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備考

 

図書・学術雑誌は所蔵
数の増。
契約の見直しによる外
国書電子ジャーナルの
減。(25)

　734,236〔133,151〕　 6,095〔997〕

41

　734,236〔133,151〕　

37,209 2,592

37,414

電子ジャーナルの完成
年度予定数より今年度
数が多いのは、単年度
契約の為(24)

37,415

（36,696）

（2,592）

（719,936〔133,629〕）

（695,052〔123,573〕） （5,274〔847〕） （11〔5〕） （35,709）

　734,077〔133,125〕　

2,592

（37,120）

（722,414〔133,032〕）

（719,936〔133,629〕） （6,095〔997〕）

（6,077〔997〕） （37,120）

計

0㎡ 195,170㎡

 

鹿児島国際大学・鹿児
島国際大学短期大学部
と共用

校
　
　
地
　
　
等

校 舎 敷 地 0㎡ 78,078㎡ 0㎡ 78,078㎡

運動場用地

合　　　計 0㎡ 195,170㎡

３　施設・設備の整備状況，経費

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

(１) 区　　 分 専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

(２) 校　　　　　舎

鹿児島国際大学・鹿児
島国際大学短期大学部
と共用

11,583㎡ 50,197㎡ 288㎡ 62,068㎡

そ　の　他 0㎡ 23,654㎡ 0㎡ 23,654㎡

93,438㎡

小　　　計 0㎡ 171,516㎡ 0㎡ 171,516㎡

0㎡ 93,438㎡ 0㎡

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

計

（補助職員　-人）40室 26室

8室

情報処理学習施設 語学学習施設

室 室 室 室

事務局再編による統合
で空室になった事務室
を講義室へ変更（24）

（　　　11,583㎡） （　    50,197㎡） （　　　　288㎡） （　　　62,068㎡）

語学学習施設を講義室
へ変更（25）

室

42室

演　習　室

平成24年3月 専任教授
3名が退職したため
(24）

平成26年3月専任教授2
名が退職し、4月に1名
が移籍したため(26)

国際文化学部　国際文化学科
       29
       30
 　　　33

室

38室 26室 27室 （補助職員　2人） （補助職員　－人）

2講義室を事務室,1実
験実習室を講義室へ変
更(26)

3室

(４) 専任教員研究室

新設学部等の名称 室　　　　　　数

4室

(３) 教　　室　　等

講　義　室

41室

実験実習室

冊 種 〔うち外国書〕

（721,425〔131,592〕） （6,076〔997〕） （ 11〔3〕）

（ 11〔3〕）

　734,077〔133,125〕　 6,076〔997〕

　734,283〔133,125〕　

計

(５) 〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

6,077〔997〕

（721,425〔131,592〕）

国際文化学部
国際文化学科

　

新設学部等
の名称

図　　書 学術雑誌

図
書
・
設
備

　709,452〔126,373〕　 5,289〔856〕  11〔5〕

  11〔3〕　

機械・器具 標　　本

鹿児島国際大学・鹿児
島国際大学短期大学部
と共用

視聴覚資料

点 点 点

6,095〔997〕

　734,283〔133,125〕　 6,077〔997〕 37,415

（696,432〔124,098〕） （5,273〔847〕） （13〔4〕） （36,207）

（722,414〔133,032〕） （6,077〔997〕）

（6,076〔997〕）

（6,095〔997〕）

41

6,076〔997〕   11〔3〕　 37,414

（41）

（37,786）

（37,786）

（696,432〔124,098〕） （5,273〔847〕） （13〔4〕） （36,207）

（2,592） （41）（35,709）（695,052〔123,573〕） （5,274〔847〕） （11〔5〕）

図書の所蔵数は、鹿児
島国際大学短期大学部
の重複図書の廃棄によ
る減。(26)

図書・学術雑誌の変更
は、地域総合研究所所
蔵数を加えたことによ
る増と学術雑誌の収集
保存に値する紀要・報
告書等を新たに所蔵登
録したことによる所蔵
数の増(24)

　709,452〔126,373〕　 5,289〔856〕  11〔5〕 37,209

 

（36,696）
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（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　　　

　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成２６年５月１日現在の数値を記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，その

　　　　理由及び報告年度「（２６）」を「備考」に赤字で記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。

　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」

　　　　を併せて提出してください。

図書購入費の完成年度
の増は、図書館蔵書の
適正化と充実を図るた
めの見直しと研究関係
経費の改訂による図書
費変更による(24)

開設前年度
経費
の見
積り

区　　　　分 開設年度 完成年度 区　　分

千円 設備購入費

第６年次

1,020千円 865千円 865千円 865千円 千円 千円

学生納付金以外の維持方法の概要 学園全体の資産運用収入及び事業収入を充当する

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次

0千円 0千円 0千円

(７) 体　　育　　館

面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

図書購入費
(８) 725千円

開設年度 完成年度

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

共 同 研 究 費 等

17,492

千円

(６) 図　　書　　館
面　　　　　積 閲 覧 座 席 数 収 納 可 能 冊 数 鹿児島国際大学・鹿児

島国際大学短期大学部
と共用6,491㎡ 519席 670,000冊

鹿児島国際大学・鹿児
島国際大学短期大学部
と共用10,484㎡

野球場、テニスコート、弓道場、洋弓場、柔道場、剣道場、空手道
場、少林寺拳法練習場、ボクシング練習場、卓球練習場、多目的練習
場、射撃練習場

教員1人当り研究費等
の変更は研究関係経費
の改訂に伴う減（24）

教員１人当り研究費等 725千円
400

12,491千円 12,233千円 10,893千円


	３　施設・設備

