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Ⅰ．ごあいさつ



Ⅰ　ごあいさつ

　鹿児島大学総合教育機構は第３期中期目標・中期計画期間当初

（２年目）の2017年４月に発足しました。南九州及び南西諸島域の

活性化の中核的拠点として、鹿児島大学は第３期の中期目標・中期

計画における「グローバルな視点を有する地域人材育成の強化」を

旗印に、「地域特性を活かした教育および国際化に対応した教育の

推進」、「高大接続の見直し」、「アクティブ・ラーニングの強化」、「教

育の内部質保証システムの整備」、「学生支援の拡充」を掲げました。

教育の質を全学的に保証するための全教員組織である「学術研究

院」を実質化し、人材を有効に活かすことを可能にする仕組みを構築しました。その上で、共通

教育の実質化と高度化、及び学士の質向上を目指し、地域人材育成の司令塔としての「総合教育

機構」を設置しました。機構の活動を広く社会に公開するために刊行されたのがこの総合教育機

構「年報」です。

　その具体的な取組内容は、学部教育に繋がる共通教育の体系的カリキュラム構築、客観的成績

評価方法の確立、学習過程の可視化、単位の実質化、学部横断的な地域人材育成です。特に高大

接続としての初年次教育の実施は、大学教育を受ける基本的なスキルを身につけると同時に、学

生が在学中に質と量を伴った学習時間を確保する上で大変重要です。

　総合教育機構は、高等教育研究開発センター、共通教育センター、アドミッションセンター、

グローバルセンター、キャリア形成支援センター（2020年４月発足）からなり、総勢50名を超え

る教員と最前線に立つ多くの事務職員・特任専門員により構成されています。大学全体の教育の

人的資源が削減される中でのこの人員強化を伴う機構の設立は鹿児島大学の近年における最大の

組織改革であり、学内外から注目されています。

　総合教育機構は鹿児島大学教育改革の試金石であり、試行錯誤を繰り返しながら本学独自の教

育システムを創り上げていく必要があります。そのために、具体の教育活動や事業の展開を鹿児

島大学構成員が共有するとともに内外に広く届ける広報活動が重要になります。この年報はその

大切なツールとなるものです。ご高覧頂きご理解を頂くとともにご批正賜ることができれば幸甚

に存じます。

　最後になりますが、年報の編集に協力いただいた皆様に衷心より御礼申し上げ、年報発刊のご

挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ

鹿児島大学総合教育機構長　武隈 晃
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総合教育機構組織

　総合教育機構は、鹿児島大学（以下「本学」という。）の大学憲章、教育目標、ディプロマポ
リシー、カリキュラムポリシー及びアドミッションポリシーに基づき、優秀な学生を確保するた
め入学者選抜方法を改善し、教育の質の向上を図るため常に教育の改善・充実を行い、質の保証
された優秀な学生を輩出することを目的とし、高等教育研究開発センター、共通教育センター、
アドミッションセンター、グローバルセンターの４センターから構成されています。なお、令和
２年度には新たにキャリア形成支援センターが新設され、学生の支援体制の更なる充実が図られ
ています。

高等教育研究開発センター
　高等教育に関する研究・開発・提言及び高等教育に係る全学的な連絡調整等を行うことにより、
鹿児島大学における教育の充実・発展を図ることを目的とするセンターです。
　高等教育研究開発センターは、我が国と海外の高等教育（≒大学）について研究し、これをベー
スとして現在の鹿児島大学が置かれた状況をデータに基づき的確に把握するための調査・検討を
行っています。

共通教育センター
　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、本学の教育の充実・発展を図ることを目的
とするセンターです。
　共通教育センターは、共通教育の運営及びその質保証・質的向上に責任を負い、教育内容や方
法の改善に向けた取組を恒常的に展開します。特に、アクティブ・ラーニング型授業の拡充に努
め、能動的に学ぶことのできる学生の育成に努めます。

キャリア形成支援センター
　入学時からの体系的なキャリア教育や正課外のキャリア支援、さらにインターンシップやキャ
リア・就職相談等を充実・推進することにより、１年次から卒業まで、さらに卒業後も含めた学
生の多様なキャリア形成を全学的な立場から支援することを目的とするセンターです。

高等教育研究開発
センター

共通教育
センター

アドミッション
センター

グローバル
センター

キャリア形成支援
センター

※令和２年新設

総合教育機構
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　キャリア形成支援センターは、令和元年度で終了した COC+ 事業を継承し、地元就業支援・
地域人材育成にも努めます。

アドミッションセンター
　入学者選抜方法の改善、中長期的な入学者選抜方法の在り方の策定、入学者選抜機能の検証、
学生確保に係る広報活動等を行うことにより、継続的に優秀な学生を確保することを目的とする
センターです。

グローバルセンター
　教育研究の国際活動、海外機関等との連携、国際協力事業支援、海外広報並びに外国人留学生
に対する日本語・日本文化教育の企画及び運営を行うとともに、これらに関連するテーマに係る
調査及び研究を通じて本学の国際化を推進することを目的とするセンターです。
　グローバルセンターは国際共同教育研究の促進を支援すると共に日本人学生の海外への留学、
外国人留学生の受入を促進します。
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Ⅲ．各センター活動報告



高等教育研究開発センター



Ⅲ．各センター活動報告

Ⅰ．活動概要
　令和元（平成31）年度に高等教育研究開発センターが主体的に関与した業務は以下の７点であ
る。いずれも前年度から継続して関与しているものであるが、６については次年度より、新たに
設置されるキャリア形成支援センターに業務を移行する。また、７については、平成30年度後期
より業務を開始しているものの、前年度は活動報告を行わなかったことから、ここで合わせて記
載する。当センター単独の取り組みではなく、全学的な取り組みに当センターとして一定の関与
をしたものについての記述である点については、前年度と同様である。

　１．全学的な教育改革の推進
　２．「地域人材育成プラットフォーム」の運営
　３．全学的 FD の企画・運営
　４．教学 IR の推進
　５．manaba の活用・運用
　６．キャリア教育の拡充
　７．特任助手制度の運用

１．全学的な教育改革の推進
　令和元年度の主な取り組みは、以下の4点である。

　①　教育改革に向けた論点の整理と方向性の提案
　②　学士の質保証に関する仕組みの整備に向けた提案
　③　共同学部に関するシンポジウムの企画・実施
　④　大学院生に対する研究倫理教育の開発・企画実施

　第１に、教育改革については本学に限らず全ての大学に共通の課題であるものの、多様な論点
と方向性があることから、その精査が重要な意味を持つ。この点を踏まえ、当センターからは、
全学教育委員会や全学FD委員会、総合教育機構教育等企画会議を通じて全学的に情報を発信し、
本学全体の教育改革を適切に進めることに貢献した。
　第２に、学士の質保証もまた大きな課題である一方、入試、入試、入学前教育や補習教育、共
通教育、専門教育と関連して検討が必要な事項が多岐にわたり、検討の場となる委員会もそれぞ
れに設置されていたことから包括的な枠組みが不在であった。例えば入学前教育や補習教育は、
正課教育には含まれず、かといって入試と連動するものでもないため責任の所在が曖昧であっ
た。結果として、学力に課題のある学生への組織的対応が十分なされてこなかった。こうした問
題を解決し、本学が輩出する学士の質保証を体系的に行うための仕組みを検討する場として、新
たに「学部学生の学位の質の在り方検討委員会」を立ち上げることとし、その運営にも積極的に
関与することとした。
　第３に、2020年１月29日（月）に開催した大学連携シンポジウム「共同学部はなにが共同なの

活動報告
高等教育研究開発センター
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Ⅲ．各センター活動報告

か」の企画から運営に至るまで中心的役割を担った。本学共同獣医学部は、2012年４月に我が国
で初めて開設された共同学部である。既に開設から８年が経つにもかかわらず、共同学部におい
て共同で行われているのは具体的にどのようなことなのか、それを共同で行うことの意義や利
点、また逆にそこで生じる課題についてほとんど知られていなかったことから、本学共同獣医学
部が有する知見と課題の共有を目的として実施した。詳細については、報告書を確認されたい。
　そして第４に、大学院生対象の研究倫理教育については、2020年２月18日（火）に研究科を横
断する形でワークショップを実施した。研究倫理教育は全ての研究科において必修化されている
ものの、その教育内容・方法は定式化されておらず、研究倫理そのものの専門家ではない教員に
とっては不明な点が多い。また、各専門分野固有の課題は扱い得るものの、分野に拠らないより
一般的な研究倫理に関する課題について大学院生が自ら考える機会は充分とは言い難い。こうし
た状況を踏まえて企画・実施したものである。こうした研究科横断型の企画については今後も継
続して実施予定である。

２．「地域人材育成プラットフォーム」の運営
　鹿児島大学では、2014年度に採択された文部科学省「地（知）の拠点整備事業（COC 事業）」及
び2015年度に採択された同省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+ 事業）」を展
開してきた。いずれも５年間の時限事業であり、2019年度に事業期間が終了する。
　このことを踏まえ、COC ／ COC+ 事業を継承するため、総合教育機構が中心となって学部横
断型の「地域人材育成プラットフォーム」（以下「プラットフォーム」という）を2017年度設置
した。このプラットフォームにおいて、地域そのものを研究対象としてその魅力を探究し課題を
発見する「かごしま地域リサーチ・プログラム」、学生の地域就業に主眼を置きそのキャリア形
成に注力する「かごしまキャリア教育プログラム」、そして地域課題にグローバルな視点から取
り組み地域の魅力を世界に発信する「かごしまグローバル教育プログラム」という３つの教育プ
ログラムが展開されている。
　2019年度にプラットフォームに関する規程類が整備され、プラットフォームにおける高等教育
研究開発センターのミッションとして、以下の職務が明確化された。すなわち、プラットフォー
ム全体の企画や運営に関わることと、プラットフォームの３つのプログラムのうちの「かごしま
地域リサーチ・プログラム」の実施に中心的に関わること、である。
　これを受けて本センターが行ったプラットフォームに関連する主な業務として、①地域人材育
成プラットフォーム運営委員会（以下「プラットフォーム委員会」という）への参画、②「かご
しま地域リサーチ・プログラム」の授業担当者による会議体である「かごしま地域リサーチ・プ
ログラム」実施ワーキング・グループ（以下「リサーチ WG」という）の運営、そして③「かご
しま地域リサーチ・プログラム」の構成科目である「地域リサーチ・スタートアップ」、「地域リ
サーチ・トライアル」、「地域リサーチ実習事前演習」、「地域リサーチ実習」、「地域リサーチ修了
演習」の授業担当、が挙げられる。
　①のプラットフォーム運営委員会は、2018年度までの地域人材育成プラットフォームワーキン
ググループ（以下「プラットフォーム WG」という）を発展的に継承し、総合教育機構における
常設の委員会としたものである。プラットフォームの全体的な方向性と、実際の各教育プログラ
ムの運営方針を検討する場であるが、本センターはいわばそのグランド・デザインを描く責務を
担った。
　②のリサーチ WG は、本センターの教員が中心となって展開している「かごしま地域リサー
チ・プログラム」の授業担当者（実務者）会議である。本センター教員が座長を務め、議論の取
りまとめと実施方策の検討を行った。
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Ⅲ．各センター活動報告

　③に列挙したのは、いずれも「かごしま地域リサーチ・プログラム」を構成する授業科目であ
る。「地域リサーチ・スタートアップ」は１年生を対象とする共通教育科目（教養活用科目）で
あり、プログラムの端緒となる重要な役割を担っている。また、それ以外の科目は２年生以上を
対象とする高度共通教育科目であり、プログラムの修了を目指す２年生や３年生が学部を越えた
学びを経験した。高度共通教育科目は、学則の改正を経て2018年度から展開している本学の新た
な取組であり、受講する学生の所属学部を問わない共通教育科目でありながら、２年生以上を対
象とする高度な内容を扱う授業であり、各学部の判断で卒業要件に専門科目として算入できるも
のである。今後はプラットフォームという脇組を越えて、共通教育センターを中心として総合教
育機構が運営する新たな授業となることが見込まれている。本センターにはその理論的バック
ボーンを用意することが期待されている。
　以上のような取り組みの結果、2019年度は地域人材育成プラットフォームとして初めての修了
者を９名輩出した（「かごしま地域リサーチ・プログラム」１名及び「かごしまキャリア教育プ
ログラム」８名）。本センターはこの成果に一定の寄与ができたものと考えている。

