と 
して既にある程度構築してきた経緯がある。従って、既に形成されている

地域水産業と水産学部との良好な関係とそこにおける教員・学生の高い意

欲を、COC 事業の中で上手く生かすことが効率的である。水産学部にお

ける日常的な地域産業関連の教育・研究活動を支援し、その成果をくみ上

げる形で COC 水産部会の活動を進めていただくことで、より内容の濃い

実践的かつ持続的な事業となるだろう。そのためには、水産部会の運営を

水産学部と十分に連携して行うことが必要である。委員の選出も学部から

適切な人物を推薦できるような制度としていただきたい。 
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Ｄに関する

実施内容、 
改善事項 

・農林畜産業や水産業に関しては、すでに地域と連携・協働し、それなり

の成果が上がっていると思われる。今後は、ご指摘のように部会活動にそ

の成果を活用し、COC 活動のさらなる進歩に反映できるように工夫した

い。 
  
 Ｅ 

・ 研究にくらべて教育面での活動が遅れているように思われる。“地域

課題”科目がもっとあってもよいのではないか。 
・ 研究課題の公募だけではなく、教育プログラムについても公募しては

どうか。また、地域課題に関する既存の学生実習にも経費がつかえる

ようにしてもらえるとありがたい（旅費など）。 
Ｅに関する

実施内容、 
改善事項 

・平成 28 年度の公募要項に「教育プログラム」を加えるかを要領作成時

に検討する。 
・「大学と地域」のような地域課題科目の実施に当たっては、全学部の理

解と協力が得られるように努力していきたい。 
・学長はじめ大学執行部からも各部局に協力依頼を行って貰っており、順

次、充実・拡大できるものと思われる。 
・地域課題科目については、半期毎に総括し、問題点を明らかにして改善

を進めていくことになっている。 
 
 
  Ｈ 

COC 事業は、単なる地域指向教育研究をするだけでは成り立たなくなる。

COC の事業概要（報告書 P1）では、鹿児島 COC の目的は地域課題を自

治体とともに解決し、同時に教育•研究・社会貢献を強化した大学改革を

推進、とある。 一方、キックオフシンポジウムで文科省高等教育局大学

振興課大学改革室の挨拶では、国立大学改革プランとして地域活性化につ

ながる活動を支援とし、まち・ひと・しごと創成事業について、地方大学

への期待が大きいと述べている。鹿児島大学では、地域で活躍する人材の

育成し、地域創成に資する人材の輩出が重要、その成果を全国に発信して

地方創成につなげることを期待と述べている。 
大学と文科省とで、COC の認識に少々ずれがあるのではないか。文科省

の期待する地域創成に資する人材輩出をして、全国に発信するためには、

COC の本報告書にある現状の内容で十分だろうか。COC が、地域問題解

決と地域創成に資する人材輩出するための「地域志向型教育研究」を明確

にし、これを実現するために COC が本学を強くリードする必要がある。

この指向が地方大学改革と思われる。鹿児島大学が COC 成果について全

国発信をするには、限られた予算の中で地域問題解決の実績、地域創成に

資する人材の輩出の実績を一つでも多く積み上げる必要がある。そのため

には、「地域指向教育研究課題」を単年度の調査研究と具体的課題解決の

複数年事業とに分け、予算と資財の選択と集中をする必要があるのではな

いか。 
Ｈに関する

実施内容、 
改善事項 

・ご指摘を受けて改善していくために、運営委員会、各部会で検討を進め、

必要な予算等については根拠と効果を上げて執行部に要求していきたい。
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その他のコメント（学外評価委員から） 

Ａ 報告書の書式及び、評価項目、自己評価の方法等について、来年度以降は

改善するべきであると思われる。 
 

Ａに関する

実施内容、 
改善事項 

・他大学の報告書なども参考にしながら、COC 内部、部会長会議そして

運営委員会などで検討を進め、改善していく。 

  
 Ｂ 

短期間の報告書作成で大変さも窺えた。その点を考慮し次年度以降構成の

工夫が必要か。議事録による評価・確認は少々無理があると感じた。（評

価委員会のヒアで確認は出来た）体系的・項目ごとに事業計画 実施内容

成果結果等として整理するなど検討されては。 
鹿児島大学が全学として総合力を発揮する大きなチャンスと考えます。グ

ローバルの時代の中、大学として世界の中の「鹿児島大学」となることが

誇りでもありますが、シーズはローカルにいくらでも点在しているかと、

そこから広がる可能性と夢は計り知れないと思います。期待します。 
 

Ｂに関する

実施内容、 
改善事項 

・内部評価や外部評価を受けるに当たって、根拠資料については、別冊に

するなり、評価委員の先生方が評価しやすいようにしたい。 
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第１回かごしまＣＯＣセンター学外評価委員会 

