
主な取組状況・今後の取組予定等

第1回
(R03.6.21)

〇意見交換テーマ
第４期中期目標・中期計画（暫定版）について

03-1-1 「第4期中期目標・中期計画」と「佐賀大学のこれから-ビジョン2030-」との相関性が分
かるような資料を作成し、ビジョンとビジョンを基にした中期目標・中期計画を示すこ
とができれば、ステークホルダーに対し、広く理解してもらうことができるのではない
か。

 本学は2030年に向け進むべき「これから」を示す羅針盤として「佐賀大学のこれから-ビジョン2030-」を制定しました。「第4期中期目標・中期計画」を検討する際
も、当初からビジョンを指針とし、ビジョンと中期目標の対応表を作成してきました。さらに、中期目標・中期計画はビジョン実現に資する取組であるとの考えから、
他の学内取組と同様、「ビジョン実現プロジェクト」の中で支援しています。プロジェクトについては、既に大学公式HPに取組内容等を掲載しているものの、ご指摘の
中期目標・中期計画とビジョン達成プロジェクトの相関性を示すなど工夫し、ステークホルダーの理解を得られるよう、今後さらに広報活動を強化して参ります。

第4回
(R03.11.8)

〇意見交換テーマ
経営基盤を強化するための多様な財源確保について

03-4-1 学生相手の不動産業を行ったり、有料コンテンツを作って講義動画配信を行うなど、収
入を上げる方法はないのか。
社会人の学び直しのために大学の講義動画を配信するといったアカデミックな動画配信
によって、授業料等を得るということができるのではないか。

　例えば、別法人を作るなどして不動産業等で収益を上げることは、私学では実際に行っている大学もございますが、国立大学法人である本学では、初期投資の問題
や、周辺地域の事業者との関係もあり、現実的には実行するのは難しい状況です。将来的には規制緩和等で可能になるかもしれません。
　大学の教育コンテンツの配信については、現在、授業開放や公開講座をオンラインで実施する等行っているところですが、今後は佐賀大学の特色と言えるような講義
動画の配信等、様々な形での配信を検討していきたいと考えております。

03-4-2 大学発ベンチャー創出の仕組み、在り方について体制整備を行い、収益を上げることは
できないか。

　「佐賀大学発ベンチャー」として認定及び称号授与を行い、学生の起業家育成を支援する制度があります。令和4年9月30日現在、6件のスタートアップ企業が認定され
ています。ＵＲＡが認定前のみならず、認定後の活動も支援しており、着実に学内外での認知度も向上しています。なお、「佐賀大学発ベンチャー」として認定された
企業への支援として、産学交流プラザにあるスペースを貸し出しており、特に学内の学生が起業した佐賀大学発ベンチャーに対しては賃貸料の免除（1期・3年間）を
行っています。
　また、JST補助事業による九州大学及び九州工業大学を筆頭に起業活動の支援及びアントレプレナーシップ教育の裾野を拡大させることを目的とした「スタートアッ
プ・エコシステム形成支援事業」〈PARKS〉に参画しております。
　これらの取組を生かし、大学発ベンチャー創出支援を行うことで、将来における特許のライセンス料取得、共同研究による間接経費の受入れなど収益が上がることも
想定されます。

03-4-3 産学官の連携を通して意思疎通を図り、ステップアップを図っていくことが、多様な財
源確保の見通しを作っていくことになるのではないか。

　産学官の連携を通して意思疎通を図り、ステップアップを図っていくことは、多様な財源を確保するためにも非常に重要であると考えております。本学では、現在、
企業・自治体等から外部資金や人材を受け入れ、学内に講座を設置する共同研究講座制度により2件（医学部：創薬科学共同研究講座、リージョナル・イノベーションセ
ンター：化粧品科学共同研究講座）の講座があり、令和3年度からスタートさせた化粧品科学共同研究講座については、地元企業をはじめとし、全国的に展開している上
場企業との共同研究等を促進し、産業クラスター形成を加速しています。また、佐賀県と定期的に連携調整会議（年2回）を開催し、令和4年度から創設された佐賀県か
らの補助金「TSUNAGIプロジェクト」（総額：約4,000万円、採択件数：17件）に繋がり、地域のシンクタンクとしての役割を果たしております。今後は、佐賀県のみな
らず、佐賀県内の市町との連携調整会議の立ち上げを考えており、更なる地域課題を克服しつつ、財源確保に繋がることを期待しています。

