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○鹿児島大学共通教育センター規則 

平成 29 年３月 16 日 
総機第２号 

(趣旨) 
第１条 この規則は、鹿児島大学学則（平成 16 年規則第 86 号）第６条の２第２項の規定

に基づき、鹿児島大学共通教育センター（以下「センター」という。）に関し、必要な事

項を定める。 
(目的) 

第２条 センターは、全学協力体制に基づいて実施する共通教育及び学芸員資格科目に関

する企画・立案・実施並びに教育に係る全学的な連絡調整等を行うことにより、鹿児島

大学（以下「本学」という。）の教育の充実・発展を図ることを目的とする。 

（業務） 

第３条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

(1)  共通教育の企画・立案・実施に関すること。 

(2)  共通教育科目の開設及び廃止に関すること。 

(3) 学芸員資格科目の企画・立案・実施に関すること。 

(4)  大学教育の全学的な連絡調整に関すること。 

(5)  その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。 

（部門） 

第４条 センターに、前条に掲げる業務を円滑に行うため、次に掲げる部門を置く。 

(1) 初年次教育・教養教育部門 

(2) 体育・健康教育部門 

(3) 外国語教育部門 

２ 前項の部門は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 共通教育の調査・研究・開発に関すること。 

(2) 共通教育の授業の実施に係る具体的事項の企画・運営に関すること。 

(3) 共通教育の履修指導体制の充実に関すること。 

(4) 共通教育の広報活動に関すること。 

(5) その他教育部門の運営に関すること。 

（職員） 

第５条 センターに、次に掲げる職員を置く。 

(1) センター長 

(2) 副センター長 

(3) 各部門長 

(4) 各副部門長 

(5) 専任教員 

(6) その他必要な職員（以下「センター職員」という。） 

（職務） 

第６条 センター長は、センターの業務を掌理する。 

２ 副センター長は、センター長の職務を補佐する。 

３ 部門長は、センター長及び副センター長の職務を補佐する。 

４ 副センター長は、部門長の職務を兼ねることができるものとする。 

５ 副部門長は部門長の職務を補佐する。 

６ 専任教員は、第４条第１項各号のいずれかに属し、共通教育を主に担当するとともに、

センターの業務を処理する。 

７ センター職員は、センターの業務に従事する。 

（センター長等） 
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第７条 センター長は、本学の専任の教授のうちから、総合教育機構長の推薦により、学

長が選考する。 

２ 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学

長が任命する。 

３ 部門長は、センターの専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学長

が任命する。 

４ 副部門長はセンターの専任の教授、准教授又は講師のうちから、センター長の推薦に

基づき、学長が任命する。 

５ センター長、副センター長、部門長及び副部門長の任期は、２年とし、再任を妨げな

い。ただし、センター長、副センター長、部門長及び副部門長に欠員を生じた場合の補

欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（兼務教員） 

第８条 センターに、兼務教員を置くことができる。 

２ 兼務教員は、申出のあった本学の教員のうちから、学長が兼務を命ずる。 

３ 兼務教員は、第４条第１項各号のいずれかの組織に属し、当該組織の業務を処理する。 

（共通教育センター運営委員会） 

第９条 センターに、センターの業務を円滑に処理するため、共通教育センター運営委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

（事務） 

第 10 条 センターに関する事務は、学生部共通教育課において処理する。 

（雑則） 

第 11 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はセンターが別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行後、最初のセンター長は学長が指名した者をこの規則により選考した

ものとみなす。 
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○鹿児島大学共通教育センター運営委員会規則 

平成 29 年３月 16 日 
総機第３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鹿児島大学共通教育センター規則（平成 29 年総機第２号）第９条第

２項の規定に基づき、鹿児島大学共通教育センター運営委員会（以下「委員会」という。）

に関し、必要な事項を定める。 

（組織） 

第２条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 共通教育センター長 

(2) 共通教育センター副センター長 

(3) 部門長 

(4) 副部門長 

(5) 専任教員 

（審議事項） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 共通教育センター（以下「センター」という。）の運営に関すること。 

(2) 共通教育カリキュラムの編成に関すること。 

(3) 共通教育の授業実施に関すること。 

(4) 共通教育の単位認定に関すること。 

(5) センターの規則の制定改廃に関すること。 

(6) センターの予算・決算に関すること。 

(7) センターの施設管理に関すること。 

(8) センターのファカルティ・ディベロップメントに関すること。 

(9) 法人評価及び認証評価等に関すること。 

(10) 非常勤講師等の雇用に関すること。 

(11) 科目等履修生の受入れ審査に関すること。 

(12) 大学教育の全学的な連絡調整に関すること。 

(13) その他センターの運営及び業務等に関すること。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。 

（議事） 

第５条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決

し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができ

る。 

（教育部門会議） 

第７条 委員会にセンターの業務を円滑に処理するため、次に掲げる会議を置く。 

(1) 初年次教育・教養教育部門会議 

(2) 体育・健康教育部門会議 

(3) 外国語教育部門会議 

２ 前項各号の教育部門会議には、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  部門長 
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(2)  副部門長 