 

議事案 

 

 

【日時】平成２７年７月３日（金）１３：３０～１５：３０ 

 

【場所】共同研究室２（産学官連携推進センター棟２階） 

 

【委員】 

國武 久登（宮崎大学農学部応用生物科学科教授、みやだい COC 推進室長） 

東 美佐夫（奄美市総務部長） 

岩元 正孝（鹿児島県工業倶楽部会長） 

渋井  進（鹿児島大学企画・評価・IR 担当学長補佐） 

 

【陪席】 

木村（センター長）、河野、冨永、星野、出口、田代（COC セ） 

研究国際部長、社会連携課長、社会連携課長代理、地域連携係長、事務補佐員 

 

【協議事項】 

平成２６年度事業の評価について 

 

１．挨拶 

 住吉研究担当理事から、鹿児島大学が地域社会への貢献をより明確にした取組の一

つとしてＣＯＣセンターを設置したことと、及びその事業展開についての期待と、外

部評価委員への謝意が述べられた。 

 

２．かごしま COC センターの事業の概要 

 木村センター長よりパワーポイントを COC 事業の概要について説明があった。これ

は本日の外部評価員会を開催するに際して、平成２６年度に実施したＣＯＣ事業の知

識を整理するためのものである。特に、平成２６年度においても地域志向教育研究経

費は地域貢献への取り組みの一つとして重要であるが、本年度における地域志向研究

経費の公募については５４件の応募があったことが報告された。 

 

３．ＣＯＣ事業に関するによる質疑応答 

 初めに河野特任教授より配布資料の説明があり、続いて外部評価委員の互選により
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外部評価委員長に國武委員が選任された。 

これまでに配布した資料等に基づいて外部評価委員会からの質問とそれに対するＣ

ＯＣセンターからの応答を行うことにした。質疑応答は、教育、研究、社会貢献、お

よび全体の各項目について行うことにした。 

 

 

【教育部門】 まず教育部門に関する質疑応答が行われた。 

Ｑ：國武委員長・・・「育成する人材像」として３つ挙げられているが科目とはど 

のように対応しているのか 

Ａ：出口特任准教授・・・COC 事業の目指す人材像の育成の一つとして「大学と地

域」については来年度より必修科目となることとなっていること、同時に来年度

より共通教育の大幅な改革を予定しており、その中に「大学と地域」も位置づけ

るような方向で進めているとの説明があった。また、初年次の必修科目となって

いることから、「大学と地域」からそれぞれの地域志向科目へ繋げてもらいたい

と述べられた。また、平成２７年度における地域志向科目は選択必修となってお

り「大学と地域」をベースに地域志向科目が積み重なり、その先に COC 事業の目

指す人材像の育成がある。 

Ｑ：國武委員長・・・「育成する人材像」について、挙げられている３つをカリキュ

ラムマップの中ですべて位置づけて、４年後の卒業時にはある一定の単位数を取

得すれば到達したと評価を行うなどは考えているのか。 

Ａ：出口特任准教授・・・現在検討中であり、受講証明書を発行する案も検討してい

る。 

Ｑ：東委員・・・COC 事業における課題の見つけ方について、地域からピックアップ 

を行うのか或いはもともと大学内に存在している課題を発展させていくのか。 

Ａ：出口特任准教授・・・学生が主体となって検討していくこと、同時に、学内にて 

教員が既に行っている課題も連携させていきたい 

Ｑ：東委員より、課題の見つけ方に関して３つの連携自治体より重点的にピックアッ

プを行うのか、更にその内容が発展していくことはあり得るのか、 

Ａ：木村センター長・・・課題の見つけ方としては、どちらも行う予定である。文部

科学省に申請した時点では３つの地域をモデル地域として派生させていく方向で

考えていたが、事業採択後に申請を行った３地域以外には文部科学省の予算が使

用出来ないことが分かった。そのため、他の自治体に関しては学内の予算にて進

めていきたい。 

Ｑ：國武委員長・・・COC 事業のなかで大学院教育にも関わっていくことは珍しい例 

であるが、人材育成も含め、どのように考えているのか。 

Ａ： 出口特任准教授・・・まだ十分に準備が進められていないが、従来の大学院の 
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共通教育プログラムの中に位置づけていきたい。 

