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重点施策 (1) 学部・学科の再編 完了時期 

①特色ある教育プログラムの推進 

 ・学部独自の特色ある教育プログラムの実施 

（全員インターンシップ[商学部・地域共創学部]、全員海外留学プログラム[国際文化学部] 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

 

重点施策 (2) 大学院の抜本的改革 完了時期 

①大学院改革の方向性に基づく既設研究科の組織体制をも含めた再構築 

 ・アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの明確化及び着実な実行 

 ・企業のニーズ把握 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

②「高度基盤教育」及び「高度プロジェクト型教育」の推進 

 ・研究者の基礎（研究倫理、英語プレゼン等）を身につける「高度基盤教育」 

・研究科横断型、専門分野融合型「高度プロジェクト型教育」 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

 

重点施策 (3) 学生の成長を促進する教育プログラムの推進 完了時期 

①KSU 基盤教育の抜本的改革に向けた検討 

  ・実務家による実践的教育の拡充 

 ・教養としての AI関連教育の試行的導入[新規] 

  ・KSU 基盤教育の検証・改善及び学修成果の可視化 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

②KSU プロジェクト型教育の拡充[新規] 

・成果評価に基づく単位認定の拡充及び質向上に向けた実施支援体制の構築 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

③学部横断型（文系・理工系・芸術系）教育の導入[新規] 

・産業界で通用する教育プログラムの構築 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

④４年間一貫したグローバル人材育成特別プログラム「Global Leader Program」の構築及び導入 

[新規] 
令和２年９月 

 

重点施策 (4) 教育成果の検証による教育力の向上 完了時期 

①内部質保証システム再構築による PDCA機能の強化 

・教育成果の継続的な検証 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

②一般財団法人短期大学基準協会による認証評価の受審及び認定[新規] 
令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 
 

重点施策 (5) 入試制度改革の早期実行 完了時期 

①育成型入試の検証・改善 

・web 模擬授業、e-learning 環境の整備 

・KSU アドミッションオフィサーの養成 

・スポーツ入試の検証・改善 

・学部学科の特色に応じた入試制度の検討 

令和２年 12 月 

 

重点施策 (6) 高大接続の強化 完了時期 

①高・大・社接続の推進[新規] 

 ・付属高校をはじめとする高等学校と連携した高大接続研究会の設置 

 ・自己推薦選抜入試（ＡＯ入試）入学者追跡調査等のアセスメント 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

 

重点施策 (7) 志願者の獲得強化 完了時期 

①意欲・学力の高い受験生の獲得強化[※志願者数 25,000名を目指す]  

・受験生等に対する目的を明確にした入試相談会（オープンキャンパス・キャンパスセミナー・

キャンパスフェスタ）の実施 

・エリア（県・地区）を意識した募集活動の強化[新規] 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

 
 

推進領域 

教育分野 

実行計画    １．教育改革の着実な実行 



- 2 - 

 

重点施策 (8) その他 完了時期 

①リカレント教育制度の構築[新規] 

・高等教育機関としての学び直しのニーズに応じた教育システムの構築（AI 教育・ICT 教育等） 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

 
 
 
 

重点施策 (1) 学生の学びを促進する環境整備・強化 完了時期 

①教育支援体制の強化[新規] 

・新たな教育システム（100 分授業）の導入 

・学生の自発性・計画性を育むことを目的としたチャレンジマンスの導入 

・学生の学内滞在時間の増加施策 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

②教育環境の整備 

・大楠アリーナ 2020及び新屋内プールを活用した特色ある教育の実施[新規] 
令和２年５月 

③単位互換制度の拡大に伴う大学間連携の強化に関する基本計画の策定[新規] 
令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 
 

重点施策 (2) 除籍・退学・卒業延期者の削減 完了時期 

①１・２年次に重点を置いた指導・支援の徹底 

[※１年次の成績不振及び修学意欲の低下による除籍・退学者 0名を目指す] 

・新入生全員を対象としたクラス担任による二者面談の実施 

・成績不良学生に対する三者面談の実施 

・外国人留学生への継続的修学指導 

・修学指導システムの再整備（学期途中での注意喚起等の導入） 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

 

重点施策 (3) 学生の海外留学促進・意欲ある留学生の獲得強化 完了時期 

①国際交流協定校拡充による海外大学との交流促進 

・新規協定校との関係構築及び積極的な交流 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

②意欲ある留学生の獲得強化 

 ・外国人留学生獲得に向けた支援プログラム（Grab your future）の再構築 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