03-4-4 大学を取り巻く環境の厳しさから、外部からの寄附を得ることが重要である。とりわ
け、本学の同窓生に対して寄附の在り方を明確にして寄附を促していくことが大切であ
り、そのことが財源確保に繋がるのではないか。

　佐賀大学基金においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済的困窮学生への支援のため、修学支援基金へ同窓生をはじめ多くの方々から多額のご寄附
を頂戴しました。この修学支援基金により、コロナ禍の中、学生延べ235人、総額1,175万円の支援を実施することができました。
　また、佐賀大学基金のうち学生の団体活動を支援する課外活動支援基金には、在校生との関係が深い若年層の同窓生からの寄附が増加傾向にあります。
　今後は、これらの現状の分析を踏まえ、更なる寄附獲得を目指して、同窓生に対して大学を取り巻く環境の厳しさとともに、大学の諸活動を説明する機会を増やし、
大学への支援が得られるような環境を作っていきます。まず、ホームカミングデーのような同窓生との関係を深める活動の充実により、本学の状況を多くの同窓生にご
理解していただくことで、学生支援への財源確保に繋げ「佐賀大学で学びたいと選ばれる大学」の実現に取り組みます。

第7回
(R04.3.25)

〇意見交換テーマ
教育課程編成における連携制度について

03-7-1 複数の分野に跨る学部等の創設より、既存の伝統的な分野をより深く学ぶことができる
環境づくりが大切であり、入学してきた学生の教育体制を整えることに注力することが
必要ではないか。

　本学は学生の主体的学びを支援する教育体制を全国に先駆け整備するなど、教育先導大学として取り組んで参りました。また、第4期中期目標期間においては、入学か
ら卒業まで学生の成長実感を指標として捉え、さらに充実した教育環境を整えることを目的に教育学マネジメント体制を整備しています。本学のこの取組は高く評価さ
れ、令和4年度からは「教学マネジメント」を全学的に推進するための体制整備を目的とした教育研究組織改革分整備として交付金の支援を受けることが出来ました。
　一方、大学が社会の変化に対応し、地域とともに未来に向けて発展し続けるため、例えば、「教育未来創造会議」が提言する分離横断教育への取組も強く求められて
おり、地域にこのような教育環境を構築する必要があると考えています。更に、大学間連携については様々な利点があり、連携の利点を生かし、大学の更なる機能強化
を目指すという観点から取り組んでいく必要があると考えています。
以上述べましたように、今後も大学の機能強化に取り組んで参ります。

令和４年９月３０日現在

意見交換テーマ，意見・指摘等の内容

令和３年度　経営協議会学外委員等からの意見、指摘等に対する取組状況・今後の取組予定等



令和４年９月３０日現在

主な取組状況・今後の取組予定等 検証状況

第2回
(R02.11.9)

〇意見交換テーマ
　佐賀大学が養成する人材について
-第４期中期目標・中期計画期間に向けて-

02-2-1 　魅力的な地方大学の実現に向けて、県の協力も得ながら地域の
企業との連携を強化することで、学生と企業との交流や職場体験
等のインターンシップを推進していくことは、地域ならではの人
材育成を図っていくうえで重要である。

　佐賀大学では、これまで県内企業と学生との交流会や学生が県内企業を訪問するバスツアーなど県内企業との関係性の構築、地域企業の大学
教育への参画に向けて、様々な取組を行ってきました。更なる地域企業との連携を強化するために「佐賀大学ビジョン2030」プロジェクトとし
て、佐賀県内を学習フィールドとした大学独自の教育へ展開する「キャリア・アクセラレーションプログラム」を令和3年度から取り組んでい
ます。前学期には6社７コースを実施し、延べ約40名の学生が参加しています。この取組が長期的には県内企業の「教育力」の向上につながる
として、現在、後学期実施に向けたコースの企業募集を行っています。
　また、専任教員による企業向けオフィスアワーの実施（県内企業24社相談受付）、大学と県内企業との交流会の開催（県内企業66社が参
加）、県内企業と佐賀県、大学との担当者意見交換会「さがHR交流会」の実施（現在県内企業25社が参加）など地域の企業との連携を強化する
ための関係構築に取り組んでいます。

