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中期目標期間の数値目標に対する実績一覧

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

県立大学・短期大学部の入学定員充足率１００％以上をめざす。
特に、健康栄養学科、保育教育学科、地域文化学科の定員充足に注力する。
（№２）

○県立大学、短期大学部における入学定員充足率
　　（入学者数／入学定員）（目標：100％以上）
　【浜田キャンパス】
　　・総合政策学部　　　　　　　　　　　H26入試実績：107.7％
　　・大学院北東アジア開発研究科
　　　   　　博士前期課程　　　　　　　Ｈ26入試実績：70.0％
　　　　　　博士後期課程　　　　　　　 Ｈ26入試実績：100.0％
　【出雲キャンパス】
　　・看護学部　　　　　　　　　　　　　　H26入試実績：103.8％
　　・公衆衛生看護学専攻　　　　　　Ｈ26入試実績：100.0％
　　・別科助産学専攻　　　　　　　　　 H26入試実績：100.0％
　【松江キャンパス】
　　・健康栄養学科　　　　　　　　　　　H26入試実績：105.0％
　　・保育学科　　　　　　　　　　　　　　H26入試実績：104.0％
　　・総合文化学科　　　　　　　　　　　H26入試実績：109.3％

○県立大学、短期大学部における入学定員充足率

　　（入学者数／入学定員）（目標：100％以上）
　【浜田キャンパス】
　　・総合政策学部　　　　　　　　　　　H27入試実績：105.9％
　　・大学院北東アジア開発研究科   H27入試実績：158.3％
　【出雲キャンパス】
　　・看護学部　　　　　　　　　　　　　　H27入試実績：107.5％
　　・別科助産学専攻　　　　　　　　　 H27入試実績：100.0％
　【松江キャンパス】
　　・健康栄養学科　　　　　　　　　　　H27入試実績：105.0％
　　・保育学科　　　　　　　　　　　　　　H27入試実績：108.0％
　　・総合文化学科　　　　　　　　　　　H27入試実績：110.0％

○県立大学、短期大学部における入学定員充足率
　　（入学者数／入学定員）（目標：100％以上）
　【浜田キャンパス】
　　・総合政策学部　　　　　　　　　　　H28入試実績：105.9％
　　・大学院北東アジア開発研究科   H28入試実績：116％
　【松江キャンパス】
　　・健康栄養学科　　　　　　　　　　　H28入試実績：100.0％
　　・保育学科　　　　　　　　　　　　　　H28入試実績：108.0％
　　・総合文化学科　　　　　　　　　　　H28入試実績：110.0％
　【出雲キャンパス】
　　・看護学部　　　　　　　　　　　　　　H28入試実績：100.0％
　　・別科助産学専攻　　　　　　　　　 H28入試実績：100.0％

〇県立大学、短期大学部における入学定員充足率
　　（入学者数／入学定員）（目標：100％以上）
　【浜田キャンパス】
　　・総合政策学部　　　　　　　　　　　H29入試実績：106.8％
　【松江キャンパス】
　　・健康栄養学科　　　　　　　　　　　H29入試実績：60.0％
　　・保育学科　　　　　　　　　　　　　　H29入試実績：104.0％
　　・総合文化学科　　　　　　　　　　　H29入試実績：112.1％
　【出雲キャンパス】
　　・看護学部　　　　　　　　　　　　　　H29入試実績：107.5％
　　・別科助産学専攻　　　　　　　　　 H29入試実績：100.0％

〇県立大学、短期大学部における入学定員充足率
　　（入学者数／入学定員）（目標：100％以上）
【浜田キャンパス】
　・総合政策学部   　　　　　　　　    H30 入試実績：117.7%
 【松江キャンパス】
　・人間文化学部保育教育学科   　H30 入試実績：107.5%
　・人間文化学部地域文化学科   　H30 入試実績：105.7%
　・短期大学部保育学科     　　 　  H30 入試実績：105.0%
　・ 短期大学部総合文化学科　　   H30 入試実績：110.0％
【出雲キャンパス】
 　・看護栄養学部看護学科 　　　   H30 入試実績：100.0%
　・看護栄養学部健康栄養学科 　　H30 入試実績：105.0%
　・別科助産学専攻    　　　　　　　  H30 入試実績：100.0%