③海外短期語学留学及び海外インターンシップの拡充[新規] 

・海外経験プログラムの構築及びチャレンジマンスを活用した海外留学の促進 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

 

重点施策 (4) 課外活動の更なる活性化 完了時期 

①サークル活動の活性化 

 ・KSUアスリートプログラムの推進(愛校心の醸成、メンタルトレーニング 等)  

 ・指導者研修会の実施（指導者倫理、ハラスメント防止 等） 

令和３年２月 
(中間:令和２年９月) 

②ボランティア活動の推進 

・大学近隣地区での大規模なボランティア活動の実施（後援会・同窓会と連携） 

・学生のボランティア意識の醸成及び継続した活動の実施 

（福岡トライアスロン大会 2020、九州北部豪雨復興支援 等） 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

 

重点施策 (5) 女子学生比率の向上[※女子学生比率 1年次生 35%以上を目指す] 完了時期 

①女子学生比率の向上 

・女子学生が自ら企画する多様な施策の実施(本学の魅力発信プロジェクト)  

・女子学生を対象としたキャリア教育の実施（リーダーの育成） 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

 

重点施策 (6) 就職・進学実績の向上[※就職決定率（対就職希望者）100%を目指す] 完了時期 

①安定的な就職決定に向けた指導・支援体制の強化 

・就職活動を支援する学部担当者による早期個別面談の実施 

・１年次からのキャリア教育を通した就職意識・職業観の醸成 

・就職支援活動の開始時期の見直し 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

②外国人留学生の地元企業への就職拡大[新規] 

・日本語能力向上支援による地元企業への有能な留学生の輩出 
令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

実行計画   ２．学生支援の強化 
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重点施策 (1) 特色ある研究の推進及び成果の公表 完了時期 

①特色ある研究の更なる推進・拡大 

 ・KSU基盤研究費制度による研究活動の活性化及び特色ある研究の推進 

・九州の特産品(しょうが)を用いたシロップの開発・販売 

・産業界と直結し、学生及び社会人が魅力を感じる大学院の研究推進 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

②研究活動及び成果の積極的な公表 

・学外展示会への出展 

・本学主催研究成果発表会の開催 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

 

重点施策 (2) 地域に寄与する研究の促進 完了時期 

①地域の課題解決・活性化を図る研究の推進 

・伝統みらい研究センター(柿右衛門研究及び地域産業研究)における研究推進及び成果の公表 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

 

重点施策 (3) 外部資金の積極的獲得 完了時期 

①外部資金の獲得強化[※科研費申請件数 150件,外部資金(受託研究・共同研究・奨学寄附金)  

獲得件数 100件を目指す] 

・科研費、受託研究、共同研究、奨学寄附金の積極的な獲得 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

 

 

重点施策 (1) 研究支援体制の再構築 完了時期 

①オープンイノベーションセンターの開設[新規] 

・スタートアップカフェの設置及びサポート体制の構築による起業マインドの醸成 

・福岡市と連携したスタートアップ支援に関する連携協定の締結 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

②研究活動の活性化を促す支援体制（産学連携センター（仮称））の基本計画策定[新規] 
令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

③不正行為及び不正利用防止に関する研究コンプライアンス・倫理教育の徹底 
令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 
 
 

 
 
 
 
 

重点施策 (1) 生涯学習機能の強化 完了時期 

①生涯学習の推進 

 ・幅広い年齢層（小学生～高齢者まで）を対象とした学習機会の提供 

  ・周辺自治体等との協議によるニーズにあわせた学外講座の開催 

  ・卒業生優遇制度の検討 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

 
 

重点施策 (2) 地域との交流促進 完了時期 

①地域防災拠点としての機能整備 

・災害時安否確認システムの導入[新規] 

・大楠アリーナ 2020を活用した複合防災訓練の開催[新規] 

令和２年 12 月 

②地域住民ニーズ調査の実施 

 ・地域住民との連携強化のためのニーズ調査 
令和２年 10 月 

 
 

研究分野 

社会貢献分野 

実行計画      １．研究力の強化 

実行計画      ２．研究活動の活性化 

実行計画      １．地域貢献活動の強化 
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重点施策 (1) 産学官連携の拡充 完了時期 