　キャリア・アクセラレーションプログラムを令和3年度に引き続き令和４年度も実施中です。令和3年度は14社（県内企業12社）24コースを
実施し、延べ129名の学生が参加、令和4年度は8月までに10社（県内企業6社）14コースを実施し、延べ77名の学生が参加しています。オフィ
スアワーについては、現在までに県内企業28社が利用しました。佐賀HR交流会については現在県内企業23社が参加しています。
　また、令和4年度から学生と企業との交流促進のため、学長裁量スペースに正課外プログラム実施のための部屋を構築中です。
　また、県内バスツアーについては、令和3年度に3社を訪問、9名が参加、令和４年度についても6社を訪問予定です。
　さらに令和4年度は県内企業21社を訪問し、就職状況、インターンシップ、キャリア・アクセラレーションプログラムについて情報共有を
行いました。
　このように様々な取組を通して地域企業との連携強化を進めています。

02-2-2 　コロナ禍の今、今後予想しない社会となる可能性もあり、AI や
データサイエンスは、これまで以上にニーズが高まる。地域社会
と連携しながら、基本的なIT技術を身に着けた学生の育成を行う
ことが大事である。

　佐賀大学では、「佐賀大学のこれからービジョン2030－」の中でデータサイエンス・プログラミング教育の全学生必修化を掲げており、それ
を達成するため、令和3年度入学の全ての新一年生を対象に、佐賀大学データサイエンス教育プログラム（リテラシーレベル）という教育プロ
グラムを開始しました。また、創造的リベラルアーツを志向する形で進めている教養教育の再構築の中でも、データサイエンス教育を基礎教養
科目として位置付け、大学教育の基礎として必須であると考え、実施していくよう進めています。なお、この教育プログラムについては、令和
4年度に数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）に申請する予定です。
　地域との連携については、令和3年度から行っている「佐賀大学データサイエンス教育プログラム（リテラシーレベル）」において、15回の
授業のうち8回は、地域企業とのクロスアポイントメント教員が教材を作成し、データ・AI利活用の現場や最新動向などを教授しています。さ
らに1回は地域企業に教材作成を依頼し、データ・AI活用における事例紹介などを行っています。
　また、平成30年度から行っている大学院教養プログラム「データサイエンス特論」では、佐賀県及び地元IT関連企業８社から技術者に来てい
ただき、ゲストスピーカーとして授業を実施していただいています。
　他にも、本学では、以前から教養教育科目及び理工学部専門科目において、地元AI/IT企業と連携したインターンシップを実施しており、文
部科学省「大学等におけるインターンシップの届出制度」の認定を受けています。

　令和４年度より、「佐賀大学データサイエンス教育プログラム（リテラシ―レベル）」を全学部で必修化し、「佐賀大学データサイエンス
教育プログラム（応用基礎レベル）」も開始しました。応用基礎レベルについては、理工学部のみが必修ですが、他学部の学生も履修できる
ようになっています。また、令和４年度に「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（リテラシ―レベル）」の認定を受けまし
た（令和４年８月）。応用基礎レベルについては、まずは、理工学部が認定を受けられるように準備を進めています。

02-2-3 　佐賀大学に一番求められているのは、民間企業から出た新しい
アイディアやベンチャーに対してエビデンスを提供すること。つ
まり、その新しいイノベーションや技術の確からしさを大学がサ
ポートすることである。
　地方創生における地域課題の解決は佐賀大学に託された役割で
あり、それを解決していく中で佐賀大学の特色が生まれ、佐賀が
クローズアップされる。結果、学生に魅力ある大学へとつながる
のではないか。

　平成29年10月に設置された、リージョナル・イノベーションセンターは、4人のURA（リサーチ・アドミニストレーター）を中心とした地域に
おけるイノベーション創出に向けた様々な取組を行っています。学内教員に対する外部資金獲得支援をはじめ、地方自治体、地域の企業や事業
体の多様なニーズをより正確に把握し、その開拓と地域産業の発展、地方創生及び活性化に寄与することを目指しています。
　また、地域課題の解決のために自治体連携プログラムを実質化しており、１）佐賀県・佐賀大学連携調整会議を通した佐賀県との連携、２）
佐賀市との連携による佐賀市藻類産業創出への貢献、３）有田町との連携による『やきものイノベーション』による地域活性化、４）鹿島市に
おける『鹿島プログラム』による地域活性化の4つを当面の柱として実施しており、これらの実施を通して、今後、ＣＯＣ大学として新たな本
学の特色となりうるものと確信しています。
最近の成果として、佐賀県のコスメ構想の実現のため、産学官（JCC（一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター、佐賀大学、佐賀県）
の連携により、令和3年6月に佐賀大学「化粧品科学」共同研究講座を設置し、化粧品産業における新たな技術開発に積極的に取り組んでいま
す。