３．全学的 FDの企画・運営
　全学的な FD については、前年度同様に以下３つの研修会について、それぞれ当センターより
企画内容を提案し、全学 FD 委員会主催（「FD・SD 合同フォーラム」については大学地域コン
ソーシアム鹿児島 FD・SD 活動事業部会との共催）で実施した。このうち、「若手教員 FD 研修会」
については、前年度まで「新任教員 FD 研修会」として実施していたものの対象者を広げる形で
リニューアルした。
　•　若手教員 FD 研修会（テーマ：授業デザインワークショップ）
　•　FD・SD 合同フォーラム（テーマ：学生のキャリア形成をいかに支援するか）
　•　学生・教職員ワークショップ（テーマ：学生調査の結果をいかに活用するか）
　いずれも盛況であり、参加者がさらなる能力開発と各々の所属組織の発展に貢献することを期
待するものである。
　新たに開始した企画としては、ポートフォリオ作成ワークショップがある。本企画は、３分の
２が当センター特任助手という比較的若手の教員を中心とした６人のメンティーに対し、スー
パーバイザーとメンター３名が関与するという非常に充実した体制のもと、２泊３日で実施され
たものである。ポートフォリオの意義や重要性については徐々に認識が高まっているものの、ま
だ十分に理解が広がっているとは言い難い現状がある。そのため、まずは今後のキャリア形成の
過程において活用の機会があると想定される若手教員を対象として実施することとした。本企画
に参加したメンティーが、今後はメンターとして活躍することを期待するものであり、全学的に
展開する予定である。

４．教学 IR の推進
　IR（Institutional Research) とは、大学の機能を改善・向上させるための調査活動である。高
等教育研究開発センターでは、全学の教育機能を向上させることを目的とした「教学 IR」を実
施している。
　2019年度は、2018年度に実施された大学 IR コンソーシアムアンケートの回答データの分析を
行った。大学 IR コンソーシアムアンケートとは、学生の学習習慣や学習成果を捉えることを目
的とした学生調査であり、同コンソーシアムに加盟した他大学のデータと比較しながら毎年の本
学学生の特徴を把握している。2019年度も大学 IR コンソーシアムアンケートを学部１年生と３
年生を対象として実施しており、2019年度回答率は１年生64.7%、３年生62.3% であった。
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Ⅲ．各センター活動報告

　また、年度末には、2020年３月卒業生を対象とした卒業予定者アンケートを実施した。回答率
は35.2% であった。いずれのアンケートも実施後すぐに分析を行い、報告書としてまとめている。
その後、大学ホームページや全学 FD 委員会にて公開・報告を行い、全学的な教育改善を促す資
料として提供している。
　さらに、2020年度入学予定者を対象とした入学生アンケートの項目をアドミッションセンター
と共同で開発した。具体的には、入学予定者の高校時代の学習習慣や学習観を測定する項目をア
ンケートに追加し、入学前から卒業時までの学生の学習活動やそれに基づく成長過程を可視化す
ることを目的としたアンケート設計を行った。2020年６月現在、本アンケートの回答データと入
学後の学生情報を紐づけながら、2020年入学生の学習における成長過程を明らかにしている。

５．manaba の活用・運用
　manaba は2018年度に全学共通の LMS（Learning Management System）として導入され、
2019度が２年目の運用であった。導入、１年目の2018年度は、約８割の学生が何らかの授業で
manaba を利用していた。2019年度は、約９割の学生にまで利用が広がった。特に１年生はほぼ
100％の利用であり、学年が上がるにつれて利用のない学生が増える傾向が見られた。
　一方で、2018年度には「利用のコース数の拡大」などの課題が挙げられていた。これを受けて、
2019年度は manaba の全学的な普及のために、manaba 講習会のデザインを以下の形式に分ける
ことで、より多くの教員のニーズに応えられるようにした。また、各部局の FD 活動と連携しな
がら manaba の講習会を実施するなどした（臨床心理学研究科・７月に開催など）。
　•　操作説明などの入門者向けの講習会
　•　manaba を利用している教員を招いた活用事例の講習会
　•　授業アンケートなどの職員向けの講習会
　講習会の実施以外にも、利用拡大のために「オプション機能の導入」を行った。レポートの一
括ダウンロードを行う際に、学生から提出された全ファイルを同一のフォルダに格納することの
できるオプションを導入した。これは、利用の教員からも多く要望が挙がっていた機能でもあっ
た。
　導入当初より、教員から挙げられた要望や改善点を、開発元の朝日ネットに要望書として送付
していた。今回のオプションは、要望を受けての改善でもあり、今後も継続して利用の教職員、
学生からの要望や改善点を整理し送付することを予定している。

６．キャリア教育の拡充
　キャリア教育については、翌年度に計画されたキャリア形成支援センター開設に向け、具体的
な業務内容及び教育プログラムの開発等に取り組んだ。その詳細については、キャリア形成支援
センターの項に譲る。
　特に、今後も当センターと関連の深い事項としては、「キャリア形成記録帳（仮称）」の導入検
討が挙げられる。これは、入学時から卒業時に至る一連の学修プロセスについて、授業に関する
ものだけでなく課外の活動等も含めた学生の著作物や活動成果をポートフォリオとして蓄積する
とともに、それを振り返りの素材とすることで自身のキャリアを検討する上での材料とすること
を想定したものである。場合によっては、直接的に企業とつながるためのツールとして活用でき
る可能性も踏まえ、導入について検討を進めた。今後はキャリア形成支援センターにおいて具体
的な内容等については検討が進められるものであるが、当センターが運用の管理を行う manaba
とも深く関わることから、必要に応じて検討に参加していく予定である。
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７．特任助手制度の運用
　特任助手制度は、前年度10月より発足したものである。大学院博士後期課程の大学院生及びポ
スドクを対象とした制度であり、主に以下３点を目的とした取り組みである。
　•　シラバスの書き方等のほか、アクティブ・ラーニング型授業を初めとする新しい授業運営
方法を中心とした教育能力開発
　•　初年次教育科目や学習支援活動の関与を通じた学士課程の学生の能力向上への貢献
　•　安心して研究に専念できる環境の整備による研究成果の向上
　特任助手については、前年度に15名採用し、今年度は継続者も含めて13名を雇用した。いずれ
も「初年次セミナー」を初めとする初年次教育科目への参加、図書館ラーニングコモンズでの学
習支援活動に携わった。
　また、教育能力の開発のために、知識構成型ジグソー法の課題作成やシラバス作成、模擬授業
等の活動を行った。これらの活動は、単に課題を作成したり模擬授業を行ったりするだけにとど
まらず、特任助手間でより良い課題や授業にするためのアイデアの共有等を行うディスカッショ
ンを実施した。各年度とも、数名が高等教育機関専任教員や研究機関の研究員、学術振興会特別
研究員等に採用されており、大きな成果を挙げているといえる。
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１．共通教育カリキュラムの充実・発展に向けて
　令和元年度は、前年度に引き続き、平成28年度よりスタートした共通教育の新カリキュラムの
現状と課題を検討しカリキュラムの充実を図るとともに、共通教育と専門教育の有機的連関や単
位制度の実質化等の推進等をねらいとした「平成31年度時間割編成の基本方針（案）」との関連
について検討を進めた。その基本方針（案）に基づいて、令和元年度から新テキストを使用する

「初年次セミナー」と COC センターから共通教育センターへ引き継いだ「大学と地域」につい
ては、それぞれ検討 WG を立ち上げて、その充実に向けてさらなる改革の検討を進めた。また、
共通教育センター専任教員の教員選考の評価基準に基づいて、職階のアンバランスを是正するた
めの人事についても検討を行なった。共通教育改革計画書で了承された共通教育センターへの専
任教員配置39名中残り２名についても前年度の採用人事により、10月に着任したが、統計学の教
員の割愛が２件続いたため、急遽、その補充についても検討を行なった。これらの検討課題につ
いてはいずれも、共通教育センター企画会議で原案を検討し、共通教育センター運営委員会や共
通教育委員会で審議した。以下、上記の各会議での審議事項について見ていくことで、令和元年
度の共通教育センターの活動を振り返る。

２．共通教育センター企画会議
　令和元年度の企画会議の主な議題は、１）令和２年度入学生の授業時間割、２）初年次教育の
検討（令和２年度「初年次セミナー」や「大学と地域」の改革、初年次教育・教養教育部門（統
計学）の人事方針）、３）規則の改正（「共通教育センター規則の一部改正」、「共通教育短期海外
研修プログラム実施ガイドラインの改正」、「共通教育センターの「働き方モデル」の「基本方針
の改正」）に関するもので、その他にも総合教育機構における地域人材育成教育に係る各センター
の役割分担や英語圏出身学部留学生（ネイティブ）の英語の受講やベストティーチャー賞の選考、
共通教育センターにおける新型コロナウィルス対策などについても審議がなされた。

１）令和２年度入学生の授業時間割については、令和２年度から「大学と地域」の全クラスを
前期に開講するため、学部との間で時間割の調整が行われた。

２）初年次教育の検討に関しては、初年次セミナーの改革（マニュアルの改訂、クラスサイズ
とクラス数の検討、焦点化教育の導入）、「大学と地域」の改革（前期のみの開講、分野別の
講義方式を改め、全クラス複数分野の講義に統一、コーディネート委員会の設置）、「数理
データサイエンス」の必修化（必修科目の情報活用にデータサイエンスを２、３コマ組み込
む）が主な検討事項として審議された。

　特に「初年次セミナー」については、令和元年度から新しいテキストとそのマニュアルを使用
することになったが、令和２年度「初年次セミナー」については以下の方針が決定された。
　基本方針として、①科目の目標は変更しない。②成績評価方法についても方法や方法別の得点
比率の変更は最低限にとどめ、詳細については柔軟に対応する。また、ルーブリックの使い方に
ついても改めて確認・検討を行う。③授業計画についても変更は最低限にとどめ、教科書は現行
の「アカデミック・スキル入門」を用い、教授内容の大幅な変更は行わない。授業マニュアルは、
新たな編成に従って書き直す。④授業計画については、基本的に令和元年度を踏襲する。その一

