
【重点支援①】 第３期中期目標期間における重点的取組

高知大学は，人と環境の調和を理念として，「地域から世界へ，世界から地域へ」を標語に，現場主義の精神に立脚し，
地域協働を基盤とした，教育研究活動を展開する総合大学を目指す。

ビジョン

地域社会と連携した域学連携教育
研究体制の強化及び国際貢献

取 組

教員養成機能の強化
・教職大学院の設置（Ｈ30年度）
・教職カリキュラム改革

取 組

先端医療学推進センターにおける医療イノ
ベーション創出と人材養成

４次元統合黒潮圏資源学の創成

取 組

社会人教育等の推進
・土佐ＦＢＣ人材創出事業の推進
・社会人学生教育プログラムの開発支援
（高知型ＣＣＲＣ,地域協働教育など）

【戦略概要】
地域の力を借り、地域と協働し教育を行う地
域協働を核とした教育を推進する上で必要
な教育の質の保証のため、その入口となる
入学者選抜において、高校までの学習成果
を知識だけではなくより幅広い資質・能力も
含めて多面的・総合的に評価する方法に転
換し、大学での学修に円滑に移行させ、入
学後は、学生が自ら考え・動く力を身に付け
る学習方法またそれが効果的に実施された
かを評価する方法を開発し、継続的に運用
できる体制を作る。

【評価指標】
・全入学者定員に占める多面的・総合的評
価による入学者定員割合
・学修成果を客観的に把握するための学
生によるe-ポートフォリオの利用率 など

【戦略概要】

高知県の地域課題を題材に、我が国が抱
える喫緊の課題である少子高齢化に関わ
る医療、自然防災、海洋生物・海水及び海
底鉱物資源の開発等に対し、本学のこれ
までの実績と強みを活かした世界的に通
用する特色ある研究の推進を行うとともに、
これらの成果を関連する分野の高度人材
育成や地域の産業化に向けた基盤構築に
活用する。

【評価指標】
・地域課題に関連した研究論文の産出数
・学部学生・大学院生一人当たりの学術論
文及び学会発表の件数 など

【戦略概要】

地域課題を組織的かつ機動的に解決するた
め、大学生と大学教員が地域の現場に入り、
地域の住民等とともに、地域の課題解決又
は地域づくりに継続的に取組む「域学連携
教育研究体制」を強化することで、地域の人
材育成、科学の発展、技術開発及び産業の
活性化に資する。また、高知県における地
域資源の特徴を活かした国際協力を推進し、
「地域から世界へ、世界から地域へ」という
視点に基づき実践的な教育研究による国際
貢献を図る。

【評価指標】
・地域再生・課題解決及び雇用創出に資す
る連携事業件数（累計）
・土佐FBC事業受講生の出身企業件数（累
計） など

地域資源を活かした国際協力推進事業

取 組

戦 略 １

「地域活性化の中核的拠点」形
成に向けた機能強化

【戦略概要】

これまでの教育研究の強みと特色を活
かした教育組織の再編成（機能強化）を
行い、全学的な地域志向教育の展開を
図ることで、地域再生の核となる地域が
求める人材（地域の産業、行政等の
リーダーとなる「地域協働型産業人」或
いは、専門職業人としての「地域志向型
専門職業人」）育成の拠点としての「地
域活性化の中核的拠点」形成に向け、
ガバナンス改革・人事給与システム改
革を通じ教育研究体制を整備・構築す
る。
【評価指標】
・ 地域との協働によるワークショッ
プ等を本学が開催した市町村数
・地方創生推進士の養成数 など