　令和4年8月1日付け5人目となるURAを採用し、知財関係の業務効率化、産学連携の推進体制の強化及び医学系の研究支援強化を図っていま
す。
　リージョナル・イノベーションセンターでは、地域課題の解決のための自治体連携プログラムの進捗状況は以下のとおりです。
１）佐賀県との連携：令和3年度に「TSUNAGIプロジェクト」が創設され、県内を中心とする高等教育機関が持つ技術やノウハウなどの有効活
用を推進し、県内の地域課題の解決や県内の産業、学術の振興を図り、佐賀大学等と共に佐賀の未来を創造していくことを目的とした、より
効果的かつ実践的な課題解決の公募を実施いたしました。コスメ構想については、高校生向けセミナー、オープンキャンパス特別講義を実
施。また、地元企業との共同研究等を促進し、産業クラスター形成を加速してまいります。
２）佐賀市との連携：令和4年7月にこれまでの成果の「佐賀大学微細藻類バイオマス研究プロジェクト成果発表会」を開催し、その成果を周
知するとともに参加した地域企業へ共同研究等の可能性について提示しました。
３）有田町との連携：肥前セラミック研究センターを中心とした地元窯業界との共同研究・教育の取組を進めています。
４）鹿島市との連携：町並み再生保存、自然環境保護、文化・伝統芸能保存継承、観光促進、医療の充実を図るなど、幅広い分野にわたり、
６つの取組を実施し、鹿島市総合計画の一部にも位置づけられるなど高い評価を得ています。

02-2-4 　佐賀県は農産県であるため、農業×IT の全世界的な取組となる
スマート農業を進めたい。スマート農業は、医療や芸術の分野よ
り、取り組んでいる大学は少ないため、佐賀大学が旗振り役とな
れば、日本一の優秀な人材が集まり、学生にとっても魅力な大学
になるのではないか。

　農業のみならず、あらゆる部門で急激なスマート化が普及しているため、これらに対応する基本的スキルとして全学的に統計学やデータサイ
エンス科目を必修化してきました。特に、理工学部及び農学部の多くの研究分野が、研究スキルの拡張としてプログラミングやビッグデータ解
析（AIや機械学習など）を積極的に導入利用していますが、従来の研究分野にとってこれらの技術や知見そのものは、研究対象ではなく研究技
術の一つとして認識される傾向が強く、アプリケーションユーザーに近い状況となっています。ご指摘のとおり、農業分野のスマート化は急激
に世界中で開発普及が進められていることは重々承知しており、「農業×IT」については、「農業」は農学部から、「×IT」は理工学部からそ
れぞれの要素技術を担う人的リソースが集まってスマート化の取組を進めており、植物工場における野菜の自動収穫ロボット開発や、自律走行
型の農業運搬車両の開発などは実用レベルに近い成果となりつつあります。同時に、市場ニーズの見極めや実用化及び研究開発のスピードには
不安があることから、今後は是非とも民間企業と深く連携した体制を構築して研究開発及び教育に取り組みたいと考えています。

　農学系から4名，理工学系から5名の教員が、要素技術（各研究分野の研究テーマ）を持ち寄り、両学部の学生が参画しながらスマート農業
の研究開発を進めています。現在は、植物生育モデル化の研究、人工知能を用いた裸麦の品質判別、人工知能を用いた有明会マクロベントス
判別研究、植物形状の自動計測研究、収穫ロボットの制御アルゴリズム研究、自動運搬車両の開発などが進展しており、いずれも卒業研究や
修士論文として取り組まれ、学術論文（2報）や学会発表（4件以上）等の成果が生まれています。また、一部は佐賀県TSUNAGIプロジェクト
との連携も始まり、今後も引き続きスマート農業研究に積極的に取り組む予定です。

02-2-5 　外部ファンド等の活用によるベンチャー企業の立ち上げや、企
業と連携し地域課題解決に取り組んでいただきたい。

　地域企業との連携については、外部企業との協定を複数結んでおり、共同研究等の学術研究の振興、インターンシップ受入等の学生への教
育・人材育成、研究者及び技術者の交流等を通し、技術・人材育成の両視点から地域課題解決を目指します。
　また、ベンチャー企業の立ち上げについては、令和元年より「佐賀大学発ベンチャーに係る称号授与及び支援に関する規程」を制定し、特定
の条件を満たしたベンチャー企業から申請があった場合、「佐賀大学発ベンチャー」と認定し学長スペース利用の優遇措置などの支援を行って
います。