①企業・自治体等との連携促進 

  ・企業・自治体等への提案事業の促進 

・学生を主体とした東部地域大学連携事業の推進 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

②「福岡未来創造プラットフォーム」を通した他大学との連携事業の推進 
令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

重点施策 (1) 能力開発型の育成・評価・処遇等諸制度の構築 完了時期 

①研修制度の充実 

  ・職員の資質・能力向上を目的とした教育・研修（人材育成プログラム）の実施 

 ・職員の海外経験機会拡大による国際化に対応した人材の育成[新規] 

  ・教員の教育力向上を図る FD活動の推進及び担当者の育成 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

②教職員評価制度の検証・改善 
令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

 

 
 

重点施策 (1) 働きやすい、働きがいのある職場環境の整備 完了時期 

①男女共同参画推進体制の強化 

・次期女性活躍推進法行動計画の策定[新規] 

・女性管理職の育成 

令和３年１月 

②関連機関(福岡県・市・他大学等)との連携強化による男女共同参画活動の推進 令和２年 11 月 

③ライフイベントと仕事の両立支援 

・教職員学内一時預かり事業の実施[新規] 

令和３年２月 

(中間:令和２年９月) 

 ④若手・子育て期の教員支援[新規] 

  ・テニュアトラック制度の導入 

  ・ライフイベントによる研究を中断した教員への支援 

令和３年２月 

(中間:令和２年９月) 

 ⑤教員の担当職務軽減による教育・研究時間の確保[新規] 

  ・学内委員会の統廃合及び新たな委員会の設置 

  ・Web 会議システムの活用 

令和２年 12 月 

 
 

 

 
 
 

重点施策 (1) 組織力の強化 完了時期 

①次期中長期計画の策定及び公表[新規] 

・教職員の“知”を集約し、教職協働（ワーキンググループ）による計画の策定 

・SDGsへの取組み 

令和２年９月 

②事務組織の検証及び見直し 
令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

人材育成分野 

経営基盤分野 

実行計画      ２．地域連携活動の強化 

実行計画      １．人事トータルシステムの構築 

実行計画      ２．職場環境の整備 

実行計画   １．安定した経営基盤の確立 

支援領域 
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重点施策 (2) 将来を見据えたキャンパス整備 完了時期 

①キャンパスマスタープランの検証[新規] 

  ・キャンパス整備の検証・評価及び中長期的なキャンパス計画の検討 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

 

重点施策 (3) 安定的な財政基盤の確立 完了時期 

①将来を見据えた財政運営 

   ・予算編成方法の検証・改善 

・資金運用に関する効果的な運用計画の検討 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

②継続的寄付金制度の構築[新規] 

  ・「教育・研究環境基盤充実募金」の再構築 
令和２年９月 

 

重点施策 (4) 保護者・卒業生等との連携強化 完了時期 

①同窓会・後援会との連携強化 

・保護者懇談会及び学生生活相談会を通した本学への理解促進 

・同窓会と在学生の交流イベント 

令和２年８月 

②退職者の会「産楠会」との連携強化 令和２年 11 月 

③大学と卒業生との連携体制強化[新規] 

・生涯メールアドレスサービスの構築 

令和３年３月 

(中間:令和２年９月) 

 

 
 

重点施策 (1) 活動計画に基づく広報・公聴活動 完了時期 

①年間広報活動計画の策定 

  ・目的・時期・素材・地域・対象を明確にした広報展開 

  ・広告出稿に関する効果検証 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

②情報公表の推進 

  ・教育情報の積極的な公表 

  ・学生広報スタッフ活用したタイムリーな情報発信 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

 
 
 
 

重点施策 (1) 創立 60周年 (令和２年) 記念事業 完了時期 

①催事計画に基づく事業の完遂 

・運営委員会及び各実行委員会による事業の推進 

・周年記念事業を通した本学園の認知度及びイメージ向上 

令和３年３月 
(中間:令和２年９月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*5 Social Networking Service の略称。人と人とのつながりを促進･支援する、コミュニティー型の 5 

実行計画   ２．広報戦略に基づく広報・公聴活動の推進 

実行計画   ３．その他 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州産業大学は令和２年度に 

創立 60 周年を迎えます 

 

 

 

 

 

 

学校法人中村産業学園 

  

〒813-8503 

福岡市東区松香台二丁目 3－１ 

℡ 092-673-5050（代表） 
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