ガバナンス・人事給与システム改革
・学長のリーダーシップに基づく学内
資源の再配分（教員、学生定員）
・年俸制の拡充

学修支援機能の強化・整備
・GPA・ナンバリング制の活用・促進
・学事暦の見直し

戦 略 ２ 戦 略 ３ 戦 略 ４

防災推進センターを核とした防災・減災研
究拠点の構築

海洋性藻類を中心とした地域バイオマスリ
ファイナリーの実現に向けた新技術の創出

大学・地域の協働による“学びの統合”基
盤システムの構築

学部等の教育組織の再編成
大学院組織の再編（Ｒ２年度～）

地域協働を核とした教育を推進する上で必要
な教育の質の保証を担保するための体制整備

入試改革

・「学力の三要素評価指標・尺度」の確立
に基づく多面的・総合的選抜の実施

まち、ひと、しごと創生高知イノベーションシステ
ム（ＣＯＣ+事業）

希望社会創発教育研究イノベーション
―社会的イノベーション創発のための教育研究
組織の創設-

地域的特性に根ざした諸課題解決、特
色ある研究に対応した研究拠点の整備

大学を核とした地方創生プラットフォームの
構築



平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

【戦略1】
「地域活性化の中核的
拠点」形成に向けた機
能強化

【戦略2】
地域協働を核とした教
育を推進する上で必要
な教育の質の保証を担
保するための体制整備

【戦略3】
地域的特性に根ざした
諸課題解決、特色ある
研究に対応した研究拠
点の整備

【戦略4】
地域社会と連携した

域学連携教育研究体
制の強化及び国際貢
献

４次元統合黒潮圏資源学の創成

まち・ひと・しごと創生高知イノベーションシステム（ＣＯＣ＋事業）

高知大学インサイドコミュニテイシステム
（ＫＩＣＳ）の強化（ＣＯＣ事業）

工 程 表

大学院組織の再編（Ｒ２年度～）

教員養成機能の強化◇中核的理科教員（ＣＳＴ）養成プログラムの推進◇教職カリキュラム改革◇教職大学院の設置(Ｈ30年度)

学部等教育組織の再編成［国立大学改革強化推進事業］
◇地域協働学部・教育学部の充実強化 ◇理学部の理工学部への再編による機能強化
◇人文学部・農学部の人文社会科学部・農林海洋科学部への再編による機能強化

地域資源を活かした国際協力推進事業

大学・地域の協働による“学びの統合”基盤システムの構築

入試改革◇「学力の三要素評価指標・尺度」の確立に基づく多面的・総合的選抜の実施

ガバナンス・人事給与システム改革◇学長のリーダーシップに基づく学内資源の再配分（教員、学生定員）◇年俸制の拡充

学修支援機能の強化・整備 ◇ＧＰＡ・ナンバリング制の活用・促進◇学事暦の見直し

希望社会創発教育研究イノベーション ―社会的イノベーション創発のための教育研究組織の創設―

レアメタル戦略グリーンテクノロジー創
出への学際的教育研究拠点の形成
（海洋鉱物資源科学準専攻を通じた人
材育成プログラム）

大学を核とした地方創生プラットフォームの構築

社会人教育等の推進◇土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業の推進◇社会人学生教育プログラムの開発支援（高知型CCRC、地域協働教育など）

海洋性藻類を中心とした地域バイオマスリファイナリーの実現に向けた新技術の創出

防災推進センターを核とした防災・減災研究拠点の構築

先端医療学推進センターにおける医療イノベーション創出と人材養成



【戦略１】
「地域活性化の中核的拠点」形成に向けた機能
強化

・地域協働学部・教育学部の充実強化

・人文学部・農学部の人文社会科学部・農林
海洋科学部への再編による機能強化
・理学部の理工学部への再編による機能化

大学院組織の再編
（Ｒ２年度～）

教職大学院の設置
教職カリキュラム改革

【戦略の概要】
これまでの教育研究の強みと特色を活か
した教育研究組織の再編成（機能強化）
を行い、全学的な地域志向教育の展開
を図ることで、地域再生の核となる地域
が求める人材（地域の産業、行政等の
リーダーとなる「地域協働型産業人」或い
は専門職業人としての「地域志向型専門
職業人」）育成の拠点としての「地域活性
化の中核的拠点」形成に向け、ガバナン
ス改革・人事給与システム改革を通じ教
育研究体制を整備・構築する。