　地域企業との連携については、協定を結んでいる企業へのインターンシップや企業主導のIT技術勉強会等が開催されることで、実践的な教
育の機会が増加しています。
　ベンチャー企業の立ち上げについては、令和4年9月30日までに6件の企業に対して佐賀大学発ベンチャーの称号授与及び支援を行っていま
す。また、令和3年に「産学交流プラザ」を設置し、産学連携の促進や佐賀大学発ベンチャーへの支援等の拠点としております。なお、佐賀
大学発ベンチャーの一例として、地方自治体と連携し地域事情に合わせた決済システムの開発を行い地域課題解決に貢献しています。

02-2-6 　それぞれの学部の専門領域を超えて取り組まなければ解決が難
しい社会課題、地域の課題に対して、大学はどう取り組むのか。

　学問分野を超えた取組として、先進健康科学研究科は、医・理工・農の分野が有機的に連携する組織として教育研究を行っています。CIREn
（セイレン）の取組など、その他の分野も地元企業等の方のご意見を聞きながら、研究を進め、新しい領域を作りつつあります。
　教育の具体的な一例として、教養教育で実施しているインターフェースプログラムがあります。全てのインターフェースプログラムがそうで
はありませんが、自然科学だけでなく人文・社会科学的視点で構成し、有明海をフィールドに学ぶ「有明海学」や、プログラミングを用いて
様々な分野を対象にITを活かしたサービスとビジネスモデルの創造に挑戦できる人材の育成を目指す「2年間で出来る『がばいベンチャー』の
作り方」等は学際的な内容のプログラムです。今後も新たな領域に取り組めるプログラムを構築し、教育を展開していきたいと考えています。

　CIREnでは令和3年度まで取り組んできた12の研究分科会に加え、令和4年度から食品廃棄物燃料利用に関する研究分科会を設置するなど事
業を継続しています。
 教育の取組では、令和3年度以降入学の全て学部生を対象に開始した佐賀大学データサイエンス教育プログラム（リテラシーレベル）が、令
和4年度に数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）に採択されました。日常生活や仕事等の場で数理・
データサイエンス・ＡＩを利活用できる基礎的素養を身に付け、これらを問題解決や他者との円滑なコミュニケーション等に正しく活用でき
る人材を育成しています。
　本学は、令和4年度に佐賀市、リコージャパン（株）佐賀支社、佐賀SDGs官民連携円卓フォーラムの4者によるSDGs教育の推進と企業等の具
体的行動を促進するための連携協定を締結しました。この協定に基づき、佐賀市民や佐賀市内の事業所等の職員に対し、副専攻科目「佐賀
SDGsグローカルアクション」を開放し、SDGsの理論のほか、企業からの外部講師が実践例などについて講義しています。

意見交換テーマ，意見・指摘等の内容

令和２年度　経営協議会学外委員等からの意見、指摘等に対する取組状況（検証）



主な取組状況・今後の取組予定等 検証状況意見交換テーマ，意見・指摘等の内容

02-2-7 佐賀大学には農業、水産業、工業、芸術などの分野あり、佐賀県
内には現場を学ぶインターンシップを提供できる地域企業がある
ので、地域に根差した地域の大学としてそれを活用していくこと
が必要がある。

　佐賀県内には現場を学ぶ環境があり、様々なインターンシップの場を提供する地域企業があります。しかし、現在、県内企業には教育効果の
高いインターンシッププログラムの開発の担い手が不足していると聞いています。そこで、佐賀大学では地域の教育力を大学教育に展開してい
くにあたり、令和2年度から企業向けオフィスアワーを開設し、主としてインターンシッププログラムの開発や大学との連携についての相談を
受け付けており、県内企業のインターンシッププログラムの充実に取り組んでいます。

　オフィスアワーについては、現在までに県内企業28社が利用しました。そのうち14社からインターシップに関する相談があり、インター
シッププログラムの開発に関しての助言等を行いました。
　また、本学学生の県内企業へのインターンシップ参加状況は、令和2年度が12社に18名、令和3年度は23社に51名が参加しており、企業数、
参加者数共に増加傾向にあります。
　オフィスアワーでインターンシップについての相談を受けた県内企業のインターンシップについても、令和3年度には3社に6名が参加して
おり、オフィスアワーでの取組が県内企業へのインターンシップ参加という効果に繋がっていると言えます。