Ⅰ．共通教育センター活動報告
令和元年度 共通教育センター長　桑原 季雄
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方で、より高い学習成果を挙げることを目的とした修正は必要に応じて行う。クラス数及びクラ
スサイズについては32～33人程度を標準とし、教員の確保策として、①各学部への割り当てとは
別に学部主担当教員の中で積極的に担当を希望する教員を募る。②学内共同教育施設主担当教員
に依頼する。③令和４年度以降については、キャリア形成支援センター主担当教員に依頼するこ
とも検討する。
　個別の現代的な課題やテーマに焦点化した教育について、令和２年度から、「社会からの要請
に焦点化した教育（焦点化教育）」の３分野（科学倫理教育の分野、キャリア教育等の分野、法
律関係の分野）を「初年次セミナー」に組み込んだ形で行う。また、現在行っている倫理教育な
どの教育を拡大し、後期に焦点化教育を行う。焦点化教育については、これまで学生が考えるべ
きテーマとしてきた「現代社会が抱える諸課題」に関わるものとして位置づける。具体的には、
①ハラスメント防止、②消費者教育、③人権教育、④知財教育、⑤キャリア教育、⑥主権者教育、
⑦租税教育、⑧依存症対策、⑨ワークルール教育、⑩著作権教育からいくつかを令和２年度の
テーマとして位置づけることとし、必要に応じてテーマに関する補助資料を作成・提供すること
も検討する。
　「大学と地域」については、令和元年度から一部の分野を統合して７分野で開講されたが、令
和２年度からは、運営方法について、総合教育機構が責任母体となり、「大学と地域コーディネー
ト委員会」を設置し、委員会要項の制定、委員の選定を行なって、コーディネーターを務めるこ
とになった。また、分野別の講義方式を改め、いずれのクラスにおいても複数の分野にわたる内
容を講義すること、さらに「稲盛哲学」を組み込む方向で検討が進められた。
　令和２年度からの「教養活用科目」の１年後期開設問題について、理工学部の改組資料には「教
養活用科目」が１年前期になっていることから、令和２年度は経過措置として１年前期にも開講
するという教育担当理事決定を行って、11月22日（金）開催の共通教育委員会で全学に周知した。
令和２年度の新時間割への実施に伴う経過措置の内容は、①当面、教養活用科目を後期のみでは
なく、前期にも開講する。②１年次学生は後期開講の教養活用科目を履修することとする。だた
し、学部（特に改組する学部）の事情を考慮する。③２年次以降の学生は前期・後期いずれも履
修可能とする。
　教養教育科目のあり方については、教養科目の精査が行なわれ、令和２年度は文系の科目を中
心に教養教育科目が大幅に削減されることになった。自然科学分野の科目については、科目数が
少ないので、自然科学分野の選択科目の開設を増やすための方策と、非常勤講師担当科目の精査
について関係学部に検討を依頼した。
　数理データサイエンス教育の全学必修化について、令和２年度からの全学必修化に向けて検討
し、理系学部については、既存の「統計学」の中に数コマ入れ込む、文系学部については、必修
科目の「情報活用」に数コマ入れ、学術情報センターの教員にも担当してもらうこととした。
　令和元年度末の３月以降、コロナウイルスの感染拡大が懸念される事態となり、令和２年度は
土日に予備日を多く設けることにより、授業日数の確保に努めることになった。また、manaba
や zoom を活用したオンライン授業の導入についても検討された。

３．共通教育センター運営委員会
　運営委員会の主な議題として、「令和元年度試験における不正行為」、「令和２年度入学生共通
教育科目卒業要件単位数」、「令和２年度入学生授業時間割や開設授業科目」、「令和２年度非常勤
講師とゲスト講師の雇用・招聘計画」、「令和２年度以降の歯学部実験科目」、「英語圏出身学部留
学生（ネイティブ）の英語の受講」等について審議された。
　「不正行為」に関しては学部の規則を参考に、適用基準の規則を一部改正してより厳しくする
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ことが決定された。
　「大学と地域」に関しては、令和２年度以降の運営方法について、ワーキンググループの案を
基に検討した結果、「大学と地域コーディネート委員会」を設置し、その要項の制定、委員の選定、
委員会の活動内容等について審議が行なわれた。
　「初年次セミナー」については、令和２年度の「初年次セミナー」の基本方針と変更点について、
ワーキンググループの案が示され、審議の結果、了承された。
　「規則の改正」については、「共通教育科目試験における不正行為の適用基準の一部改正」、「共
通教育科目における公開授業受入基準の一部改正」、「鹿児島大学共通教育科目履修規則の一部改
正」、「共通教育科目既修得単位認定規則の一部改正」、「共通教育短期海外研修プログラム実施ガ
イドラインの一部改正」、「共通教育センターベストティーチャー賞実施要項の一部改正」、「共通
教育センター離島学習支援事業に関する要項の一部改正」等について審議された。また、共通教
育センターの「働き方モデル」の基本方針についても審議された。
　「教養教育科目あり方」については、教養教育科目を精査するために共通教育検討ＷＧにおい
て、科目数や受講者数などをもとに現状を検討した結果、令和元年度より開放科目を廃止し、教
養教育科目を大幅に削減した。また、令和元年度の開講科目募集においては、基本的には新規科
目は採用せず、非常勤講師の担当する科目を徐々に削減することにした。
　共通教育の授業について、機能強化促進費（補助金）の措置を受け、初年次セミナーに博士課
程の学生を学習アドバイザーとして配置するため、授業担当者のニーズを確認し、６月中旬以降
に雇用を開始した。
　また、スマートフォンなどの普及により、録音・録画・撮影を簡便に行うことが可能となって
いるが、著作権法などへの注意が必要となるため、令和元年度から共通教育科目の授業の録音・
録画・撮影については、学習者個人の自宅復習を目的とし、授業担当教員が許可した場合に限り、
認めることになった。
　「ベストティーチャー賞受賞者の決定」については、共通教育 FD 委員会で審査を行い、共通
教育分野の候補者として推薦することになった。
　「共通教育センター専任教員の働き方モデル」については、原則として年間11科目を担当とす
ることを標準授業担当数とし、そのうち原則として「初年次セミナーⅠ」と「初年次セミナーⅡ」
を各３コマ担当することや、兼務や兼業等についても記載することを確認した。また、「共通教
育センター「働き方モデル」の基本方針第６（兼業）」の取扱について、兼業許可申請にかかる「基
本方針第６」に関する申告書の内容を見直し、標準授業担当数11を満たさない場合の理由及び兼
業を行なわなければならない理由を記入させ、個別に検討できるとする修正案が了承された。ま
た、共通教育センター運営委員会で報告し、兼業申請時に毎回提出するよう周知することとした。
　「共通教育センター専任教育の人員配置計画」については、平成30年４月の時点で、共通教育
改革計画書で配置が承認された39名のうち37名の配置が修了していたことから、平成30年度に残
り２名の教員を配置する計画を立て、その２名の内訳は、初年次教育科目で核となる「初年次セ
ミナー」を担当する共通教育センター専任教員の不足を解消することと将来的に教育内容を充実
させていくことの必要性を検討した結果、国語教育学と倫理学を専門とする教員を新規採用する
ことにし、その２名の教員については平成30年度中に教員選考を済ませ、令和元年度の10月１日
付けで採用された。
　補充が認められていた平成30年度末退官の体育・健康教育の教員の後任については、平成30年
度中に教員選考を終了し、平成31年４月１日付けで新規採用された。
　令和２年度から数理データサイエンスを必修化することになったが、統計学の教員２名が３月
と９月に相次いで他大学に移って欠員が生じたため、急遽後任を１名補充することが承認され、
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令和２年度４月１日付で新規採用された。
　「教員の分野と職階の偏りの是正」について、自然科学分野の教員数が多くなっているものの
化学を専門とする教員と統計学の担当教員についてはなお検討が必要である。また、教員の職階
についても、理系の教授がゼロ、准教授に昇任可能な助教が理系に３名、文系に２名、准教授に
昇任可能な講師が１名ないし２名あり、昇任人事の準備を進めたが、令和２年度から公募制が適
用されることになり、人事がストップしてしまった。安定した授業担当教員の維持という観点か
らも令和２年度に早急に人事を行なうことが望まれる。

４．共通教育委員会
　共通教育委員会で審議された主な議題は、「令和元年度試験における不正行為」、「共通教育科
目試験における不正行為の適用基準等の一部改正」、「令和２年度以降の実験科目」、「令和２年度
入学生共通教育科目卒業要件単位数」、「令和２年度入学生学生授業時間割」、「令和２年度開設授
業科目」、「令和２年度入学生共通教育履修案内の作成」、「共通教育科目履修規則の一部改正」、

「英語圏出身学部留学生（ネイティブ）の英語の受講」、「令和２年度初年次セミナーと大学と地
域の改革」、「令和２年度初年次セミナーの全学支援体制」、「共通教育の全学支援体制」、「令和２
年度非常勤講師雇用計画」、「共通教育短期海外研修プログラム実施ガイドラインの一部改正」な
どである。また、数理データサイエンス教育の全学必修化や令和２年度「教養活用科目」の開講
期の変更、共通教育センターにおける新型コロナウイルス対策についても報告がなされた。
　令和２年度の実験科目については、令和２年度の理学部改組に伴い、理学部が共通教育の実験
科目を担当できなくなることから、共通教育では教員免許取得者を対象とした実験科目を３年次
に開講することにし、学部専門科目として既に開講されている実験で、教職の課程認定に対応で
きるような調整を積極的に進めることが依頼された。また、理学部では令和元年度から実験科目
の履修単位数を減らし卒業要件単位数が変更され、全学科の卒業要件単位数を31単位に揃えるこ
とになった。歯学部からは、実験科目の担当教員がおらず開講が難しいとの意見があり、令和２
年度に関しては移行措置として共通教育センターで開講している教職実験科目に組み込むことに
なった。
　また、令和元年度末の３月以降、コロナウイルスの感染拡大が懸念される事態となり、令和２
年度は土日に予備日を多く設けることにより、授業日数の確保に努めることや、manaba や
zoom を活用したオンライン授業の導入についても検討されていることが報告された。

５．今後の展開
　令和元年度末にコロナウイルスの感染拡大という予期せぬ事態が発生したことにより、令和元
年度に検討した様々な課題については、臨機応変かつ柔軟な対応が迫られることになった。初年
時教育の核となる「初年次セミナー」や「大学と地域」は未だ改革の途にあり、「学士の質の保証」
という課題に答えうる教育内容を安定して提供できるカリキュラムの早急な整備が望まれる。そ
のためにも、今後とも、共通教育センターの専任教員が中心となって、「2020年度時間割編成の
基本方針」の実施に向けて取り組むとともに、全学の協力を得ながら共通教育を充実・発展させ
ていくことが期待される。
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Ⅲ．各センター活動報告

１．はじめに
　初年次教育・教養教育部門は、共通教育センター所属教員のうち、人文・社会系、自然科学系
の教員を構成員とし、初年次教育科目（体育・健康科目を除く）と教養教育科目の実施に関わる
業務を担っている。部門の運営にあたっては、共通教育センターに属する他の部門・分科会と緊
密に連携をとり、共通教育科目が全体として整合性のあるものとして実施されるように意を用い
ている。

２．平成31年度の活動内容
　平成31年度に本部門で扱った内容は、次の通りである。
　１．初年次教育・教養教育部門会議での審議事項等
　　（1）平成31年度共通教育センターＦＤ委員会委員の推薦者の選出
　　（2）「大学と地域」のあり方の検討
　　（3）平成31年度以降での「初年次セミナーⅠ」「同Ⅱ」のあり方の検討
　　（4）その他、本部門が所管する科目に関する事項
　２．本部門が所管する科目相互、及び、他の共通教育科目の運営との調整
　３．時間割変更などに伴う対応
　４．その他

３．改善事項等
　第一に、「初年次セミナーⅠ」「同Ⅱ」の教育内容を改善する必要があるとの指摘に鑑み、その
検討の方向性を示すこととした。具体的には、共通教育センターに「共通教育センター初年次セ
ミナーワーキンググループ」が設置されるとともに、従前から同科目の設置・運営に役割を果た
してきた高等教育研究開発センターとの調整をおこなうため、「総合教育機構初年次セミナー
ワーキンググループ」が設置され、科目の運営方針の策定から具体的な授業実施までを前者が中
心となって行う体制が整えられた。その上で、令和２年度以降における当該科目の具体的な運営
方針が議論され、その方向性が示された。本部門は、両ワーキンググループの活動をサポートす
るとともに、そこでの検討内容・結果を関係教職員が共有することができるように努めた。
　第二に、教養教育科目（選択科目）について、平成30年度に共通教育検討第１WG によって作
成された報告書に述べられた　① 教養教育科目の体系の再検討、② 非常勤講師等の削減の仕組
みづくり、③ 中・長期的な視点からの教養教育科目再編のためのロードマップの提示等につい
て、教養科目分科会をサポートしつつその具体化に取り組んだ。加えて、共通教育検討第２
WG・第３WG の報告書の内容をも踏まえ、共通教育センターに属する他部門・分科会との連携
を密にすることに意を用いた。

４．令和２年度へ向けた課題
　全学委員会として、学部学生の学位の質保証に関する委員会が設置され、共通教育センターか
らも委員が選出されていることを受け、当該委員会での議論の状況を部門内で適時適切に共有す
るとともに、本部門が所管する業務に関わる事項について、共通教育センター選出委員をサポー
トすることが求められている。