〇県立大学、短期大学部における入学定員充足率
　　（入学者数／入学定員）（目標：100％以上）
【浜田キャンパス】
・総合政策学部　　　　　　　　　　　　H31入試実績：106.8％
【松江キャンパス】
・人間文化学部保育教育学科　　　H31入試実績：110.0％
・人間文化学部地域文化学科　　　H31入試実績：108.6％
・短期大学部保育学科　　　　　　　 H31入試実績：105.0％
・短期大学部総合文化学科　　　　 H31入試実績：105.0％
【出雲キャンパス】
・看護栄養学部看護学科　　　　　　H31入試実績：103.8％
・看護栄養学部健康栄養学科　　　H31入試実績：100.0％
・別科助産学専攻　　　　　　　　　　 H31入試実績：88.9％

TOEIC 730点、英検準一級、TOEFL iBT61点(ITP500点)程度の英語力のある学

生、又は、英語で卒業論文を執筆する学生を10人以上輩出することをめざす。

（浜田キャンパス）

（№７）

〇英語で卒業論文を執筆した学生　２人
〇TOEIC 730点以上の学生　３人(英語教職課程)
〇TOEFL-ITP 500点以上の学生　２人
このほか、TOEIC700点以上の学生が２人、TOEFL-ITP490
点以上の学生が２名いることから、ほぼ目標を達成した。

○TOEFL-ITP 500点以上が２名、TOEIC 730点以上が１名、
卒業研究を英語で執筆した学生を８名輩出した。

○英語の卒業論文を提出する学生を10名輩出した。
○TOEFL iBT61点以上の学生を２名輩出した。

英語教員によるｾﾞﾐの開講、アカデミックな文章作成能力の向上のた
めの科目の開講を行った結果、9名の学生が卒業論文を英語で執筆
した。
また。ＴＯＥＩＣ730点程度の学生を2名輩出した。

英語教員によるゼミや、アカデミックな文章作成能力を向上するた
めの科目を開講した結果、10名の学生が卒業論文を英語で執筆
した。
また、TOEIC 730点程度の学生を1名輩出した。

・英語で卒業論文を執筆した学生が5名
・TOEIC730点以上3名
・英検準一級1名、TOEFL iBT61点以上1名

看護師、保健師国家試験合格率100％をめざす。（出雲キャンパス）

（№１４）

〇１年次生に国家試験の説明を、２年次生に模試を実施し
た。

○今年度は看護学部生は国家試験を受験していない。 看護師国家試験　合格率98.75％
保健師国家試験　合格率100％

看護師国家試験　合格率98.7%
保健師国家試験　合格率100%

看護師国家試験  合格率 100%
保健師国家試験  合格率 96.8%

看護師国家試験　合格率　96.5％
保健師国家試験　合格率　93.5%

助産師国家試験合格率100％をめざす。（№16-2） 助産師国家試験は合格率100％であった。 助産師国家試験は合格率100％であった。 助産師国家試験は合格率100％であった。 助産師国家試験は合格率100％であった。

卒業時の栄養士資格取得90％以上、保育士資格と幼稚園教諭免許の併有率90％

以上を目指す。

（№１７）

栄養士資格取得率　100％
併有率　100％

栄養士資格取得率　100％
併有率　100％

栄養士資格取得率　100％
併有率98％

卒業時の栄養士資格取得　97％
併有率　98％

栄養士資格取得   100.0%
併有率    100.0%

卒業時の栄養士資格取得は100％、保育士資格と幼稚園教諭
免許の併有率は96％であった。

看護師、保健師、助産師国家試験合格率１００％をめざす。【再掲】

（№１８）

看護師98.7％、保健師100.0％、助産師100.0％ 保健師、助産師ともに国家試験合格率は100％で

あった。  （看護師該当なし）

第１期中期計画６年間の平均就職率（96.1％）を上回ることをめざす。（浜田

キャンパス）

95.3％ 95.6％ 98.6％ 98.0％ 96.1％ 97.4％

就職希望者について卒業年度全国短期大学平均就職率（文科省報告）を上回る

ことをめざす。（短大部）

短大部就職率95.2%（全国短大平均94.2%） 短大部就職率97.4%（全国短大平均95.6%） 短大部就職率98.5%（全国短大平均97.4%）
短期大学部就職率97.5%（全国短大平均97.0％） 短期大学部就職率98.0%（全国短大平均99.1%） 短期大学部就職率98.5%（全国短大平均98.6%）