02-2-8 　佐賀大学の学生はどうですかと聞かれた時に、「伸びしろが大
きい学生」ということを伝えている。「いろいろなものに対応で
きる、本人たちも思ってないようなことに対応できる能力を持っ
ている」と伝えている。
　佐賀大学の先生方には、佐賀大学生の特色になるような大きな
ものを一つテーマに掲げてほしい。

　第4期中期目標達成に向けて、本学学生の強みをさらに一層引き出すため、周辺大学には無い独自のブランド価値を高める取り組みが重要と
考えています。学術室では、企業の動向や知的財産などの方向から、研究者や学生に対する起業家育成プログラムを令和3年度から開始してい
ます。

　起業を目指す学生が参加する起業家育成プログラムに留まらず、「急激な社会環境の変化を受容し、新たな価値を生み出していく精神（ア
ントレプレナーシップ）を備えた人材」の育成が昨今大学全体に求められていることもあり、今回、九州大学及び九州工業大学を筆頭に、学
内全体での起業活動の支援及びアントレプレナーシップ教育の裾野を拡大させることを目的とした「PARKS」と称するスタートアップ・エコ
システム形成支援事業に参画しました。佐賀大学でのアントレプレナーシップ教育を通し、本学学生の認知向上を目指します。

02-2-9 　大学に意欲や先生方に展望をもたらすには、多様なステークホ
ルダーという評価にかかわる組織をどのように作るのかが問われ
ていくのではないか。ステークホルダーの「多様さ」をどう選出
し、どの程度の「多様さ」ととらえるかが重要になる。

　第4期は、多様なステークホルダーからの視点を取り入れた評価が必要になるため、様々なステークホルダーとの関係を構築していきたいと
考えています。
　その際には、様々な側面を有するステークホルダーに合わせた情報を提供したうえで、意見交換を重ねることが重要と考えています。特に地
域の方々とは身近に双方向の対話が可能なので、できる限り繰り返し意見交換をやっていきたいと考えています。
　まずは、各部局等で実施している対外的なイベントの情報を集め、どのようなステークホルダーとどのような接点があるのか把握するととも
に、そのステークホルダーへ提供する適切な情報について調査・分析していきます。

これまでのご意見等を踏まえ、次のような第４期中期目標・中期計画を掲げました。
（中期目標11）外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検・評価の結果を可視化するとともに、それを用いたエビデン
スベースの法人経営を実現する。併せて、経営方針や計画、その進捗状況、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と社会発展へ
の貢献等を含めて、ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとともに、双方向の対話を通じて法人経営に対する理解・支持を獲得する。
（中期計画11-2）
　法人経営に対する理解・支持を獲得するために、法人の経営に関する情報等に留まらず、教育研究の成果と社会発展への貢献、国際交流等の
情報を、各ステークホルダーに応じた手段を用いて効果的かつ積極的に発信する。また、各ステークホルダーとの意見交換の場を設け、それら
を通じて聴取した意見による改善事例を公表する。

　ホームページ、SNS（4月よりInstagramによる情報発信を開始）、広報誌等の媒体を利用して、各種会議、行事等において対象となるス
テークホルダーへの情報を随時発信しています。
　学生広報スタッフは、5名の応募があり全員4名（1名辞退）の採用が決定、10月から活動開始しています。
　ホームページと広報誌読者アンケートに加えて、メールや電話による意見も随時聴取し、地域住民や現役教職員の意見を受けて、その改善
を数件実施しました。
　8月に佐賀大学ビジュアルアイデンティティ(VI)を定め、学章やロゴをダウンロードできる専用ページを作り、全学に告知し活用を促して
いきます。また、広報室から発信するものは、媒体を選ばず常にロゴやスクールカラーに配慮することとしています。
　各部局等で実施している対外的なイベント情報、連携事業の情報を大学運営連絡会を通して集めています。佐賀県をはじめとする地域と
は、多種・多様な連携事業を実施し、それぞれにおいて地域が抱える課題に取り組んでいる状況を把握しています。それらを踏まえ、大学と
しては、佐賀県・佐賀大学連携調整会議において、連携を強化した「TSUNAGIプロジェクト」として、特に重要課題について取り組んでいく
こととしています。