Ｑ：國武委員長・・・経費のなかで観光学の拠出が少ないとの指摘があった。 

Ａ：河野特任教授・・・観光学の専門科目は少ないこと、共通教育の中で新設したい 

考えもあり、地域志向研究経費の応募者に観光分野の先生もいるので科目の新設

についても観光部会で議論してもらうことにしている。 

Ｑ：國武委員長・・・評価の中にルールブックを入れているが、１科目の中で可能 

であるのか 

Ａ：出口特任准教授・・・コンテンツはバラバラであるが目指すところ同じである 

のでルールブックの設定を考えている。 

Ｑ：國武委員長・・・学生の獲得した能力が地域の人から見られれば良いのではな 

いか、との指摘もなされた。 

Ｑ：岩元委員・・・資料を学外の人が見るには分かり辛く、学外者向けにも分かり 

やすい資料を作って欲しいこと、また、鹿児島大学の卒業生は県外にて就職する 

人も多いことから「鹿児島学」の必修化は疑問であり、それならば学生ではなく 

リタイヤ後の社会人へ向けた講座を開講した方が社会に貢献出来るのではない

か。 

Ａ：住吉理事・・・７月１日より生涯学習教育センターを COC センターに統合し社 

会貢献部門を同じ部門にしたことが述べられた。冨永特任教授からは、生涯学習 

教育センターでは既に様々な講座が開講されており、生涯学習教育センターの今 

までの実績を活かしつつ、COC センターとしても事業を進めていきたい考えが述 

べられた。 

河野特任教授・・・「鹿児島学」に関しては自治体より講師を派遣してもらう 

考えであること、また、学部ごとに違いはあるものの地元就職を希望する学生も 

おり（平均で約４０％）、どのように増やしていくのかが課題であると述べられ 

た。 

 

【研究部門】 

Ｑ：國武委員長・・・地域志向研究経費に採択された２１件に関して審査基準の設定

の経緯を知りたい。 

Ａ：河野特任教授・・・平成２６年度の地域志向教育研究経費の公募要項にしめした

ように、教育に関連する３項目と、鹿児島大学の重点項目に挙げられている地域関

連研究を対象にした。連携自治体だけでなく鹿児島県全域を対象にした課題でも採

択した。また木村センター長より学内にて公募を始める前に文部科学省に相談し、

その回答に沿って公募・審査を行った 

Ｑ：國武委員長・・・最高５０万の支給や１年間という限定された条件で達成出来る

課題ではないと思われるがフォローアップについてどのように考えているのか 
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Ａ：木村センター長・・・昨年度については公募が１２月に行われたため１月～３月

までの短い期間になってしまったが、意欲があり、かつ、学生に波及出来る先生

に応募してもらい点数をつけた。COC 事業の限られた条件の中で達成させること

は難しいと思うが、きっかけ作りの一環となってもらえれば良いと考えている。 

Ｑ：岩元委員・・・研究のテーマとして５つ挙がっているが、どの内容も日本国内 

における最先端の研究であるように見受けられず、鹿児島大学としてゼロから進 

めていくには勿体無い 

Ａ：河野特任教授・・・世界の最先端を研究していくことも重要であるが、COC 事 

業においては地域貢献のために、出来るだけ丁寧に対応し、教育という形で還元 

させていきたい。 

住吉理事・・・大学の方針としては、世界における最先端の研究を進めること、 

地域に貢献出来る研究を進めること、どちらも重要である。地域のための大学と 

いう面からも研究の場をつくるために大学の重点項目に関しては、大学より数百 

万の補助金が支給されているが、その研究費を受けた研究者が自身で様々な補助 

金を獲得することを助けるための費用だと考えている。 

冨永特任教授・・・最高５０万円というのは少ないかもしれないが、公募してき 

たメンバーの中には既に地域に関する研究を進めており、かつ、ある程度の実績 

を持つ人も多く、そのノウハウを基に事業の補助金を受けて、さらに地域へ還元 

させていきたいと考えている人もおられる。 

Ｑ：東委員・・・地域志向研究経費公募のなかで件数に偏りがある。 

Ａ：木村センター長・・・昨年度は年末に募集したこともあり偏りが生じてしまっ 

た。 

Ｑ：東委員・・・研究成果はホームページにおいて公開されているのか。 

Ａ：研究成果はかごしま COC センターのホームページ上にて公開されている 

 