ボランティア参加者数について年間700人以上をめざす。

ボランティア保険の加入者は、以下のとおりとなっている。。
　浜田キャンパス：179人
　出雲キャンパス：180人
　松江キャンパス：438人
　計　797人

ボランティア保険の加入者は、以下のとおりとなっている。。
　浜田キャンパス：164人
　出雲キャンパス：230人
　松江キャンパス：498人
　計　892人

ボランティア保険の加入者は、以下のとおりとなっている。
　　浜田キャンパス：135人
　　出雲キャンパス：137人
　　松江キャンパス：502人
　　計　774人

ボランティア保険の加入者は、以下のとおりとなっている
　　浜田キャンパス：163人
　　出雲キャンパス：227人
　　松江キャンパス：499人（浜田で＋2名※災ﾎﾞﾗ）
　　　計889人

ボランティア保険の加入者は、以下のとおりとなっている
　　浜田キャンパス：117人
　　出雲キャンパス：330人
　　松江キャンパス：481人
　　　計928人

ボランティア保険の加入者は、以下のとおりとなっている
・浜田キャンパス：203人
・出雲キャンパス：413名
・松江キャンパス：440人
計1,056人

教員の地域連携（貢献）活動取組数について、年間400件以上をめざす。

○教員の地域連携（貢献）活動取組数について、632件（浜
田キャンパス100件、出雲キャンパス401件、松江キャンパス
131件）の取組みを実施した。

○教員の地域連携（貢献）活動取組数について、747件（浜田
キャンパス85件、出雲キャンパス434件、松江キャンパス228
件）の取組みを実施した。

○教員の地域連携（貢献）活動取組数について、計609件の取
り組みを実施した。
　　浜田キャンパス88件
　　出雲キャンパス390件
　　松江キャンパス131件）

3キャンパス教員の地域連携（貢献）活動取組数について、計554件

の取組みを実施した。
　※兼業件数を取組数として集計する。
　【実績】
　　・浜田キャンパス：110件
　　・出雲キャンパス：327件
　　・松江キャンパス：117件
　　　　計554件

3キャンパス教員の地域連携（貢献）活動取組数について、計416
件の取組みを実施した。
　※兼業件数を取組数として集計する。
　【実績】
　　・浜田キャンパス：100人
　　・出雲キャンパス：207人
　　・松江キャンパス：109人
　　　　計416人

3キャンパス教員の地域連携（貢献）活動取組数について、計
587件の取組みを実施した。※兼業件数を取組数として集計す
る。
【実績】
　・浜田キャンパス：155件
　・出雲キャンパス：235件
　・松江キャンパス：197件

県立大学・短期大学部の公開講座等の年間受講者数5,200人以上をめざす。

○県立大学・短期大学部の公開講座等において、5,812人の
受講者を得た。
　（内訳）
　　浜田キャンパス：2､851人、出雲キャンパス：993人、松江
キャンパス：1,968人

○県立大学・短期大学部の公開講座等において、5,556人の
受講者を得た。
　（内訳）
　　浜田キャンパス：2,541人、出雲キャンパス：745人、松江
キャンパス：2,270人

○県立大学・短期大学部の公開講座等について、5,400人の受
講者を得た。
　【実績】
　　・浜田キャンパス：3,098人
　　・出雲キャンパス：771人
　　・松江キャンパス：1,531人

3キャンパスの公開講座等について、計5,956人の受講者を得た。

　【実績】
　　・浜田キャンパス：2,697人
　　・出雲キャンパス：1,604人
　　・松江キャンパス：1,655人
　　　　計5,956人

3キャンパスの公開講座等について、計5,384人の受講者を得た。
　【実績】
　　・浜田キャンパス：1,845人
　　・出雲キャンパス：1,413人
　　・松江キャンパス：2,126人
　　　　計5,384人

3キャンパスの公開講座等について、計4,964人の受講者を得た。
【実績】
　・浜田キャンパス：1,700人
　・出雲キャンパス：1,576人
　・松江キャンパス：1,688人
　　　計4,964人

