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Ⅰ．中期目標の達成状況 

１ 教育に関する目標の達成状況 

中項目 １ 教育の成果に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 

【学士課程】(1)幅広い知識・教養・技能等を有するとともに、進取の精神、自主自律の精神に富

み、深い歴史感覚、鋭い現実感覚、高い公共意識に裏付けられた判断力と構想力を有する個性豊

かな人材の育成を目指す。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 
【学士課程】(2)人類及び地域社会が抱える現実的問題に目を向けさせ、問題解決へ向けた方策の

探求を通して、創造的チャレンジ精神、具体的構想力、応用的能力を備えた人材の育成に努める。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 【学士課程】(3)専門的職業能力等を高める。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 【学士課程】(4)高いコミュニケーション能力を持った人材を養成する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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小項目番号 小項目５ 小項目 【学士課程】(5)教員の教育力を高める。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目６ 小項目 【大学院課程】(1)高度専門職業人、研究者の養成を図る。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目７ 小項目 
【大学院課程】(2)国際化、情報化に対応し、社会をリードし、国際的に活躍できる人材を育成す

る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目８ 小項目 
【社会人教育】社会人に広く門戸を開放し、「リカレント教育」、「リフレッシュ教育」の機能を充

実させる。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目９ 小項目 
【留学生教育】留学生を積極的に受け入れ、異文化を理解し、学術文化、科学技術の国際的発展

に寄与できる人材を育成する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目 10 小項目 【卒業・修了後の進路】社会において自己実現ができる学生を育成する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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小項目番号 小項目 11 小項目 【教育の成果・効果の検証】教育の成果・効果の検証を行い、教育改善に結びつける。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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中項目 ２ 教育内容等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 

アドミッションポリシーに関する基本方針 (1)鹿児島大学の教育目標『鹿児島大学は、国際的視野

に立った幅広い教養及び専門的知識・技能を身につけるとともに、深い歴史認識や鋭い現実感覚、

そして高い公共意識に裏付けられた判断力と実践能力をもった社会人の育成を目指す。特に学生

が地域社会の問題に果敢に取り組むことにより、失敗を恐れないチャレンジ精神と具体的構想力

を向上させること、すなわち、「現場主義と創造的チャレンジ精神」を重視して教育を行う。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 

アドミッションポリシーに関する基本方針(2)鹿児島大学が求める学生像『 �鹿児島大学の教育目

標に共感し、それを実現できる基礎学力や考える力と意欲をもつ人 ②人間としてのモラルを大

切にし、教養をより高めようとする人 ③知的向上心に富み、専門職業人として社会に貢献する

ことを目指す人 ④ボランティアやインターンシップをはじめ、広く具体的体験に積極的に取り

組む意志をもつ人』 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 

【教育課程に関する基本方針】後期中等教育における選択制の拡大、入試方法の多様化等に伴い、

多様な学習歴を持った学生が入学してくることが予想されるので、それに対応した教育課程を編

成する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 【教育課程に関する基本方針】(2)外国語によるコミュニケーション能力の向上を図る。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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小項目番号 小項目５ 小項目 
【教育課程に関する基本方針】(3)各学部、学科、研究科、専攻は、カリキュラムの見直しを行い、

それぞれの教育目標に即して、系統性、一貫性のあるカリキュラムを編成する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 
 

小項目番号 小項目６ 小項目 
【教育課程に関する基本方針】(4)他の教育研究機関、海外の教育研究機関等、社会との有機的な

連関をもったカリキュラム編成を行う。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目７ 小項目 
【教育方法に関する基本方針】(1)多様な学習歴を持った入学生に対応するための教育方法を整え

る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目８ 小項目 
【教育方法に関する基本方針】(2)「個々の学生の個性を伸ばし、個人を重視した教育を行うため

に、授業形態、学習指導法を工夫する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目９ 小項目 【教育方法に関する基本方針】(3)学生のプレゼンテーション能力を向上させるための教育を行う。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目 10 小項目 
【教育方法に関する基本方針】「情報機器、補助教材、その他援助制度等を積極的に活用し、効果

的な授業を行う。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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小項目番号 小項目 11 小項目 【成績評価に関する基本方針】学生に対して評価基準を明確に示し、厳正な評価を行う。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目 12 小項目 
【成績評価に関する基本方針】学生の学習達成度を把握し、教育に反映させるシステムを導入す