Ⅱ．初年次教育・教養教育部門 活動報告
令和元年度初年次教育・教養教育部門長　渡邊 弘

共通教育センター
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Ⅲ．各センター活動報告

　令和元年度の初年次教育科目分科会の活動報告を以下の通り報告する。当分科会では（１）令
和元年度に授業内容を大幅に改編した「初年次セミナー」の授業運営方法の改善策の検討、およ
び（２）「大学と地域」の授業内容および運営方法の改善案について、総合教育機構ＷＧにおい
て作成予定の改革案を、年間を通じて検討し実施にむけて作業を行う予定であった。
　しかしながら、令和元年度10月、令和２年度から、学内の複数部局が改組されることに伴い、
それら部局による文科省への改組計画書に、従前どおりの初年次教育の詳細な内容が組み込まれ
ていることが判明した。このため、上記の改善にともなう授業内容の大幅な変更が事実上不可能
となり、令和元年度中の分科会の活動はほぼ休止状態となった。

Ⅲ．初年次教育科目分科会 活動報告
令和元年度 初年次教育科目分科会長　中筋 健吉

共通教育センター
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Ⅲ．各センター活動報告

１．はじめに
　教養科目分科会は、本学の共通教育科目に属する科目群のうち、以下の科目群の運営にあたる
ことを任務としている。
　・教養基礎科目（人文社会科学分野）
　・教養基礎科目（自然科学分野）
　・教養活用科目（統合Ⅰ・統合Ⅱ）
　また、共通教育科目全体の運営・内容についても、上記科目群に関する事項を担当する立場か
ら審議し、意見を述べる。本分科会は、上記科目群に属する諸科目が他の共通教育科目と連携し
つつ、学士にふさわしい広く深い教養を学生に獲得させると共に、専門教育の基盤となる能力を
涵養することを目指し、活動を展開している。

２．平成31年度の活動内容
　①　開設授業科目の精選と体系化（下記３を参照）
　②　非常勤講師担当科目の精査（下記３を参照）
　③　ゲスト講師招聘に関わる年度計画・授業計画の策定と内容の審議
　④　放送大学との連携に関わる業務
　⑤　2019年度入学生用「共通教育履修案内」等、学生指導に関わる文書の検討・改訂
　⑥　学部学生の学位の質保証の在り方検討委員会での検討事項の報告・対応
　⑦　その他、上記1．に示した科目群に関わる事項

３．改善事項など特に重点を置いて実行したものや今後の課題
　第１に、平成31年度は、特に開設授業科目の精選と体系化に意を用いた。全体として開設授業
科目を精選すると共に、特に非常勤講師担当科目について、規程類や従前からの申合せに沿った
形での整理を行った。その結果、開講科目数を削減することになり、本学としては適正な規模の
科目数に近づけることができたと考えている。一方で、規程類などに沿って機械的に開講・閉講
を実施することにより生ずる課題についても、前年度から引き継いで検討を加え、適正な解決策
を実行するよう努めた。特に、①本学全体の建学の精神や本学が地域社会で果たす役割に関わる
科目を適切に開講する方向性、②多様性（ダイバーシティ）に関わる内容をもつ科目を適切に開
講する方法、③広く社会が大学ならびに本学に求める教育上の取り組みに対応する教育内容等に
ついて、課題を残しつつも一定の方向性を明らかにすることが出来たと考える。今後も全体とし
て適切な科目を開講することができるよう、他分科会や共通教育センター運営委員会などと連携
して、全学の方針に従った形で業務を進めていきたい。
　第２に、1．に示した諸科目群全体の目標の再検討に関連する議論を行った。特に平成31年度
は、全学委員会として学部学生の学位の質保証の在り方検討委員会が発足したことを受け、学位
の質保証に関する議論に積極的に応答することができるよう意を用いた。特に、①共通教育科目
に属する科目群として、本学学生が学士として共通に獲得すべき普遍的な能力を保証する教育の
あり方を構築するとともに、②その一方で、学生の教育要求に応え、教員の創造性・独自性・先

Ⅳ．教養科目分科会 活動報告
令和元年度　教養科目分科会長　渡邊 弘

共通教育センター
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Ⅲ．各センター活動報告

進性を活かし、さらには学際性を重視した教育のあり方を実現することができる科目群を構築す
る方向性を発展させられるよう、引き続き議論していきたい。
　第３に、いわゆる高大接続システム改革や、本学の「大括り入試」実施、新学習指導要領の実
施などに伴い、本学に入学してくる学生の状況が変化することが予想される。平成31年度は、こ
れらの変化を的確に予想・分析しつつ、主として低学年次に履修されることが多い科目群につい
て、学生のレディネスを踏まえた形での科目設定ができるよう、意を用いた。この点は令和2年
度以降も引き続き議論し、具体的な方策を提案していきたい。
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Ⅲ．各センター活動報告

　実験等科目分科会は、共通教育センターで開講される実験科目並びに基礎教育入門科目に対し
て、企画・立案並びに教育に係る全学的な連絡調整等を行う分科会である。令和２年度からの学
生実験では、運営形態が大幅に改定されることが決定しているため、実験等科目分科会にとって
本年度は大きな節目の年でもあった。以下に令和元年度における実験等科目分科会の主な活動内
容をまとめる。

１．令和元年度の活動内容
　⑴　令和２年度以降の実験科目（化学・物理・生物・地学）の運営方法の策定

・従来の学生実験の運営方法を見直し、自部局で運営が可能かつ必要とされる実験科目につ
いては、各部局の専門教育として開講していただくように依頼した。

・新たな実験科目運営方法案を作成するにあたって、関係する部局に意向調査を行った。
・上記の意向調査を基に令和２年度及び、令和３年度以降の基礎実験における運営方法案を

作成した。具体的には、令和２年度は未修得学生向けの学生実験を前期に開講する。また、
令和３年度以降では関係部局の教員免許（理科）取得希望学生（ただし２年次以上）およ
び未修得学生向けの学生実験を夏季・春季休業中に集中講義形式で開講することとした。
関係する委員会でもこの案を報告し、各部局からの合意を得た。

　⑵　実験等科目分科会の分科会長・副分科会長の選出方法の検討
　令和２年度以降、共通教育センターの専任教員から選出されることとなった。ただし、具
体的な選出方法は継続審議事項となった。

２．今後の課題
　⑴　令和３年度以降の学生実験（集中講義）における開講期間の日程調整

　関係部局と相談の上、受講希望の学生に不利益が生じないように開講期間を調整する必要
がある。

　⑵　分科会長と副分科会長の選出方法について
分科会長と副分科会長は共通教育センターの委員から互選で選出する案を検討する。

　⑶　非常勤講師経費の適正化について
　　引き続き非常勤講師経費の適正化をすすめていく。
　⑷　基礎統計学入門の担当教員について

　基礎統計学入門を必修指定している部局は多いが、担当できる教員が少ないという状況が
続いている。今後も「基礎統計学入門」担当者を確保する必要がある。

Ⅴ．実験等科目分科会 活動報告
令和元年度 実験等科目分科会長 伊藤 昌和

共通教育センター
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Ⅲ．各センター活動報告

　令和元年度の情報科目分科会の活動報告を報告する。令和元年度の情報科目分科会は、「数理
データサイエンス」の全学必修化の作業に終始した１年であった。数理データサイエンス教育

（以下、DS 教育と略す）を全学必修科目「情報活用」に組み込み、全学必修化を実現した概略
を以下に述べたい。

１．「数理データサイエンス」の立ち上げの問題
　総理大臣直轄の教育再生諮問会議における第11次答申に基づき、「数理データサイエンス」を、
小中高大学のすべての学校において、必修科目として履修させることが、令和元年５月に閣議決
定された。大学も文系理系を問わず、全学生に必修化することが求められた。この背景には、
AI（人工知能）やビックデータの処理で米国・中国に先行された産業界の強い焦りがあるとさ
れている。この閣議決定が行われる数年前から、全国の大学では、既に取り組みが始まっていた。
全国の拠点大学６校（北大・東大・京大・滋賀大・阪大・九大：九州地区は九州大学が主導）に
加え、協力大学20校が、既に DS 教育の導入を始めている。

２．鹿児島大学の令和元年５月段階での状況
　平成31年４月の段階で、先行する国立大学では、早い大学では４年前から DS 教育の導入が図
られており、九州地区の複数の国立大学でも、パイロット授業が試験導入の形で数理データサイ
エンス教育が始まっていた。令和元年５月に大分で開催された「12大学教養教育実施組織代表者
会議」「国立大学教養教育実施組織会議」においても、全国の多くの国立大学において DS 教育
が既に導入されている状況が判り、鹿児島大学の遅れが浮き彫りとなった。
　これらの状況を受け、鹿児島大学で速やかに数理データサイエンス教育の全学必修化を実現す
るにはどのような方策が適切か、情報活用分科会でも検討を始めた。
　鹿児島大学は、理工系７学部、文系２学部を擁する総合大学のため、全学部の了解を得るため
にはかなりの時間を要する。このため、DS 教育を全学必修化で導入するにあたっては、かなり
の準備期間が必要であることが予測された。また、令和元年夏に公表され、約１年間かけて修正
が行われるという「統計学の専門教員のいない大学を念頭に置き、文系の先生でも誰でも教えら
れるモデル案」を導入せざるを得ない状況に至る前に、独自の授業展開を行う必要性もあった。
このため、鹿児島大学における DS 教育導入モデル案をまとめ、各学部教務委員とも密接な連絡
を取りつつ、DS 教育の全学必修化の原案をとりまとめた。

３．急転直下で全学必修化の導入が決定
　教育担当理事の尽力により、令和元年７月19日（金）の大学本部の執行部懇談会において、
DS 教育を全学必修化し、令和２年４月から開始することが、決定された。これは、学長の判断
に基づく、異例の速さでの決定であった。
　この時点で、全学「実験科目等分科会」において「基礎統計学入門」を DS 教育に活用するこ
とが５月の段階で既に承認されていた。全学必修化の方針決定を受け、全学「情報科目分科会」
において「情報活用」の一部コマに DS 教育を組み込むことが承認された。「情報活用」の授業を、

Ⅵ．情報科目分科会 活動報告
―数理データサイエンス教育の全学必修化の経緯―

令和元年度 情報科目分科会長　冨山 清升

共通教育センター
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公式に DS 教育の実施科目とする道筋が定まった。全学教務委員会で DS 教育の全学必修化が承
認された後、執行部の研究教育評議会での承認を経て、鹿児島大学としての機関決定となった。

４．DS教育の全学必修を受けた新たな教育の展開
　DS 教育を鹿児島大学に導入していくに当たり、以下のような方針を立てた。これは、文科省
の基本方針でもある、初年次から専門課程までの積上方式を想定している。

A.　全学必修科目となっている「情報活用」の３コマ程度を数理データサイエンス教育の初歩
的内容とする。この結果、全学部の学生が１年時に２～４コマ程度の DS 教育を受講するこ
とになる。

B.　さらに、全学の理工系学部での多くの学部が受講させている「基礎統計学入門」の内容を
DS 教育の発展的内容と位置づける。

C.　各学部においてより専門的な DS 教育を行い専門的内容とする。既に一部の学部では、DS
教育の専門的な教授内容を全学部で必修化することが決まっている。

５．鹿児島大学おける今後のDS教育の展望
　上記の、DS 教育の初歩的内容に関しては、令和２年度からの導入が決定され、現在、令和２
年度前期の「情報活用」の授業において、実際に DS 教育が全学部必修の内容として授業が完了
している。DS 教育の発展的内容は、令和２年度の「基礎統計学入門」で授業が実際に行われて
いる。また、今後は各学部で行われる DS 教育の専門的内容の教育展開をどのようにしていくべ
きなのかが問われている。
　DS 教育の全学必修化の方針の下、その専門的教育を担う中核分野である統計学専門教員の圧
倒的な不足を、大きな問題点として挙げなければならない。鹿児島大学の教養教育を担っている
共通教育センターには２名の統計学の専門教員が所属していたが、令和元年10月時点でゼロ名と
なり、かろうじて、令和２年度４月から統計学の専任教員１名を確保することが出来た。しかし、
DS 教育の中心となるべき「情報活用」や「基礎統計学入門」の講義の多くを非常勤講師に依存
するという状況は、現在でもあまり変わっていない。鹿児島大学共通教育センターでは、今後、
情報関連科目や統計学関連科目の教育体制の早急な立て直しが求められている。
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１．本年度の主な活動内容
　⑴　新入生（外国人留学生）の履修申請時への対応
　　　令和元年度学部新入留学生は28名だった。
　　　学部新入生、編入生の国籍、学部の内訳は表１のとおりである。