【社会貢献部門】 

Ｑ：國武委員長・・・履修証明プログラムについて説明がほしい 

Ａ：木村センター長・・・履修証明プログラムの開設については規定時間が文部科学

省により決まっており、これから仕組みを作る必要がある。 

冨永特任教授・・・既にかごしまルネッサンスアカデミーにて３つの履修証明プ

ログラムが行われている。 

Ｑ：國武委員長・・・新規のものを始めることよりも、既に学内にて実施されている 

ものを COC センターにてまとめて広報していくことが大事ではないかとの指摘があ

り、東委員より昨年度奄美市にて防災に関するシンポジウムが行われたが、広報が

不十分であっったこともあり、國武委員長と同様の意見であるとの発言があった。 

Ａ：木村センター長・・・地域から見やすい環境づくりが大事である。 
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Ｑ：岩元委員・・・科目を２次元にプロットした場合、空白となる部分が生じ、寄せ 

集めのように映る可能性が指摘され、内容を整理した方が良いとの意見があった。 

Ａ：住吉理事・・・佐々木副知事からも同様の指摘を受けたことを述べられ、部会に 

特徴を持たせること、また、COC プラス事業の申請にあたっては分野を絞って申請し 

た。 

 

【全体】 

Ｑ：國武委員長・・・採択されてから約半年の間に各委員会が整備され、部会も体系

づけられており評価が出来るが、一方で文部科学省からの学生アンケートの回収率

の低さを指摘された。 

Ａ：アンケート実施の時期の問題もあったが、今年度は改善を図るようにする。 

Ｑ：岩元委員・・・COC 事業に関わる教員について、専任と兼任の割合はどうなって

いるか。また、兼任であると様々な雑務に追われてしまい、負担が生じるとの意見

があった。 

Ａ：木村センター長・・・COC センター所属の教員は選任であるが、部会などは兼任

となっている。また、事務的なことをサポートしてくれるような TA などの導入を検

討中である。 

Ｑ：東委員・・・短期間でよく頑張ったとの意見があり、ただし平成２６年度成果報

告書については、評価を行うにあたり分かり辛いところがあったので改善されると

良い。 

Ｑ：國武委員長・・・地域志向を意識、学力向上がみえる工夫が必要であるが学生へ

の働きかけとして、文部科学省のアンケート以外に考えがあるのか。 

Ａ：河野特任教授・・・アンケート実施の際は文部科学省の設問に独自の設問も加え

てアンケート行った。 

 

４．外部評価委員による審議 

 ＣＯＣセンターとの質疑応答を終えて外部評価委員のみによる審議が行われた。そ

の結果、各委員の評価結果をＣＯＣセンターで集計したのち、国武委員長に提出して

外部評価委員会の纏めをしてもらうことになった。 

 

以上 
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平成 27 年 7 月 24 日 

 

鹿児島大学かごしま COC センター長 

木村郁夫 殿 

 

鹿児島大学かごしま COC センター 

学外評価委員会 

委員長 國武 久登 

 

 

鹿児島大学地（知）の拠点整備事業学外評価委員会における 

学外委員評価結果について（報告） 

 

鹿児島大学 地（知）の拠点整備事業「火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラ

ム」平成 26 年度成果報告書の書面審査とヒアリングに基づき、学外委員による事業評価

を行った結果、下記のとおり評価結果を取りまとめましたので、報告いたします。 

 

記 

 

課題別 5部会、運営委員会および学内外 COC 評価委員会を含む「かごしま COC センタ

ー」が設置され、事業の企画運営の組織基盤だけでなく、PDCA の評価・改善サイクルが既

に整備されている。また、キックオフシンポジウムが開催され、事業ホームページを開設

するなど、地域への事業成果の発信もなされている。教育の基盤整備では、地域志向型全

学共通必修科目「大学と地域」の設置に向けた準備が着実に進んでいることは高く評価し

たい。しかしながら、鹿児島大学が実施されている社会貢献を統括するしくみがやや欠け

ている印象が強く、学内外で実施されているすべての事業をわかりやすく地域に発信でき

るようにしていただきたい。また、「かごしま学」や「観光学」を体系づけ、全学共通必

修科目である「大学と地域」等に反映できるような、鹿児島大学 COC 事業に特徴のある内

容に力を入れていただきたい。つまり、地域に特化した課題も突き詰めると汎用の課題に

行きつくと思われ、広く情報を求めて地域課題の解決に役立てていただきたい。さらに、

事業が教育に特化していることから、世界の最先端の情報を収集し教育に役立てていただ

きたい。 

以上のように、かごしま COC センターを中心として実施された平成 26 年度地（知）の

拠点整備事業は、教育、研究および社会貢献の面から「計画を概ね実施できている」と評

価するが、まだ改良の余地があると考える。 

 