海外留学者数、海外研修、内閣府海外派遣事業等の参加者数について、年間

180人以上をめざす。

【平成25年度浜田キャンパス実績】99名
　海外協定留学　６名
　　（蔚山１、ｾﾝﾄﾗﾙﾜｼﾝﾄﾝ３、ﾐﾈｿﾀ州立大学ﾓｱﾍｯﾄﾞ校２）
　異文化理解研修　70名
　　（アメリカ37（モントレー22、ハワイ15)、韓国24、ロシア２、
中国７）
　海外英語研修　５名（オーストラリア）
　企業体験実習　16名（韓国３、インド13）
　内閣府海外派遣事業　２名（韓国１、カンボジア１）

【平成25年度出雲キャンパス実績】20名
　異文化理解研修　25名
　　（アメリカ(シアトル)13、韓国12）

【平成25年度松江キャンパス実績】36名
　海外語学研修(ｾﾝﾄﾗﾙﾜｼﾝﾄﾝ大学)28人
　　（うち本学学生27人、島根大学学生1人）
　海外企業研修４人（韓国２人、インド２人）
　内閣府海外派遣事業１人（韓国）
　培材大学校ｻﾏｰｽｸｰﾙ２人（韓国）
　海外協定留学（卒業後の留学）１人(ｾﾝﾄﾗﾙﾜｼﾝﾄﾝ大学)

【合　計】155人

【平成26年度浜田キャンパス実績】82名
　海外協定留学　７名
　　（蔚山２、ｾﾝﾄﾗﾙﾜｼﾝﾄﾝ３、ﾜﾅﾁ１、中央民族１）
　異文化理解研修　58名
　　（アメリカ32（モントレー17、ハワイ15)、韓国17、ロシア６、
中国３）
　海外英語研修　0名
　企業体験実習　15名（インド10、タイ５）
　内閣府海外派遣事業　２名（韓国１、ドミニカ共和国１）

【平成26年度出雲キャンパス実績】20名
異文化理解研修　20名
　　（アメリカ12、韓国８）

【平成26年度松江キャンパス実績】47名
（CWU卒後留学１、CWU語学研修（アメリカ）22、アジア文化演
習（中国・韓国研修）18、韓国大邱韓医大学校体験プログラム
１、培材大学校サマースクール１、日中韓青少年交流in吉林
（島根県）１、ニューオーリンズTOMODACHIプログラム（松江
市）１、海外企業研修（インド）０（タイ）２）

【合　　計】149人

【浜田キャンパス】　66人
　海外協定留学　11人
　　（蔚山3、ｾﾝﾄﾗﾙﾜｼﾝﾄﾝ2、ﾜﾅﾁﾊﾞﾚｰｶﾚｯｼﾞ2、ﾛｼｱ海洋1、吉林
2、中央民族1）
　異文化理解研修　37人
　　（ｱﾒﾘｶ（ﾓﾝﾄﾚｰ8、ﾊﾜｲ10）、韓国12、ﾛｼｱ2、中国5）
　海外英語研修　2人（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
　海外韓国語研修　0人
　企業体験実習（海外企業研修）　15人（ｲﾝﾄﾞ10、ﾀｲ5）
　内閣府海外派遣事業　1人（ﾏﾚｰｼｱ）
【出雲キャンパス】　17人
　異文化理解研修　15人
　　（アメリカ9、韓国6）
　大邱韓医大学校文化研修　2人
【松江キャンパス】　28人
・海外語学研修（授業）に20人の学生が参加した。浜田キャンパ
ス実施の異文化理解研修（韓国）に1人参加、海外企業研修の
３人（インド１人、タイ２人）に加えて、島根県文化国際課がおこ
なう「２０１５青年交流の翼・中国寧夏プログラム」に2人が参加
した。内閣府日韓青年親善交流事業に1人が参加した。また、
公益財団法人日韓文化交流基金がおこなう「日本大学生韓国
訪問団」に１人参加した。