表１　令和元年度学部新入留学生所属・国籍内訳
法文 教育 理 工 農 共獣 水産 医 歯 計

韓国 2 1 1 2 2 8
中国 2 4 3 3 12
台湾 1 1

ベトナム 1 3⑶ 1⑴ 5⑷
マレーシア 1⑴ 1⑴
アメリカ 1 1

計 4 2 5 7⑴ 5⑶ 0 5⑴ 0 0 28⑸
　＊（　）は内数で国費学部留学生およびマレーシア政府派遣留学生。

　共通教育の履修申請時に日本人学生及び先輩留学生をチューターとして配置し、新入留学生
の履修申請・学務 WEB 学生カード登録作業の補助を行った。

　⑵　日本語・日本事情科目の実施状況
　　・日本語・日本事情科目は表２のとおり実施した。

　表２　令和元年度日本語・日本事情科目の開設時期と内容
日本語科目 日本事情科目

１期
（１年前期）

日本語Ⅰ　読解
日本語Ⅱ　作文 1（基礎・表現） 日本事情 A

２期
（１年後期）

日本語Ⅲ　プレゼンテーション
日本語Ⅳ　作文 2（資料分析・レポート作成） 日本事情 B

　・日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳは各科目、２クラス開講した。初回授業時にプレー
スメントテストを行い、学生の日本語力に応じてクラスを設定した。授業では大学生活に必
要なアカデミックスキルの習得を目指した。

　・日本事情 A,B は留学生の所属する学部によって理系と文系に分けて開講した。
　・日本事情（理系学部対象）の開講時間に国際食糧資源コース（農・水産学部）の必修科目が

重複して開講されたため、当該学生は日本事情（文系学部対象）を受講した。

２．次年度の取り組み
　⑴　日本語・日本事情科目について
　　　令和２年度は日本語・日本事情科目を表３の通り開講する。

Ⅶ．日本語・日本事情科目分科会 活動報告
令和元年度 日本語・日本事情科目分科会長　和田 礼子

共通教育センター
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　表３　令和２年度日本語・日本事情科目の開設時期と内容
日本語科目 日本事情科目

１期
（１年前期）

日本語Ⅰプレゼンテーション
日本語Ⅱ作文 1（基礎・表現） 日本事情 A

第３ターム
（１年後期）

日本語Ⅲ作文 2（資料分析・レポート作成）

日本事情 B
第４ターム

（１年後期）
日本語Ⅳ総合日本語：
初年次セミナーⅡの焦点化教育に対応

　今年度からの変更点は以下のとおりである。

　①後期におけるターム制の導入
　前期は今年度と同様に日本語Ⅰ、日本語Ⅱをそれぞれ週に１回ずつ実施するが後期はターム
制を採用し、日本語Ⅲを第３タームに、日本語Ⅳを第４タームにそれぞれ週に２回実施する。

　②初年次セミナーⅠ・Ⅱのカリキュラム変更に伴う、日本語科目のカリキュラム変更
　学部留学生は初年次セミナーⅠを必修科目として履修するが、初年次セミナーⅡは履修しな
い。
　従来の初年次セミナーⅡではプレゼンテーション及びレポート作成を行っており、これらは
言語学習的要素が強いため、留学生には日本語Ⅱ、Ⅳで作文、レポート作成の授業を行ってい
た。日本人学生が初年次セミナーⅡで学習する内容についても、この授業で適宜フォローして
きた。
　しかし、令和２年度カリキュラムの見直しが行われ、初年次セミナーⅠでは話し合い、レ
ポート作成を行い、初年次セミナーⅡではプレゼンテーションに加え、「社会からの要請に焦
点化した教育（焦点化教育）」が行われることになった。焦点化教育では科学倫理・研究倫理
などの倫理分野、キャリア教育・主権者教育・租税教育等の市民生活分野、人権・著作権・消
費者教育・ワークルール教育等の法律分野の３分野が取り上げられるが、現状のカリキュラム
では留学生はこの焦点化教育を受ける機会がない状況となる。
　このため、令和２年度はこの内容を日本語Ⅳで総合日本語として取り扱うこととした。初年
次セミナーについては今後も改革が行われる予定で、令和３年度以降の日本語科目の内容につ
いては共通教育初年次セミナー WG から情報を得ながら、検討していきたい。

　⑵　非常勤講師雇用計画
　日本事情 A, 日本事情 B については来年度も引き続き非常勤講師を雇用し、経費はグロー
バルセンターが負担する。
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　学芸員資格科目分科会では、関係部局（法文学部、教育学部、理学部、農学部、水産学部、共
通教育センター）と鹿児島大学総合研究博物館とで、メール会議を含む計３回の会議を開催した。
昨年度と同様、学芸員資格に関する各科目の実施や夏休みに行われる博物館実習の受け入れ先調
整などについて話し合い、スムーズにカリキュラムを実施することができた。
　一方、昨今、非常勤講師費用の節約のため、非常勤講師の雇用を県内在住者に限定することが
薦められていることから、潜在的な非常勤講師候補者が非常に少ない。一方、これまで雇用して
きた非常勤講師には70歳以上の高齢な方もいるが、それに代わる人材の確保が困難で、そのよう
な人材確保が課題となっている。本年度も高齢の非常勤講師が担当している科目について雇用計
画の見直しを行った。その結果、令和２年度から「博物館展示論」について分担担当していただ
く60歳代の県内在住の新たな非常勤講師の人材が確保できた。しかし、まだ、一部科目の分担担
当者に70歳代の非常勤講師を雇わざるを得ない状況が続いており、次年度も引き続いて、非常勤
講師の高齢化対策について審議を行う予定である。
　また、共通教育として開設される学芸員資格科目は、原則６期までに取り終える必要があり、
各科目の開設曜日や時限の変更が関係部局の様々な学科・コース等の学生に与える影響は、それ
ぞれの部局のカリキュラム編成にも左右されるため、事前に見通すことが難しい。しかし、今後
とも共通教育委員会等との連携を密にして、学生に不利益が出ない、そして、学生に分かりやす
いカリキュラムを追求し続けることを確認した。
　なお、農学部が令和元年度いっぱいで学芸員資格科目取得学生がいなくなることから、次年度
より関係部局から除外されることも確認された。

Ⅷ．学芸員資格科目分科会 活動報告
令和元年度 学芸員資格科目分科会長　坂巻 祥孝

共通教育センター

28



Ⅲ．各センター活動報告

１．令和元年度の主な活動内容
　⑴　体育・健康の授業について

　体育・健康科学実習では、令和２年度の実習ノートの改訂を行った。また、非常勤講師を
含む体育・健康科学実習担当教員を対象に令和２年度に向けた研修会を以下の内容で行い、
共通理解を図った。
①　実習の学習目標と学習内容および評価についての確認（同一科目として統一を図るために）
②　実習ノートの改訂についての説明
③　学習管理システム（manaba）の利用について
④　実習における新型コロナウイルス対策と遠隔授業についての情報提供
　一方、体育・健康科学理論では、平成30年度から体育・健康科目の授業改善 WG を継続
的に実施している。また、非常勤講師の担当コマ数は、平成30年度の体育・健康科目の40コ
マから令和元年度は33コマと７コマ減らした。

　⑵　体育・健康に関する研究的取り組み
　平成30年度新入生の体力測定及び有酸素能力の測定のデータをまとめた。また、manaba
のアンケート機能を用いて、体育・健康科学実習中の学生提出レポート課題のうち「生活実
態」、「体力診断テスト」、「筋力トレーニング授業結果」、「PWC170」の各測定結果の学生個
人入力フォームを作成し、令和元年度は、全クラスでの集計を行った。

　⑶　体育・健康に関する施設設備の管理
①　実習関連の体育器具、施設設備の巡視および安全確認を定期的に行い、老朽化した体育

器具の廃棄を行った。
②　下記のトレーニング器具を購入し、充実を図った。
　・バーベルカラー（50mm）（10個）
　・ラバープレート（５kg ４枚，10kg ２枚，20kg ２枚 計８枚）
　・ジャンプボックス（ソフトプライオメトリックス３in １）1台
　・バランスボール２個（大・小）
③　第２体育館において下記の補修とメンテナンスを行った。
　・玄関ドアの補修
　・２階ロビーの天井の破損（一部）の修復（取り替え）
　・フロア、トレーニング室、卓球室の床の洗浄およびワックスがけ（外注）
　・館外窓ガラス（卓球室、トレーニング室、測定室）の清掃

２．体育・健康に関する今後の課題
　⑴　体育・健康の授業について

①　体育・健康科学実習の成績評価の問題も含めて、指導内容に教員間でばらつきが生じな
い配慮が必要である。非常勤講師を含めて担当教師の指導が極力一致するよう教員間の意
思統一を図る。

②　記録的大雨予測による全学休講措置に対する体育・健康科学実習の補講のために体育施

Ⅸ．体育・健康教育部門 活動報告
令和元年度 体育・健康教育部門長　末吉 靖宏

共通教育センター
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設の確保が必要である。
③　体育・健康科学理論について、講義内容の精選と教員間での授業内容及び評価の統一、

学生による能動的学習が行われることを目指して、定期的な授業検討会を実施していく。
　⑵　体育・健康に関する研究的取り組み

　授業内で得られる体力・運動能力のデータを活用して、学生の体力の現状や授業効果を明
らかにする分析結果を公表する。
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　令和元年度の外国語教育部門活動を振り返ってみると、忙しくても安定した一年であったと思
える。この報告には、１）体制について、２）カリキュラムについて、３）現場について、の三
つの分野に分けて一年間の活動を手短に紹介させていただく。

１．体制について
　平成28年度末まであった外国語教育推進部の代わりに、平成29年度には外国語科目分科会が中
心的な組織であった。平成30年度から組織が更に外国語教育部門に生まれ変わった。この新体制
が令和元年度もそのまま継続になったため、久しぶりに２年連続同じ体制の中で活動し、安定し
た運営ができたと感じられる。
　この体制に、中国語教員１名が同共通教育センターの別の部門に移り、外国語教育部門の教員
は１名減り、16名となった。部門長（既修語の教員）と副部門長（初修語の教員）をトップに部
門の運営を行った。原則毎月、外国語教育部門会議を開いた。既修語（英語）では既修語関連の
仕事の役割分担を徹底し、毎月英語ミーティングを行った。初修語も同様、各言語（ドイツ語、
フランス語、中国語、韓国語）関連の仕事を分担し、定期的に初修語ミーティングを開催した。
部門の教員全員が教育のカリキュラム等をしっかり管理した。また、多くの非常勤講師を含め、
教員全員が協力し合い、本学の外国語教育に貢献した。このように「インフラ整備」のような活
動を行ってきた。

２．カリキュラムについて
　令和元年度は、例年通り外国語教育のカリキュラムを確認し、必要に応じて調整を行ってきた。
平成28年度から新カリキュラムを導入したばかりなので、令和元年度が新カリキュラムの完成年
度として考えられる。そのため、PDCA サイクルの中ではカリキュラムの Check と Act の年で
あった。平成30年度に英語ミーティング、初修語ミーティング、共通教育センター第３ワーキン
ググループで既修語、初修語、異文化理解入門に係る検証・評価を行ったため、令和元年度では
更なる Check の上 Act も必要であった。一例として、GTEC Academic という平成28年度から
導入された外部試験の廃止に伴い、新しく EF SET という英語テストを試験的に導入した。結
果として、EF SET を令和２年度も続けて使用する価値があると判断できた。
　この EF SET 導入以外、第１回と第２回の外国語教育部門教員ワークショップを開催し、第
１回目は韓国語の統一授業についての説明等があり、第２回目は PBL（Project-Based Learning）
の意義と手法について学んだ。他の活動として、TA 制度の一部見直し、成績分布の乱れや偏り
を無くすための英語プログラム独自の成績に関する申し合わせ、英語プログラム独自のシラバス
記入チェック等があった。