る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目 13 小項目 【成績評価に関する基本方針】学生のモチベーションを高めるための評価システムを構築する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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中項目 ３ 教育の実施体制等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 
【教育の実施体制に関する基本方針】鹿児島大学における教育目標、さらに各学部・研究科にお

ける教育目標を達成し、学生の育成に責任を持つ教育実施体制を実現する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 
【教育の実施体制に関する基本方針】教職員の配置、教育環境の整備、教育の質の改善のための

システム等種々の見直しを行い、改善を具体的に行う。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

下記以外の 
中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

計画２－４ 

 
 
 
 
博士課程の修学期間内での学位授与
率を高める。 

理工学研究科及び連合農学研究科については、指導体制を含め学位授与に至るシステムが整備

されており、修学期間内での学位授与率も概ね順調に推移している。特に連合農学研究科では、

①修業年限以内での論文発表者への研究費補助、②中間報告（１年次）、中間発表（２年次）の

義務化、③修業年限以内での学位取得者を優先的に優秀学生として表彰、④奨学金返還免除候補

者の順位を修業年限内での学位取得者を優先、⑤指導教員に対する啓発を実施した。 

一方、人文社会科学研究科、医歯学総合研究科及び保健学研究科については、社会人学生が多

く、職務との関係で研究に専念できない状況もあり、必ずしも向上しているとは言い難いが、向

上に向けた取組を積極的に推進している。  

学位授与率を高めるための各研究科に共通する取組として、①予備審査の実施、②学会発表の

重視と旅費等の経済的支援、③複数指導体制の充実等を図った。 

人文社会科学研究科では、①学位取得を促すためのカリキュラム改革として、「プロジェクト

研究」を二つのコース毎に開講し、21 年度は従前の「地域総合政策論」を「地域総合政策論」と

「文化総合政策論」に分け、多様なニーズに対応した指導の充実、②研究業績を有する学生につ

いては、単位に読み替えることにより、論文作成に専念できる環境の整備を行った。医歯学総合

研究科では、①「学位論文審査の手引き」を新たに作成・配布するとともに、②審査機会の増加

を図った。保健学研究科では、専門誌（外国誌を含む）への投稿指導や 1 年生を対象とした予備

審査委員会を専攻内の教員や大学院生に公開で実施するなど、学位取得につながる取組を進めた。 
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小項目番号 小項目３ 小項目 
【教育の実施体制に関する基本方針】教育に必要な設備、図書館、情報ネットワーク、教材等を

整備充実し、活用する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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中項目 ４ 学生への支援に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 
【学生への学習支援に関する基本方針】①教員と学生の緊密なコミュニケーションにより、学生

の意欲・学習レベルの向上を目指す。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 【学生への学習支援に関する基本方針】②「動機付け教育や補習教育を充実させる。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 【学生への学習支援に関する基本方針】③国際化に対応するための体制を強化する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 
【学生への学習支援に関する基本方針】④社会貢献が期待できる人材を輩出する環境づくりを行

う。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目５ 小項目 
【学生への生活支援に関する基本方針】①学生の生活・健康相談、課外活動支援等に関する学生

支援体制を整備し、学習に集中できる環境をつくる。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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２ 研究に関する目標の達成状況 

中項目 １ 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 
【研究水準及び研究の成果等に関する基本方針】①知の創造を通して、社会や自然との調和・共

生を図りつつ、持続的に発展可能な世界を目指し、人類の平和と福祉に貢献する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 

【研究水準及び研究の成果等に関する基本方針】②地域の問題を共有し、それらの共同解決をは

かることにより、地域社会の抱える現実的諸問題に深く学び、教育研究の活性化とその新しい展

開に果敢に努めるともに、その成果をもって地域社会の産業・文化・教育・医療への貢献を目指

す。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 
【研究水準及び研究の成果等に関する基本方針】③地域の歴史的、社会的、地理的条件に根ざし

た特色ある研究領域において、全学横断的、学際的な研究を行う。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 
【(1)大学として重点的に取り組む研究領域を設ける。】①地域的特徴を活かした人間、環境、エネ

ルギー、健康、食、宇宙分野での研究を推進する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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小項目番号 小項目５ 小項目 
【(1)大学として重点的に取り組む研究領域を設ける。】②地域性を鑑み、地域貢献型の研究を進め