(3)  各教育部門専任教員 

３ 教育部門会議の審議事項は第３条に準じる。 

４ 各部門長は、各教育部門会議を招集し、その議長となる。 

５ 議長に事故があるときは、副部門長がその職務を代行する。 

６ 第５条及び第６条の規定は、教育部門会議において準用する。 

（科目分科会） 

第８条 委員会に共通教育科目及び学芸員資格科目の企画・立案・実施を円滑に処理する

ため、次に掲げる分科会を置く。 

(1) 初年次科目分科会 

(2) 教養科目分科会 

(3) 実験等科目分科会 

(4) 情報科目分科会 

(5) 体育・健康科目分科会 

(6) 外国語科目分科会 

(7) 日本語・日本事情科目分科会 

(8) 学芸員資格科目分科会 

２ 初年次科目分科会には、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センターから選出された者 １名 

(2) 各学部の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各１名 

(3) その他センター長が推薦する者 若干名 

３ 教養科目分科会には、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センターから選出された者 ２名 

(2) 各学部の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各１名 

(3) その他センター長が推薦する者 若干名 

４ 実験等科目分科会には、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センターから選出された者 ６名 

(2) 各学部の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各１名 

ただし、法文学部及び教育学部は除く。 

５ 情報科目分科会には、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センターから選出された者 １名 

(2) 学術情報基盤センターから選出された者 １名 

(3) 各学部の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各１名 

６ 体育・健康科目分科会には、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センターから選出された者 １名 

(2) 各学部の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各１名 

７ 外国語科目分科会には、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センターから選出された者 ２名 

(2) 各学部の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各１名 

８ 日本語・日本事情科目分科会には、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センターから選出された者 １名 

(2) グローバルセンターから選出された者 １名 

(3) 各学部の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各１名 

９ 学芸員資格科目分科会には、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 総合研究博物館から選出された者 １名 

(2) 学芸員資格の取得が可能な学部の教授、准教授又は講師のうちから選出された者  

各１名   

10 科目分科会は共通教育科目または学芸員資格科目における具体的事項の審議を行う。 
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11 あらかじめ委員会の承認を得た事項については、科目分科会の議決をもって委員会の

議決があったものとみなすことができる。 

12 各科目分科会に、それぞれ分科会長を置き、委員の互選により定める。 

13 分科会長は、各分科会を招集し、その議長となる。 

14 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

15 第２項から第９項の各号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員

に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

16 第５条及び第６条の規定は、各科目分科会について準用する。 

（小委員会） 

第９条 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

（事務） 

第 10 条 委員会に関する事務は、学生部共通教育課において処理する。 

（雑則） 

第 11 条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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鹿児島大学共通教育センター企画会議設置要項 

平成２９年 ４ 月 １ 日 

共通教育センター運営委員会決定

（趣旨） 

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学共通教育センター規則（平成29年総機第２号）

第11条の規定に基づき、鹿児島大学共通教育センター企画会議（以下「企画会議」とい

う。）に関し必要な事項を定める。 

（任務） 

第２ 企画会議は、共通教育センター全体の懸案事項等について主に次に掲げる事項の審

議を行う。 

 (1) 中期目標・中期計画・年度計画に関すること。 

(2) 予算編成方針に関すること。 

(3) 法人評価・認証評価・構成員評価に関すること。 

(4) 教員人事に関すること。 

(5) カリキュラム全般に関すること。 

(6) 学生の不正行為に関すること。 

(7) 管理運営全般に関すること。 

(8) 教育研究の協定に関すること。 

(9) 共通教育委員会の議題に関すること。 

(10) その他共通教育センター長が必要であると認めた事項に関すること。 

２ 企画会議に関し必要な事項は別に定める。 

 （組織） 

第３ 企画会議は、次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 教育担当理事 

 (2) 共通教育センター長 

 (3) 共通教育センター副センター長 

(4) 初年次教育・教養教育部門長、体育・健康教育部門長、外国語教育部門長  

 (5) 学生部長 

 (6) 共通教育課長 

 (7) その他共通教育センター長が必要と認めた者 

 （委員長） 

第４ 企画会議に委員長をおき、第３第１項第２号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、企画会議を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 

（議事） 

第５ 企画会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決す

る。ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。 

（代理出席） 

第６ 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。 

 （委員以外の者の出席） 

第７ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。 
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（事務） 

第８ 企画会議に関する事務は、学生部共通教育課において行う。 

 （雑則） 

第９ この要項に定めるもののほか、必要な事項は、企画会議が別に定める。 

   附 則 

 この要項は、平成29年４月１日から実施する。 
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共通教育に関する審議事項の申合せ 

平成２９年 ４月 １日  
共通教育センター運営委員会決定

(趣旨) 

1. この申合せは、国立大学法人共通教育委員会規則(平成２９年規則第45号)第３条及び、
共通教育センター運営委員会規則(平成２９年総機第３号)第３条並びに第８条 11 項に
定められた各審議事項と各会議との関係について、必要な事項を定める。 