３．現場について
　体制とカリキュラムがどんなに良くても、現場（主に授業）に係る点検や整備を行う必要があ
る。これは学生にとって一番大事なことである。令和元年度は教員同士で授業方法・授業内容の
問題点を探り、授業改善に努めた。例えば、授業時間外の学修や E-learning の更なる導入につ

Ⅹ . 外国語教育部門 活動報告
令和元年度 外国語教育部門長　ネバラ・ジョン

共通教育センター
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いて検討した。結果として、平成30年度から始めた Xreading という多読中心の E-learning 使用
を拡大し続けながら、EnglishCentral というリスニング中心のものも試験的に始めた。
　また、LOL 外国語ラウンジのプログラムを平成30年度から続けて実施した。授業ではないが、
授業を補填する形で学生の外国語学修の動機付けになる、楽しく外国語を使うスペースとして運
営されてきた。参加した学生の間では好評で、リピーターが多かった。初修語の方では特に驚く
ほどの人気であった。
　E-learning の導入や LOL の運営をデータに基づき、検証しながら活動してきた。

　令和元年度の外国語教育部門活動は上記のようであったことを報告する。字数が限られ、全て
の活動について書けないが、主な活動について触れた。安定した活動の年であったと言える。今
後の展開としては、カリキュラムの管理・運営面を考えた更なる授業改善のため持続的な努力が
欠かせない。予算が厳しい状況ではあるが、「学生のため」というモットーを忘れずに外国語教
育部門のプログラムを運用できればと考えている。
　以上、令和元年度の外国語教育部門活動報告である。
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キャリア形成支援センター
※令和２年４月１日設置



Ⅲ．各センター活動報告

Ⅰ．キャリア形成支援センター設置の経緯
　入学・教育・卒業（就職）の学生生活の一連の流れを担う組織として、入口から出口まで対応
することや、令和元年度終了の COC+ 事業の継承、インターンシップの全学の窓口としての対
応を可能にするため、総合教育機構の機能強化に係る改組を行うこととなった。これに伴い、令
和元年９月から10月にかけて開催された全７回の「大学地域コンソーシアム鹿児島」検討会議、
さらに11月から１月に３回開催された新センター設置準備委員会において検討を重ねた結果、令
和２年４月１日付けで就職支援センターを改組し、総合教育機構の５つ目のセンターとしてキャ
リア形成支援センターが設置されたものである。センターの改組と同時に、事務組織の改組も行
われ、学生部学生生活課に所属していた就職支援室が学生部キャリア形成支援課として独立する
こととなった。
　キャリア形成支援センターは、旧就職支援センターが取り組んできた就職支援のみならず全学
的なキャリア教育も担うため、専任教員が配置され、総合教育機構の「地域人材育成プラット
フォーム」における「かごしまキャリア教育プログラム」を担当することとなった。また、正課
内外のインターンシップを推進することに加え、学外からの窓口を一本化するため、専門の教職
員も配置された。

Ⅱ．概要（図 -2参照）
１．キャリア形成支援の必要性と意義
　科学技術の飛躍的な発展で技術革新のスピードが速まり、産業構造も急激に変化していく現代
の社会においては、大学卒業時に身に付けた知識・能力を基軸とし、社会や組織とのかかわりの
なかで長期的に能力を開拓していく個人特性としてのキャパシティを高める必要がある。
　キャリア形成支援とは、単に就職活動のための知識・能力を養成することではなく、キャリア
発達における基礎的・汎用的な能力であるキャリア基礎力に加え、刻々と変化する社会環境や各
人のライフステージに応じてキャリアを見直し、新たに必要な知識・能力を修得し続ける持続的
な応用力を涵養するものである。
　入学時からの体系的なキャリア教育及び正課外のキャリア支援、更にインターンシップやキャ
リア・就職相談等を充実・推進することにより、学生の多様なキャリア形成を全学的な立場から
支援する必要があるとの観点から、新センターの名称や目的、業務内容を決定するに至った。

２．運営体制

３．具体的な業務内容
　⑴　キャリア教育
　　〇キャリア教育プログラムの開発及び実施・報告

キャリア形成支援センター設置の経緯及び概要
キャリア形成支援センター

専任教員（主にキャリア教育担当）
専任教員（主にキャリア・就職支援担当）
特任教員（主にインターンシップ担当）

キャリア形成支援センター長（兼務）
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Ⅲ．各センター活動報告

　　〇学部（研究科含む）におけるキャリア関連科目の実施状況把握
　　〇キャリア形成支援イベント（低学年次生も対象・正課外）
　　〇キャリア教育動向調査
　　〇キャリア教育実施状況の発信

　⑵　キャリア・就職支援
　　〇就職相談（在学生・既卒者）
　　〇キャリア相談（学部や各センターと連携）
　　〇就職支援イベント（主に学部３年生以上が対象・正課外）
　　　・就職ガイダンス・支援講座、合同・個別企業セミナー、説明会等
　　〇地元企業を含めた求人その他の就職情報の収集及び各学部や学生への情報提供
　　〇未内定者への支援
　　〇学内外への広報
　　〇教学ＩＲ（アドミッションセンター、高等教育研究開発センターと連携）
　　〇キャリア形成記録帳（仮称）の導入

　⑶　インターンシップ
　　〇インターンシップの見える化
　　　・部局間で実施状況等が共有できる基本台帳の作成及び更新
　　　・マニュアル作成
　　〇窓口の一本化
　　　・学内外のインターンシップに関する学生の問合せ対応
　　　・インターンシップに関する企業の問合せ対応
　　　・インターンシップ相談の受付と部局への橋渡し
　　〇課題解決型インターンシップの企画・実施
　　　・地域キャリア・インターンシップへのプログラム提供
　　〇学内外への情報発信
　　　・学外への広報（インターンシップ専用ＨＰの開設・運用、説明会開催など）
　　〇インターンシップへのプログラム提供
　　　・学内担当者へのヒアリング、アンケート調査等の実施など

　⑷　大学地域コンソーシアム鹿児島「地域連携・就業部会」に係る業務
　　〇事業の企画立案・実施
　　〇部会の運営
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Ⅲ．各センター活動報告

４．学内組織におけるキャリア形成支援センターの位置付け（図 -1参照）

※これまで就職活動の支援に取り組んできた就職委員会を再編し、新たにキャリア形成支援委員
会が設置された。新委員会では、全学的なキャリア教育やインターンシップ、就職支援に関す
る各学部・研究科との連絡・調整や全学的な取りまとめを行う。

図１
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Ⅲ．各センター活動報告

キャリア形成支援センター及びキャリア形成支援課の設置について（概要） 

  入入学学時時かかららのの体体系系的的ななキキャャリリアア教教育育及及びび正正課課外外ののキキャャリリアア支支援援、、更更ににイインンタターーンンシシッッププややキキャャリリアア・・就就職職相相談談等等をを充充実実・・推推進進すするる
ここととにによよりり、、学学生生のの多多様様ななキキャャリリアア形形成成をを全全学学的的なな立立場場かからら支支援援すするる。。  

【【設設置置目目的的】】  

  
  

○○キキャャリリアア教教育育ププロロググララムムのの開開発発、、科科目目提提供供  
○○イインンタターーンンシシッッププププロロググララムム（（事事前前指指導導をを含含むむ））のの提提供供  
○○キキャャリリアア・・就就職職相相談談  
○○イインンタターーンンシシッッププのの全全学学的的なな窓窓口口  
○○地地元元企企業業・・団団体体ととのの連連携携及及びびリリカカレレンントト教教育育にに関関すするる情情報報共共有有（（産産学学・・地地域域  
  共共創創セセンンタターー））                                                                            等等  

学部・研究科等との関係 

○○就就職職委委員員会会  
  就就職職委委員員会会をを再再編編しし「「キキャャリリアア形形成成支支援援委委員員会会」」をを新新設設すするる。。  
○○教教務務委委員員会会  
  共共通通教教育育ののキキャャリリアア教教育育科科目目及及びび学学部部・・研研究究科科へへのの科科目目提提供供  
○○共共通通教教育育委委員員会会  
  共共通通教教育育ににおおけけるるキキャャリリアア教教育育科科目目及及びび「「かかごごししままキキャャリリアア教教育育ププロロググララムム」」  等等  

関連する委員会との関わり 

①①全全学学的的ななキキャャリリアア形形成成支支援援体体制制のの構構築築    ②②全全学学生生ののキキャャリリアア形形成成支支援援のの実実施施      

インターンシップ 

イインンタターーンンシシッッププ窓窓口口のの一一本本化化・・情情報報発発信信 

イインンタターーンンシシッッププのの企企画画・・実実施施 

イインンタターーンンシシッッププのの見見ええるる化化（（基基本本台台帳帳のの作作成成等等）） 就就職職情情報報のの収収集集・・発発信信 

就就職職支支援援イイベベンントトのの企企画画・・実実施施 

キキャャリリアア・・就就職職相相談談 

キャリア・就職支援 

キキャャリリアア形形成成記記録録帳帳（（仮仮称称））のの活活用用支支援援  等等 

キキャャリリアア教教育育ププロロググララムムのの開開発発・・実実施施 

正正課課外外キキャャリリアア支支援援イイベベンントトのの企企画画・・実実施施 

かかごごししままキキャャリリアア教教育育ププロロググララムム（（地地域域人人材材PF）） 

キャリア教育 

キキャャリリアア教教育育ににかかかかるる調調査査・・情情報報発発信信  等等 イインンタターーンンシシッッププへへののププロロググララムムのの提提供供  等等 

【【運運営営体体制制】】  

    
  
    
  
   

   

キャリア形成支援センター（総合教育機構） キャリア形成支援課（学生部） 

◇◇セセンンタターー長長  
◇◇教教員員（（主主ににキキャャリリアア教教育育担担当当））  
◇◇教教員員（（主主ににキキャャリリアア・・就就職職支支援援担担当当））  
◇◇特特任任教教員員（（主主ににイインンタターーンンシシッッププ担担当当））  計計４４名名  

◇◇課課長長  
◇◇キキャャリリアア形形成成支支援援係係（（４４名名））  
◇◇イインンタターーンンシシッッププ主主担担当当（（３３名名。。ｸｸﾛﾛｱｱﾎﾎﾟ゚人人材材含含むむ））  
                                        計計  ８８名名  

就職支援ｾﾝﾀｰを改組 学生部学生生活課就職支援室を改組 

令令和和２２年年４４月月１１日日設設置置  

③③CCOOCC＋＋事事業業のの継継承承（（地地元元就就業業支支援援・・地地域域人人材材育育成成））  
（（大大学学地地域域ココンンソソーーシシアアムム鹿鹿児児島島「「地地域域連連携携・・就就業業部部会会」」事事務務局局））  

図２
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Ⅲ．各センター活動報告

アドミッションセンター

アドミッションセンター概要

　アドミッションセンターは、入学者選抜方法の改善、中長期的な入学者選抜方法の在り方の策
定、入学者選抜機能の検証、学生確保に係る広報活動等を行うことにより、継続的に優秀な学生
を確保することを目的として平成26年４月に設置されました。

　アドミッションセンターは、次に掲げる事項について実施します。
　　⑴　入学者選抜方法等に係る調査、研究
　　⑵　入学試験データの分析、評価
　　⑶　学部及び研究科からの求めに応じた入試に関する助言
　　⑷　その他センター長が必要と認めた業務に関すること。

　また、アドミッションセンターは、各学部と共同し、次に掲げる事項について企画立案及び実
施します。
　　⑴　入学者選抜方法の改善に関すること。
　　⑵　中長期的な入学者選抜方法の在り方の策定に関すること。
　　⑶　入学者選抜機能の検証に関すること。
　　⑷　入学後の学業成績の追跡調査に関すること。
　　⑸　学生確保に係る広報活動に関すること。
　　⑹　全国的な志願者動向を踏まえた志願状況の分析に関すること。
　　⑺　その他センター長が必要と認めた業務に関すること。