【合　計】111人

【浜田キャンパス】78人
　海外協定留学　6人
　　（ｾﾝﾄﾗﾙﾜｼﾝﾄﾝ:2、ﾜﾅﾁﾊﾞﾚｰｶﾚｯｼﾞ:1、吉林:1、中央民族:1、蔚山:1）
　異文化理解研修　51人
　　（ｱﾒﾘｶ（ﾜｼﾝﾄﾝ:9、ﾊﾜｲ:14）、韓国:12、中国:16）
　海外韓国語研修　1人
　企業体験実習（海外企業研修）　16人（ｲﾝﾄﾞ:12人、ﾀｲ:4人）
　内閣府青年国際交流事業　1人（海外青年の船）
  日本中国青年親善交流　1人　国際青年育成交流　1人
　ﾄﾋﾞﾀﾃ!留学ＪＡＰＡＮ　1人
【出雲キャンパス】24人
　異文化理解研修（アメリカ）　14人
　異文化研修Ⅰ（韓国）　10人
【松江キャンパス】45人
　海外語学研修（アメリカ）　28人
　アジア文化演習（中国・韓国）　15人
　海外企業研修（タイ）　1人
  日本中国青年親善交流　1人

【合　計】147人

【浜田キャンパス】83人
・海外協定留学　3人（吉林1、中央民族1、蔚山1）
・異文化理解研修　48人（ｱﾒﾘｶ（ﾜｼﾝﾄﾝ13、ﾊﾜｲ16）、韓国8、中国6、ロシ
ア5）
・海外企業研修（インド）　8人
・短期語学・文化研修　8人 (韓国3、台湾4、オ－ストラリア1)
・政府実施研修　4人
　　日独学生青年リ－ダ－交流事業　2人
　　内閣府 日本・中国青年親善交流事業　1人
　　トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ　1人
・新）グロ－バル ドリ－ム ハント  6人
・その他　6人（県事業2、留学1、ボランティア3)

【出雲キャンパス】45人
　異文化研修（韓国コース）20人
　　　　　　　　　（米国コース）18人
　大邱韓医大学校文化研修2人
　台中科技大短期研修1人
　トビタテ留学Japan1人
　GDH　3人

【松江キャンパス】30人
　海外語学研修（アメリカ）　23人
　アジア文化演習B（台湾）　1人
　台中科技大学短期研修（台湾）　1人
　GDHでの海外渡航（台湾）　5人

【合　計】158人

【浜田キャンパス】106人
　　・海外協定留学　１０人
　　　（吉林２、中央民族２、蔚山３、台中１、CWU１,WVC１）
　　・異文化理解研修　　６1人
　　　（カナダ：29、ハワイ：11、韓国：11、中国：10）
　　・海外企業研修（タイ）　８人
　　・短期語学・文化研修　５人
　 　 (韓国3、台湾2)
　　・政府実施研修　４人
　　　日独学生青年リ－ダ－交流事業　2人
　　　内閣府 日本・中国青年親善交流事業　1人
　　　ﾄﾋﾞﾀﾃ!留学ＪＡＰＡＮ（地域人材コ－ス）　1人
　　・カケハシプロジェクト８人
　　・日中友好大学生訪中団１名
　　・グロ－バル ドリ－ム ハント  ５人
　　・海外理解講座 韓国コ－ス（県事業）１人
　　・その他　3人（休学留学中国1、フィリピン・カナダ1、オ－ストラリア1)
【出雲キャンパス】55人
　異文化研修（韓国）21名
　異文化研修（米国）22名
　ＧＤＨ3組7名、
　大邱保健大学生交流プログラム2名
　カケハシプロジェクト　3名
【松江キャンパス】30人
　　・サマープログラム（アメリカ）　25人
　　・台中科技大学短期研修（台湾）　1人
　　・ＧＤＨでの海外渡航（オーストラリア）　1人予定
　　・県事業（韓国）　3人

【合　計】191人

キャンパスごとに、教員の科学研究費、受託研究、民間財団助成金等外部資金

獲得者人数の教員数に対する割合と教員個人が個別に獲得する外部資金総額の

目標を次のとおりとする。

人数割合 資金総額

浜田 35％以上 26,000,000円以上

出雲 20％以上 13,000,000円以上

松江 14％以上 4,000,000円以上

人数割合
浜田 78% 33194 千円
出雲 37% 10085 千円
松江 41% 8015 千円

資金総額人数割合
浜田 48% 32,095 千円
出雲 27% 8,148 千円
松江 15% 1,190 千円

資金総額人数割合 資金総額

浜田 52.9% 37,966千円

出雲 21.7% 14,165千円

松江 39.4% 2,210千円