第5回
(R03.3.23)

〇意見交換テーマ
　第４期中期目標・中期計画に向けて

02-5-1 　大学とステークホルダーとの関係性を強化するために、大学の
諸活動の可視化が重要である。また、多様なステークホルダーの
評価について、エビデンスをきちんと押さえていくことが重要で
ある。
　大学の自由度が高まる方向性に対して、新たな国の財政的な援
助等のアナウンスはあったのか。

　大学の諸活動の可視化を推進するため、従来の広報誌等による広報に加え、SNS（ツイッター、フェイスブック、YouTube）の佐賀大学公式ア
カウントから、諸活動を動画や映像などでより具体的かつ積極的に発信していきます。
　国の財政的援助については、現段階では不明瞭なため、学内外の多様な財源を確保して重点化していく必要があると考えています。
　新たな財源としては、例えば、地域の課題をテーマとして、その解決のための研究に要する経費をクラウドファンディングを活用することに
より確保することなどが考えられます。

これまでのご意見等を踏まえ、次のような第４期中期目標・中期計画を掲げました。
（中期目標11）外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検・評価の結果を可視化するとともに、それを用いたエビデン
スベースの法人経営を実現する。併せて、経営方針や計画、その進捗状況、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と社会発展へ
の貢献等を含めて、ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとともに、双方向の対話を通じて法人経営に対する理解・支持を獲得する。
（中期計画11-1）
　IR機能を活用したエビデンスベースの法人経営を更に推進するために、自己評価と外部評価を定期的に実施するとともに、この評価から得ら
れた重要データを可視化し、法人経営の判断材料として活用する。

　収集したデータのデータベース化、フォーマット化、分析・可視化を行っています。とりわけ、本学のホームページにおいて、佐賀大学
データ集として、学生に関する情報、研究に関する情報について、経年データをBIツールにより分析、見える化して公表しています。
　また、大学運営連絡会でエビデンス（月例データ）を会議資料として取りまとめ、役員をはじめ各部局長等へ情報提供を行っています。
　新たな財源確保の事例としては、医学部循環器内科部門において「遺伝情報に基づく、一人ひとりに合った最適な心房細動治療を目指し
て」をテーマにクラウドファンディングを実施したとろ、目標額を大きく上回った寄附を得ることができました。
（募集終了日：2022年5月31日、寄附総額：22,494,000円、寄附者：473人）

02-5-2 学生が身につけるべき力に、段階ごとに数値目標を定めるべきで
はないか。

　学生が、授業科目や教育課程における学習期間修了時に獲得することのできる知識・技能・態度等の成果を学修成果と呼びます。近年は、具
体的で測定可能な学修成果を定め（目標として可視化し）、測定し、その結果を公表することが求められています。
　学修成果の可視化は、学生一人ひとりが自らの学びの成果を自覚して更なる学びに繋げること、大学の社会に対する説明責任、大学教育の達
成状況を確認し改善に活かすためにそれぞれ重要です。
　ただし、学修成果には、TOEICスコアのように定量的に表せるものと、パフォーマンスの評価等、定性的にしか示しにくいものがあります。
　定性的に学修成果を示す方法に、ルーブリック評価があります。「優」「良」「可」といった評価の尺度に対して、それぞれ「〇〇が適切に
できる」「〇〇が出来る」「〇〇について理解している」等の特徴を記述し評価するものです。
　本学では、例えばTOEICであれば「500点以上の学生を学年あたり●人輩出する」といった目標を立てて取り組むことを検討するなど、可能な
限り定量的な目標設定と測定ができるよう模索し、定性的な情報に関しても、わかりやすい記述に努めたいと思います。

　本学の第4期中期目標計画期間中の教育の目標の一つに「特定の専攻分野を通じて課題を設定して探究するという基本的な思考の枠組みを
身に付けさせる」というものがありますが、各学部の学生の課題設定・探究能力の修得状況を、ルーブリック評価によって評価できるように
全ての学部で定性的な目標の記述を定めました。また、本学の学生が履修登録の状況と成績の確認を行うことができるポータルシステムに
LAP（Learning Analytics Platform）システムを導入し、学生の学修成果を数値やグラフで示し、成長を可視化しています。これらの取組に
よって、学生一人一人が入学から卒業に至るまでに確かな成長実感を得られる教育の展開を目指しています。