１．調査・研究について
　アドミッションセンターが行っている主な調査・研究は、以下のとおりです。
　　⑴　入学者選抜方法等に関する調査、研究
　　⑵　入学試験データの分析、評価
　　⑶　受験生向け広報活動の企画立案と推進

２．アドミッションセンターの組織
　センター長（教育担当理事、副学長）、兼務教員２名（高大接続・入試広報担当学長補佐及び
入試改革担当学長補佐）、専任教員（１名）、特任教員（１名）、担当事務（特任専門員及び専門
職員）で構成されています。（令和２年３月現在）
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Ⅲ．各センター活動報告

１．導入の目的
　鹿児島大学では、「学びたい力」（鹿児島大学への入学を強く希望する者）、および「学ぶ力」（大
学の授業を受講できるレディネス *）を持った人材を求めていることから、新たな多面的総合的
評価入試である「自己推薦型入試」を新設しました。
　鹿児島大学では現在、教育改革を推進しており、中でも入試改革は、学位の質保証のために必
要な教育改革の一環と位置づけています。「自己推薦型入試」の新設により、入試を起点として、
目標達成型、体系的一貫教育における初年次教育への円滑な接続を目指します。
　（* レディネスとは、学問の修得や学修には、一定レベルの知識、経験、心身の成熟などの素
地が必要であり、これらの条件のことをいいます）
　「学びたい力」（鹿児島大学への入学を強く希望する者）については、現役生や既卒生を対象と
し、また、推薦入試に見られるような一高校からの人数制限枠等を設けず、鹿児島大学を第一志
望とする受験生が、自らの意思で自由に出願できることとします。
　「学ぶ力」（大学の授業を受講できるレディネス）については、個別試験として講義型試験を実
施します。講義型試験では、①講義を主体的に聴いて要点を「キャッチ（思考、判断、理解）」し、
②キャッチした要点を「メモ」し、③出題された設問等に文章で的確に表現する能力を評価しま
す。
　一般入試（前期日程）は主に知識、技能、思考力を、一般入試（後期日程）は主に思考力、意
欲、関心、適性を重視しているのに対し、この自己推薦型入試は、学力の３要素の中で、思考力、
判断力、表現力、主体性を特に重視します。
　講義型試験では、大学入学後の授業（初年次教育）の導入段階での「学ぶ力」の形成力を確認
することが目的であることから、必ずしも高等学校における各教科、科目の高度な専門知識を前
提とせずとも、講義内容を理解できるように配慮し、志願する学部、学科等に関わらず同一の内
容とします。

２．導入する学部、学科等
　法文学部（人文学科全コース）、理学部（理学科全プログラム）、医学部（保健学科看護学専攻）、
歯学部（歯学科）、工学部（建築学科）、農学部（全学科、国際食料資源学特別コース）、水産学
部（国際食料資源学特別コース）、共同獣医学部（獣医学科）

３．選抜方法
　大学入試センター試験の成績、講義型試験（２月上旬実施）、および出願書類、面接試験等の
結果を総合して合格者を決定します。大学入試センター試験は、５教科７科目をベースとします。
　講義型試験では、まず、高等学校の１コマの平均的な時間の範囲内で講義を聴講し、その間、
講義内容をメモするなどして理解を深めます。その後、講義内容に関連した設問に解答する形式
とします。

令和元年度 活動報告

自己推薦型入試の導入
（令和２年度入試より導入）

40



Ⅲ．各センター活動報告

１．開催趣旨
　鹿児島大学アドミッションセンターでは中教審で示された学力の３要素を持つ多様な人材を受
け入れるため、入試改革に向けた議論を進めています。その際に必要となるのが地域の高等学校
と共通認識を持つことであると考え、平成28年より毎年、入試改革に関するシンポジウムを開催
し、学内外より多くの参加をいただいています。

２．開催概要（令和元年度）
　　日時：令和元年６月15日（土）　13：20～16：30
　　会場：鹿児島大学郡元キャンパス稲盛会館
　　参加者数：84名

３．プログラム
　⑴　開会の挨拶
　　　　武隈 晃氏（鹿児島大学 副学長 教育担当理事 アドミッションセンター長）
　⑵　大学での取り組みの紹介
　　　・「本学の自己推薦型入試等における多様な人材の受け入れについて」
　　　　竹内 正興氏（鹿児島大学 総合教育機構アドミッションセンター 准教授）
　　　・「長崎大学での特別入試による多様な人材の受け入れと卒業生への期待」
　　　　吉村 宰氏（長崎大学 大学教育イノベーションセンターアドミッション部門 教授）
　⑶　高校での取り組みの紹介
　　　・「大島高校での人材育成と卒業生への期待」
　　　　高橋 大輔氏（鹿児島県立大島高等学校 教諭）
　⑷　社会が求める人材について
　　　・「鹿児島県が求める人材像」
　　　　米盛 幸一氏（鹿児島県庁）
　⑸　質疑応答 総括討議
　⑹　閉会の挨拶
　　　　太田 一郎氏（鹿児島大学 学長補佐）

令和元年度 活動報告

多面的、総合的能力の育成と入試を考えるシンポジウム
―地方国立大学の多様な人材の受け入れを高校×大学×社会で考える―
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Ⅲ．各センター活動報告

１．実施の狙い
　⑴　地域貢献と地域連携の強化
　　　特に、鹿児島県の地方部（離島を含む）に居住する高校生、高校教員との連携強化。
　⑵　鹿児島大学のステークホルダーに対して、鹿児島大学を理解してもらう機会の創出。

２．開催方針
　大学に触れる機会の少ない鹿児島県内の地方部で、鹿児島大学への志望者が多い地域での開催
を優先する。

３．プログラム
　＜第一部＞
　　⑴　鹿児島大学の教育と研究
　　⑵　鹿児島大学の入試の特徴
　　⑶　鹿児島大学の学生生活（授業料減免、奨学金等）と就職支援
　　⑷　鹿大生からのメッセージ（大学生活紹介、合格体験談等）
　＜第二部＞
　　⑸　個別相談会（学部別、入試、生活、就職ブース）

４．開催実績（直近３年）
　＜平成29年度＞
　・種子島会場（鹿児島県立種子島高等学校）　平成29年７月８日（土）開催
　・奄美大島会場（鹿児島県立大島高等学校）　平成29年７月15日（土）開催
　・指宿会場（鹿児島県立指宿高等学校）　　　平成29年７月22日（土）開催
　＜平成30年度＞
　・大隅会場（鹿児島県立志布志高等学校）　　平成30年７月７日（土）開催
　・奄美大島会場（鹿児島県立大島高等学校）　平成30年７月14日（土）開催
　・徳之島会場（鹿児島県立徳之島高等学校）　平成30年７月21日（土）延期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（台風接近のため）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成30年９月29日（土）中止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（台風接近のため）
　＜令和元年度＞
　・南薩会場（鹿児島県立加世田高等学校）　　令和元年７月６日（土）開催
　・奄美大島会場（鹿児島県立大島高等学校）　令和元年７月13日（土）開催
　・徳之島会場（鹿児島県立徳之島高等学校）　令和元年７月20日（土）開催

令和元年度 活動報告

鹿児島大学主催 単独説明会の実施
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１．実施の狙い
　南九州地域（鹿児島県、宮崎県、熊本県）からの安定的な志願者確保のため、高校生に対し、
鹿児島大学の教職員が直接高校を訪問し、教育、研究や入試内容を説明することで、鹿児島大学
への理解と共感を深めてもらう機会とする。

２．概要
　＜実施時期＞
　　入学者選抜要項公表後の７月中旬から９月下旬
　＜形式＞
　　鹿児島大学の教職員が高等学校を訪問し直接生徒に説明を行う。
　＜説明内容＞
　　・入試説明（教科、科目及び配点、主な変更点）
　　・教育、研究内容（本学が派遣する教員の特色ある研究紹介等）
　　・学生生活（入学料、授業料（免除制度も含む）、奨学金、サークル活動、学生寮）
　　・就職状況
　　・その他（高等学校からの要望事項）

３．導入によって期待される効果
　南九州地域（鹿児島県、宮崎県、熊本県）から、鹿児島大学で学びたいという強い意欲を持っ
た志願者の増加。

４．令和元年度実績

令和元年度 活動報告

高等学校での大学説明会の実施
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１．実施の狙い
　将来の受験候補者や受験候補者を指導する指導教員、ならびに、将来の受験候補者の保護者に
実際に鹿児島大学のキャンパスに来ていただき、鹿児島大学を体感していただくことで、受験候
補者の裾野を広げるため。

２．概要
　＜実施時期＞
　　平成31年４月～令和２年３月
　＜形式＞
　　鹿児島大学教職員からの大学概要説明、およびキャンパス内の見学。
　　その他、訪問校のニーズに沿って可能な範囲で対応する。

３．令和元年度実績

令和元年度 活動報告

高等学校等からの大学訪問受け入れの実施
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１．実施の狙い
　オープンキャンパスは例年８月上旬の夏季に開催をしているが、平成29年度から、秋季にも開
催している。本学の魅力について高校生に情報提供することで、本学に一層の興味、関心を持っ
てもらい、志願者増に結びつけるとともに、魅力ある講義等を体験してもらうことで、参加者に
本学で是非学びたいという動機付けを図る。

２．概要（令和元年度）
＜対象＞
　高校生、保護者、高校教諭
＜実施日時＞
　大学祭期間中に実施
　令和元年11月16日（土）　11：00～17：00
＜場所＞
　鹿児島大学郡元キャンパス稲盛会館
＜内容＞
　・体験講義（文系、理系）
　・女子高生のための鹿大女子トーク！
　・郡元キャンパス学部・学科訪問
　・大学進学相談会

３．令和元年度実績
内容 申込者数

体験講義（理系） 55
体験講義（文系） 33
女子高生のための鹿大女子トーク！ 53
郡元キャンパス学部・学科訪問 142

計 283

　理系、文系それぞれの先生による生の講義を体感する「体験講義」や、郡元キャンパス内の各
学部の施設を教職員や大学生が案内する「郡元キャンパス学部・学科訪問」、入試や大学進学な
どの疑問にお答えする「大学進学相談会」といった企画を実施するほか、令和元年度は「女子高
生のための鹿大女子トーク！」と題し、本学女子学生による受験の体験談や大学生活を紹介する
企画を新たに実施しました。
　各企画に県内外よりたくさんのお申し込みを頂き、また、当日も多くの方にお越しいただきま
して、盛況のうちに終了しました。

令和元年度 活動報告

秋季オープンキャンパスの実施
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Ⅲ．各センター活動報告

令和元年度　グローバルセンター活動報告

１．グローバルセンターについて

●３部門概要

２．令和元年度の活動内容
２－１．令和元年度グローバルセンター運営委員会
　⑴　主な審議事項
　　A. 教務・教育プログラム運営
　　　　大学の世界展開力強化事業／日本語日本文化研修留学生プログラム
　　　　Study Japan Program 開設科目と修了要件（前後期）／修了認定（前後期）／協定締結
　　B. 学生受入・派遣
　　　　鹿大「進取の精神」支援基金事業（留学生受入推進事業の募集 ･ 選考等）
　　　　学生の海外渡航に関する危機管理対応（海外セイフティ・ハンドブック）
　　　　協定校からの学生研修受入
　　C. 雇用・管理
　　　　特任教員の補充 ･ 雇用継続／平成30年度決算／令和元年度予算
　　　　鹿大「進取の精神」支援基金予算／令和元年度 ･2年度非常勤講師雇用計画／規則の一

部改正
　⑵　開催日程
　* はメール会議

回数 1* 2 3 4* 5* 6* 7* 8 9* 10*

日程
(始)
(至)