（重要事項） 
2． 共通教育委員会規則第３条にある審議事項について、具体には次に掲げる事項を指す。 
(1) 共通教育の履修及び修学に関する事項 
  ア 履修案内（教育目標、卒業要件単位数、履修方法等） 
イ 教務行事 
ウ 授業科目の開設・廃止 

  エ 時間割 
(2) 共通教育カリキュラムに係わる規則の制定改廃に関する事項 
(3) 共通教育の実施について各部局との調整を要する事項 
(4) 学生の不正行為に関する事項 

（専決事項その１） 
3． 共通教育センター運営委員会で決定できる事項は、次に掲げる事項とする。 
 (1) 共通教育センター運営委員会で決定可能な事項 
 ア 単位認定 
 イ 予算・決算 
 ウ 施設管理 
 エ ＦＤ関連 
 オ 評価関連 
カ 非常勤講師雇用  
 キ ＴＡ雇用 
 ク 科目等履修生の受入審査 
 ケ 入試業務 
(2) 上記以外の審議事項は、共通教育センター企画会議の議題整理を経て、共通教育委
員会へ上程する 

（専決事項その２） 
4．共通教育センター科目分科会で決定できる事項は、次に掲げる事項とする。 
(1) 共通教育センター科目分科会で決定可能な事項 
 ア 外部英語試験実施計画 
 イ 特別聴講生の履修確認 
 ウ 成績優秀者表彰の決定 
 エ 成績不良者の対応 
 オ ゲスト講師雇用 
(2) 上記以外の審議事項は、共通教育センター教育部門会議と連携の上、共通教育セン
ター運営委員会へ上程する。 

（会議連携） 
5．第４二項にある会議間の連携は、次に掲げる連携とする。 
ア 初年次教育・教養教育部門会議と初年次科目分科会 
イ 初年次教育・教養教育部門会議と教養科目分科会 
ウ 初年次教育・教養教育部門会議と実験等科目分科会 
エ 初年次教育・教養教育部門会議と情報科目分科会 
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オ 体育・健康教育部門会議と体育・健康科目分科会 
カ 外国語教育部門会議と外国語科目分科会 
キ 外国語教育部門会議と日本語・日本事情科目分科会 

（報告事項） 
6．第３及び第４で定めた専決事項の審議結果は、必要に応じ上位委員会等へ報告事項とし
て取り扱う。 

附 則 
この申合せは、平成 29年４月１日から施行する。 
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鹿児島大学共通教育センター予算委員会設置要項 

平成２９年 ４月 １日  

共通教育センター運営委員会決定

 （設置） 

第１ 鹿児島大学共通教育センター（以下「センター」という。）運営委員会規則（平成29

年総機第３号）第９条第２項の規定に基づき、鹿児島大学教育センター予算委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

 （任務） 

第２ 委員会は、次に掲げる業務をつかさどる。 

 (1) センターの予算に関すること。 

 (2) センターの決算に関すること。 

 （組織） 

第３ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) センター長 

 (2) センター副センター長 

(3) センター初年次教育・教養教育部門長、体育・健康教育部門長及び外国語教育部門長 

 (4) 各科目分科会長（学芸員資格科目分科会長を除く） 

 (5) その他委員会が必要と認めた者 

 （委員長） 

第４ 委員会に委員長を置き、第３第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、第３第２号の委員がその職務を代行する。 

 （代理出席） 

第５ 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができ

る。 

 （委員以外の者の出席） 

第６ 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

 （事務） 

第７ 委員会に関する事務は、学生部共通教育課において処理する。 

 （雑則） 

第８ この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

 附 則 

 この要項は、平成29年４月１日から実施する。 



Ⅱ－６ 

鹿児島大学共通教育懇談会開催要項 

平 成 2 9年 ４ 月 １ 日   

共通教育センター長裁定   

 （趣旨） 

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学共通教育センター規則（平成29年総機第２号）

第11条の規定に基づき、鹿児島大学共通教育懇談会（以下「懇談会」という。)を置くと

ともに、その実施に関し必要な事項を定める。 

 （目的） 

第２ 懇談会は鹿児島大学共通教育センター（以下「センター」という。）と専門教育の相

互の有機的な連携のため、センター長、専任教員、各学部教職員及び非常勤講師等との

間で自由な意見交換を行い、今後の施策に反映させることを目的とする。 

（構成員） 

第３ 懇談会は、次に掲げる者をもって組織する。 

 (1) センター長 

 (2) センター副センター長（以下「副センター長」という。） 

 (3) 専任教員 

(4) 各学部の教員から選出された者 各１名 

(5) 非常勤講師及び職員で参加を希望する者 

 (6) その他センター長が認めた者 

 （座長） 

第４ 懇談会に座長を置き、センター長をもって充てる。 

２ 座長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。 

 （開催回数等） 

第５ 懇談会は、原則として、年１回開催する。 

 （事務） 

第６ 懇談会に関する事務は、学生部共通教育課において処理する。 

 （雑則） 

第７ この要項に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、懇談会が別に定める。 

   附 則 

 １ この要項は、平成29年４月１日から実施する。 

 ２ 鹿児島大学共通教育懇談会開催要項（平成26年２月28日教育センター会議決定）は、 

  廃止する。 