る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目６ 小項目 【(1)大学として重点的に取り組む研究領域を設ける】③先端的学際領域の研究を進める。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目７ 小項目 (2)積極的な成果の公開と社会への還元を図る。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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中項目 ２ 研究実施体制等の整備に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 
【研究者等の配置に関する基本方針】①先導的研究、基礎的研究及び萌芽的研究を支援する体制

を整える。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 【研究者等の配置に関する基本方針】②研究者等を適切に配備し、効率的研究体制をとる。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

下記以外の 
中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

計画２－２ 

 
 
 
 
サバティカル制度を導入し、研究者
の質の向上を図る。 

法人化後、在外研究員制度や各種海外派遣支援、国際化加速支援システム及び研究休職等で、

長期の研究期間を確保し積極的に同制度の利用を促進（資料 2-1-1）してきた。 
 また、本学における教員の教育研究の遂行に必要な資質の向上や研究意欲の醸成を図るため、

教員自らが研究目標を定めて一定の期間にわたり研究に専念する研修として、「教員のサバティ

カル研修に関する規則」（2-1-2)を制定するとともに、21 年度から学長裁量経費で、「鹿児島大

学若手（45 歳以下）教員海外研修支援事業」を開始し、(2-1-3）顕著な研究成果を上げることと

なった。(2-1-4） 
 今後、本学のサバティカル制度が、より柔軟で効果的に運用できるように、可能な限り当該部

局等に対し支援・代替措置等を検討し効率的な運用を図っていくこととしている。 
 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 【研究者等の配置に関する基本方針】③研究組織の弾力化に努める。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 
【研究環境の整備に関する基本方針(1)研究環境の整備を図り、研究の質の向上を目指す】①研究

環境を整備し、拠点発展を図るとともに、国内外との研究交流を支援する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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小項目番号 小項目５ 小項目 
【研究環境の整備に関する基本方針(1)研究環境の整備を図り、研究の質の向上を目指す】②「競

争的教育研究スペース」制度を基礎にキャンパスの効率的使用を図る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目６ 小項目 
【研究環境の整備に関する基本方針(1)研究環境の整備を図り、研究の質の向上を目指す】③設備

などの学内共同利用化を推進し、研究資産の効率的運用を行う。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目７ 小項目 【研究環境の整備に関する基本方針】(2)研究資金の配分システムを構築する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目８ 小項目 
【研究環境の整備に関する基本方針】(3)知的財産の創出、取得、管理及び活用のシステムを構築

する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目９ 小項目 【研究環境の整備に関する基本方針】(4)教員の適切な研究業績評価システムを整備する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目 10 小項目 
【研究環境の整備に関する基本方針】(5)共同研究及び人文・社会・自然・生命科学等の諸科学の

総合的・学際的研究を推進するための体制を整備する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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小項目番号 小項目 11 小項目 
【研究環境の整備に関する基本方針】(6)地域における産学官の共同研究の拠点として、機能の充

実を図る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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３ 社会との連携、国際交流等に関する目標の達成状況 

中項目 １ 社会との連携、国際交流等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 

【社会との連携、国際交流等に関する基本方針】(1)地域社会における知的ネットワークの核とし

て公開講座や講演会等を積極的に行い、地域住民との知的交流に努めるとともに、地方にある大

学として、地域の文化・経済・教育・医療の発展に積極的に寄与する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 

【社会との連携、国際交流等に関する基本方針】(2)総合大学であることを活かし、多くの学部等

が共同で、あるいは学部等の特徴を活かして単独で、地域の抱える課題あるいは地域を超えた普

遍的な課題に取り組み、その総合的解決を図る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 

【社会との連携、国際交流等に関する基本方針】(3)産学官連携の推進のために、県内外の企業や

自治体等との共同研究、受託研究を積極的に行い、研究者の受け入れを推進するとともに、産学

官連携強化のための体制づくりを図る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 
【社会との連携、国際交流等に関する基本方針】(4)地域の公私立大学等との連携強化を図り、教

育研究及び社会貢献活動をより効果的に実施する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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小項目番号 小項目５ 小項目 

【社会との連携、国際交流等に関する基本方針】(5)国際社会との連携 
を目指し、海外の大学・研究機関等と積極的に教育・研究交流を行うとともに、その推進のため

の学内環境の整備を図る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 
 
 

小項目番号 小項目６ 小項目 
【社会との連携、国際交流等に関する基本方針】(6)発展途上国への国際協力、国際貢献を推進す

る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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Ⅱ．「改善を要する点」についての改善状況 

 

  該当なし 