平成31年 令和元年 令和２年

4月12日
4月15日 5月21日 7月16日 9月17日

9月20日
10月18日
10月23日

11月15日
11月18日

12月18日
12月20日 1月21日 2月21日

2月26日
3月2日
3月5日

グローバルセンター
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Ⅲ．各センター活動報告

２－２．令和元年度グローバルセンター教育関連事業（概要報告）
　本節では、グローバルセンターが実施している事業の中から、特に学生教育を中心に概要を
報告する。

⑴学生海外派遣
　（1a）日本人学生の海外派遣実績

・「進取の精神グローバル人材育成プログラム（P-SEG）」を継続し、全学の海外研修や派遣留
学等の学習機会についてロードマップによって学生に一体的な提示を行い、P-SEG 説明会、
海外研修報告会、SNS 等による情報提供や啓発活動を継続し、課外学習で Intensive English
を開講し（前後期計217名受講）、TOEFL 模試を実施した。

・共通教育および各部局・研究科における海外研修集中講義により258名（短期227名、中期31
名）を海外派遣し、そのうち248名（短期217名、中期31名）に経費支援を行った（内訳：鹿
大「進取の精神」支援基金事業146名（短期115名、中期31名）、「鹿児島大学学生海外研修支
援事業」短期102名）上記258名の他、COVID-19の影響で５研修が中止となり、30名が派遣
中止となった。

・学術交流協定により協定校に31名派遣留学（内、トビタテ３名）させ、そのうち「鹿児島大
学学生海外留学支援事業」により33名に経費支援を行った（上記31名の他 COVID-19の影響
で８名が派遣中止となった）。

・鹿大「進取の精神」支援基金事業による学生海外派遣事業の長期派遣で５名を海外派遣し、
経費支援を行った。同事業全体では、短期115名と中期31名（前掲）、長期５名の合計151名
に経費支援を行った。

・「鹿児島大学学生海外学会発表支援事業」による海外研究発表を行う学生70名に経費支援を行っ
た。

・鹿児島県清華大留学支援奨学金奨学生事業により７名を清華大に派遣留学させた。
・「鹿児島大学21世紀版薩摩藩英国留学生派遣事業『UCL 稲盛留学生』」候補者を選考したが、

UCL の基準を満たせず派遣に至らなかったことを受け、次年度以降本学大学院募集に際し、
当該事業の応募枠を設けることとなった。

・前掲の各種海外派遣のうち、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）海外留学支援制度（協
定派遣）に採択されたプログラムの参加学生192名（海外研修154名、協定校派遣38名。2018
年度採択で2019年度継続分を含む)への経費支援を実施し、次年度のプログラム応募を行った。

・姉妹都市豪州パース市が鹿児島市に提案した留学生受入事業について、本学学生５名を５週
間給付型支援金付きで派遣する短期留学プログラム「パース市英語イマージョンプログラム
PUPILS」を企画し、全学学生を対象に募集選考を行って実施した。

　以上の取組の結果、2019年度の学生海外派遣数は332名となった。COVID-19の影響で38名
が渡航中止となったにも関わらず、中期計画に掲げた平成26年度実績値264名の1.2倍（316名）
を上回り、中期目標を達成した。

　（1b）海外留学啓発活動・指導
　留学を希望する学生に対する情報提供機会として「派遣留学説明会」「トビタテ！留学
JAPAN 応募説明会」を総計４回開催した（294名参加）。さらに、「トビタテ！留学 JAPAN」

48



Ⅲ．各センター活動報告

プログラム採択者増に向けた応募者指導を実施し、本年度（11.12期）採択者を19名輩出して
第１期～12期採択者総数が69名となり、採用実績のある国立大学80校のうち17位となった。加
えて、循環型留学啓発教育では、グローバルランゲージスペースにて留学体験発表と後輩への
啓発を目的とする「伝えよう！私の海外体験」を10回（132名参加）、個別留学相談50回（50名
参加）を実施した。また、留学帰国生による、学生海外派遣部門 HP の留学体験談サイト「伝
えよう！鹿大生の海外体験」への報告と留学情報を記入するファクトシートの掲載も継続して
行った。また、海外渡航前の危機管理教育等を目的とした「海外セイフティ・ハンドブック」
を作成し、大学ホームページに掲載して危機管理システムを整備し、危機管理教育を充実・強
化した。

⑵日本人・留学生の協働学習
　外国人留学生と日本人学生の協働学習を行うグローバルランゲージスペースの活動として、
昼休みの活動（外国語 Speaking Lunch Table、（前期延べ902名：英、独、仏、中、韓、西、
タイ、後期延べ766名：英、独、仏、中、韓、スウェーデン語）に延べ1668名、週１回のグルー
プ学習「グロスペ外国語」（前期194名：英、独、仏、中、韓、西、タイ語、後期188名：英、独、
仏、中、韓、越、インドネシア、トルコ語、マレー語）に382名（延べ3820名）の参加があった。
外国語 Speaking Lunch Table およびグロスペ外国語に対して参加者の報告コメントから、両
企画とも意義を認める回答が多数得られた。

⑶外国人留学生受入
　（3a）外国人留学生受入状況・教育体制

　外国人留学生対象“Study Japan Program”では、受講生が多様な科目を履修できるよう開
講時間変更等で充実を図り、年間受講者総数は延べ787名に増加した。また、平成29年度に新
設された鹿大「進取の精神」支援基金留学生受入推進事業「鹿児島日本語・日本文化研修プロ
グラム」にて留学生１名、「研究留学生受入プログラム」にて８名を受け入れた。
　共通教育改革による必修科目初年次セミナーの学修内容改定を踏まえ、外国人留学生必修科
目である日本語・日本事情科目を再構築した。

　（3b）外国人留学生受入体制の充実
　新たに留学生向け学研災付帯海外保険の加入手続き補助を行うなど、外国人留学生をサポー
トする「留学生受け入れサポートデスク」の充実を図った。また、経済的支援として、鹿大「進
取の精神」支援基金留学生受入推進事業の「鹿児島日本語・日本文化研修プログラム（学部留
学生対象）」および「研究留学生受入プログラム」にて９名を支援した。さらに、大学独自の
奨学金として「留学生後援会奨学金（14名）」「種村完司奨学金（５名）」、「外国人留学生民間
宿舎費助成事業（46名）」を継続して給付した。加えて、新規留学生獲得のため、国内６件の
進学説明会及び海外５か国５件の留学フェアに参加した（対応者合計309名）。さらには、国際
交流会館１号館での「留学生相談室」設置に向けた居室の改修、国際交流会館チューターへの
非常用設備研修を実施するなど、留学生の受入体制支援を多角的に進めた。
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⑷国際的な情報発信
　本学の情報を英語によって国際発信する機関誌“KU Today”の2019秋号（No.18）および
2020春号（No.19）を発行した。No.18の特集は歯学部、No.19の特集は水産学部となった。そ
れぞれ3,500部ずつ発行した。
　【大学ホームページ（英語版）KU Today】
　https://www.kagoshima-u.ac.jp/en/about/newsletter.html

⑸国際共同教育研究の推進支援
　平成30年度大学教育再生戦略推進費「大学の世界展開力強化事業」～米国等との大学間交流
形成支援～（タイプ A）に「米国から鹿児島、そしてアジアへー多極化時代の三極連携プログ
ラム」を企画・応募して採択されている（事業終了年度2022年度）。グローバルセンターは、
本事業において複数部局を統括し、全学の国際共同教育研究を推進する役割を存分に果たして
いる。事業２年度目である2019年度においても学生交流の計画目標を達成し、米国およびアジ
アの連携大学へ131名の学生を派遣し、82名の学生を受け入れた。また、オンライン国際協働
学習 (COIL: Collaborative Online International Learning) の数値目標も達成した。
　この事業以外にも、「鹿児島大学若手教員海外研修支援事業」で教員５名（うち２名は「鹿
大『進取の精神』支援基金若手研究者支援事業」による支援）、「鹿児島大学若手教員海外語学
研修支援事業」で教員１名に派遣支援を行った。

⑹鹿大「進取の精神」支援基金事業
　寄附金を原資とする同基金事業の実施報告として、「鹿大『進取の精神』支援基金 学生海外
派遣事業 留学生受入推進事業 若手研究者支援事業 平成30年度事業報告書」を令和元年６月に
刊行し、同基金を支援する目的で設立された鹿児島大学「鹿大『進取の精神』支援基金」支援
会役員をはじめ関係各団体、企業に贈呈した。また、平成30年度事業報告によって事業の周知
を図り、その進め方やグローバルな視点による地域貢献の可能性と今後の課題等について議論
し事業改善に資することを目的に、第４回鹿児島大学グローバルセンターシンポジウム「鹿大

『進取の精神』支援基金 学生海外派遣事業 留学生受入推進事業 若手研究者支援事業 平成30年
度事業報告と今後の展望」を令和元年７月１日に開催し、学内外から87名が参加した。

以上
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令和２年度
総合教育機構構成員一覧



令和２年度 総合教育機構構成員一覧

令和２年度　総合教育機構教員名簿
令和２年４月１日現在

所　属　等 職名 氏　　　名
機構長 教育担当理事 武隈　晃
副機構長 共通教育センター長 末吉　靖宏
副機構長 学生部長 内山　修一
◆高等教育研究開発センター
センター長 准教授 伊藤　奈賀子
専任教員 准教授 出口　英樹
専任教員 講師 中里　陽子
専任教員 助教 森　裕生
◆共通教育センター
センター長 教授 末吉　靖宏 【再掲】

副センター長 教　授 ネバラ　ジュニア　ジョン　バッド
副センター長 准教授 冨山　清升
初年次教育・教養教育部門
部門長 准教授 渡邊　弘
副部門長 准教授 中筋　健吉
専任教員 教授 大前　慶和
専任教員 教授 黒田　景子
専任教員 教授 岩船　昌起
専任教員 准教授 大野　克彦
専任教員 准教授 藤田　志歩
専任教員 准教授 塗木　淳夫
専任教員 准教授 川端　訓代
専任教員 准教授 冨山　清升 【再掲】

専任教員 准教授 伊藤　昌和
専任教員 准教授 今井　裕
専任教員 准教授 井村　隆介
専任教員 准教授 坂井　美日
専任教員 助教 郭　永明
専任教員 助教 河邊　弘太郎
専任教員 助教 大野　裕史
専任教員 助教 的場　千佳世
体育・健康教育部門
部門長 准教授 福満　博隆
副部門長 准教授 石走　知子
専任教員 教授 末吉　靖宏 【再掲】

専任教員 助教 髙橋　恭平
外国語教育部門
部門長 准教授 原　隆幸
副部門長 准教授 鄭　芝淑
専任教員 教授 ネバラ　ジュニア　ジョン　バッド 【再掲】

専任教員 教授 髙橋　玄一郎
専任教員 教授 金岡　正夫

56



令和２年度 総合教育機構構成員一覧

専任教員 准教授 トレマーコ　ジョン
専任教員 准教授 ブレイジア　アン　エリザベス
専任教員 准教授 村山　陽平
専任教員 准教授 モニカ　ハムチュック
専任教員 講師 藏本　真衣
専任教員 講師 ニコライギュレメトヴ
専任教員 講師 内尾　ホープ
専任教員 助教 日髙　佑郁
専任教員 准教授 安東　清
専任教員 講師 二村　淳子
専任教員 講師 寺西　光輝
◆キャリア形成支援センター
センター長 教授（兼） 枚田　邦宏
専任教員 准教授 藤村　一郎
特任教員 特任助教 牧野　暁世
◆アドミッションセンター
センター長 教授（兼） 太田　一郎
◆グローバルセンター
センター長 教授 畝田谷　桂子
キャンパスグローバル化部門
部門長 教授 中谷　純江
特任教員 特任講師 福冨　渉
学生海外派遣部門
部門長 教授 畝田谷　桂子 【再掲】

特任教員 特任准教授 森田　豊子
外国人留学生部門
部門長 教授 和田　礼子
専任教員 講師 市島　佑起子
（世界展開力事業担当）
特任教員 特任助教 ラファエル　マルモレホ

合計 55 名
注）（兼）は他学系からの兼務教員を示す。
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