学部等の教育組織の再編成

教員養成機能の強化

【評価指標】
・地域との協働によるワークショップ等を本学が開催した市町村数（累計）
・地方創生推進士の養成数（累計） など

年俸制の継続・拡充

人事給与システム改革

希望社会創発教育研究イノベーション
―社会的イノベーション創発のための

教育研究組織の創設―

【機能強化経費（機能強化促進分）】【機能強化経費（機能強化促進費）】
（人件費・物件費）

学長のリーダーシップに基づく

学内資源の再配分（教員、学生定
員）

ガバナンス改革

【年俸制導入促進費】

【学内自己財源及び機能強化経費（機能強化促進分】

【学内予算措置（学長の裁量による経費）】

【機能強化経費概算要求事業】
（R2年度～）

レアメタル戦略グリーンテクノロジー創
出への学際的教育研究拠点の形成
―海洋鉱物資源科学準専攻を通じた

人材育成プログラム―

【機能強化経費（機能強化促進分）】



教育の質の保証

【戦略２】 地域協働を核とした教育を推進する上で必要な
教育の質の保証を担保するための体制整備

大学・地域の協働による“学びの統
合”基盤システムの構築

【戦略の概要】
地域の力を借り、地域と協働し教育を行
う地域協働を核とした教育を推進する上
で必要な教育の質の保証のため、その
入口となる入学者選抜において、高校ま
での学習成果を知識だけではなくより幅
広い資質・能力も含めて多面的・総合的
に評価する方法に転換し、大学での学修
に円滑に移行させ、入学後は、学生が自
ら考え・動く力を身に付ける学習方法また
それが効果的に実施されたかを評価する
方法を開発し、継続的に運用できる体制
を作る。

入試改革

【評価指標】
・全入学者定員に占める多面的・総合的評価による入学者定員割合
・学修成果を客観的に把握するための学生によるｅポートフォリオの利用率 など

・ＧＰＡ・ナンバリング制の活用・促進
・学事暦の見直し

「学力の三要素評価指標・尺度」の確立
に基づく多面的・総合的選抜の実施

【機能強化経費（機能強化促進分）】

【機能強化経費（機能強化促進分）】

【学内自己財源】

教育の質の保証



【戦略３】 地域的特性に根ざした諸課題解決、特色ある
研究に対応した研究拠点の整備

先端医療学推進センターにおける
医療イノベーション創出と人材養成

４次元統合黒潮圏資源学の創成
【戦略の概要】
高知県の地域課題を題材に、我が
国が抱える喫緊の課題である少子
高齢化に関わる医療、自然防災、海
洋生物・海水及び海底鉱物資源の
開発等に対し、本学のこれまでの実
績と強みを活かした世界的に通用す
る特色ある研究の推進を行うととも
に、これらの成果を関連する分野の
高度人材育成や地域の産業化に向
けた基盤構築に活用する。

強み・特色のある分野に関する研究プロジェクトの推進

防災推進センターを核とした防災・
減災研究拠点の構築

海洋性藻類を中心とした地域
バイオマスファイナリーの実現
に向けた新技術の創出

【評価指標】

・地域課題に関連した研究論文の産出数
・学部学生・大学院生一人当たりの学術論文及び学会発表の件数 など

【機能強化経費（機能強化促進分）】

【機能強化経費（機能強化促進分）】

【機能強化経費（機能強化促進分）】
【機能強化経費（機能強化促進分）】



【戦略４】 地域社会と連携した域学連携教育研究体制の
強化及び国際貢献

高知大学インサイドコミュニティー
（KICS）の強化（COC事業）

まち・ひと・しごと創生高知イノ
ベーションシステム（COC+事業）【戦略の概要】

地域課題を組織的かつ機動的に解
決するため、大学生と大学教員が
地域の現場に入り、地域の住民等と
ともに、地域の課題解決又は地域づ
くりに継続的に取組む「域学連携教
育研究体制」を強化することで、地
域の人材育成、科学の発展、技術
開発及び産業の活性化に資する。
また、高知県における地域資源の
特徴を活かした国際協力を推進し、
「地域から世界へ、世界から地域
へ」という視点に基づき実践的な教
育研究による国際貢献を図る。

地域に欠くことのできない大学として、地域課題の把握・解決

社会人教育等の推進
・土佐フードビジネスクリエーター人材
創出事業の推進
・社会人学生教育プログラムの開発支
援（地域協働教育など）

社会人教育

【評価指標】
・地域再生・課題解決及び雇用創出に資する連携事業件数（累計）
・土佐ＦＢＣ事業受講生の出身企業件数（累計） など

地域資源を活かした国際協力推進事業

国際貢献

【大学改革推進等補助金採択事業】
期間：平成25年度～29年度

【大学改革推進等補助金採択事業】
期間：平成27年度～令和元年度

【学内財源措置】
【学内（学長裁量経費）・外部資金（寄附金等）で財源措置】

教育研究組織整備要求事項

大学を核とした地方創生
プラットフォームの構築
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