
水産学部　Faculty of Fisheries「海を怖れず、海を愛し、海を拓け」

水産学部ウェブサイト

水産学部

幼い頃から生き物が好きで、大学でも
生物について学びたいと考えていた
とき、魚や海洋生物について学べる水
産学部に出会いました。中でも養殖技
術やその研究に興味をもち、日々学ん
でいます。将来は水産試験場で、技術
の研究に携わり、日本の水産業、養殖
業に少しでも貢献できる人材になりた
いと思っています。

松井 一将
水産学部　水産学科　3年
岐阜県出身　可児高等学校卒業

卒業後の夢について
教えてください。

私は、海や水族館に行くことが好きで、
医薬品に対する興味もあり、食品生命
科学分野を選びました。水産物を使っ
た機能性食品の開発や創薬の研究をし
ていると知り、食品について深く学び、
人の健康＝幸せに役立てるような研究
がしたいと思いました。

濱岡 百合絵
水産学部　水産学科　3年
鹿児島県出身　甲南高等学校卒業

あなたが本学科を選んだ理由は？
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学部の構成

水産学部

○国際公務員　○グローバル企業

就職 ～国際社会への貢献

○東京海洋大学　水産専攻科

連携船舶職員養成施設

○食品製造・食品流通・水産・水圏環境を中心とす
る民間企業　○水産系公務員　○水産系諸団体
○水産・理科教員

就職 ～地域社会への貢献

○農林水産学研究科　修士課程（平成31年度設置予定）
○連合農学研究科　博士課程

大学院進学 ～研究と創造

国際食料資源学
特別コース

入学時の領域と同名の分野ある
いは水産経済学分野及び水圏環
境保全学分野へ

水産学科
　水圏科学領域
　水産資源科学領域
　食品生命科学領域

水産教員
養成プログラム

水産ジェネラリスト
養成プログラム

海技士
養成プログラム

グローバル人材
育成プログラム

水産学系サブコース

水圏科学分野
（海洋環境科学・水圏生物科学）
水産資源科学分野
（資源生産管理学・増養殖学）
食品生命科学分野
（水産食品学・先進資源利用科学）
水産経済学分野
（水産政策学・水産流通学）
水圏環境保全学分野

※詳細は、46ページ参照
入学定員：10

入学定員：130

MAP●P70 水産学部…C-1～3・C-6～7・C-11・C-14～15・C-17
▲漁村における民泊実習

鹿児島から東南アジア・南太平洋を含む水圏をフィールドとして、水産資源の持
続的生産とその合理的利用及び水圏環境の保全・管理の分野の専門知識を修得し
豊かな世界観と倫理観を備え、グローバル化する産業社会に参画し、地域社会と
国際社会に貢献できる進取の精神を持った人材を育成することを目指します。

アドミッション・ポリシー

水産学部は、下荒田キャンパスにあり、水
産学部棟に加えて附属施設と附属練習
船を保有しています。
同じキャンパス内に鹿児島大学国際交流
会館や外国人研究者宿泊施設（平成15
年竣工）があり、留学生や外国人研究者
に利用されています。

▲水産学部棟

和漢書46,526冊、洋
書13,810冊の蔵書
があり、水産学部教職
員、学生、院生に利用
されています。
特に国内外の海洋・水
産関連雑誌の九州に
おけるセンターの役
割を担っています。

附属図書館 水産学部分館

平成12年に発足した
新しい組織で、海洋生
態系の多様性、漁場
の環境保全、海洋環
境の開発管理に関す
る３つの部門が連携し
て教育・研究を行って
います。

附属海洋資源環境教育研究センター

水産学部附属施設

かごしま丸（935ｔ）は
平成24年度に就航し、
南太平洋などにおける
長期の実習航海などに
使用されます。最先端
の運航システムや調
査・研究機器を装備し
た、全国でも最新鋭の
実習船です。

附属練習船 かごしま丸

南星丸（175トン）は
平成14年11月に竣
工されました。シップ
オブザイヤー準優勝
に輝いた美しい船で、
鹿児島沿岸海域にお
ける短期の実習、調査
に利用されています。

附属練習船 南星丸

水産学部附属練習船

次世代の水産人を育成するために、自然科学、社会科学、情報処理、外国語（英語）を中心とした
「基礎教育」と、水圏科学、水産資源科学、食品生命科学、水産経済学、水圏環境保全学などの「専
門教育」を体系化した4年一貫教育を実施しています。また、自ら学ぶ力や生涯学習能力、グロ
ーバル化社会への対応能力等を含む学士力の開発にも重点をおいた教育を目指しています。
さらに、就職や資格取得に向けた4つのプログラムを設置し、学生の進路選択に応じてさらに
細分化された教育の機会を提供しています。

▲干潟調査

▲海洋生態系の潜水調査

▲錦江湾での乗船実習

幅広い専門知識と専門技術を体系化した
４年一貫教育を実施し、次世代の水産人を育成。

学部教育の概要

施設・環境
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21世紀の水産人の養成
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21世紀の国際的な食料問題に取り組む人材の養成

農学部・水産学部

国際食料資源学特別コース

主な
学びの分野

実用英語、食料資源学、国際水産学
国際農学、国際協力、食料生産と環境
陸域資源、水産資源、海外研修

地球的視野で水産食料の安定供給を支える為に水産資源の持続的生産やその利用
及び流通、そして海洋環境を考える水産人を養成するために、幅広い共通教育・基礎
教育と充実した専門教育の体系化を図っています。また入試を3領域に分けて行う
ことで専門的に学ぶ分野をある程度特定して入学することができます。

卒業後の進路

◎水産卸売 ◎水産冷蔵
◎水産市場 ◎商社 ◎量販店

◎農林水産省 ◎厚生労働省
◎県庁・市役所 ◎水産試験場
◎水産系高校教員 ◎学校教員

卸売・小売業

公務員

◎水産・水産加工関連
◎食品関連 ◎医薬品関連

◎漁連関係 ◎海洋調査会社
◎環境コンサルタント ◎水族館

◎鹿児島大学 ◎東京海洋大学

製造業

サービス業

大学院進学

私は今、日本を代表する総合水産商社の最前線で働いてい
ます。世界中から冷凍マグロを輸入し、全国市場に流通さ
せるのが私の業務です。世界で一番美味しいマグロを日本
の多くの皆さまに食べていただき、幸せな食卓を創造する
のが私の夢なので、その夢を実現できるように日々学んで
います。楽しくやりがいのある今の職場にとても満足して
います。
鹿児島大学水産学部の講義で水産業界や水産ビジネスのこ
とをしっかり学べたこと、そして卒業研究では養殖場や卸
売市場、水産加工工場など様々な産業現場を自分の目で見

て歩いたことが、自分のキャリアに対する確固たるビジョ
ンの形成や今の業務内容の理解に直接役立っています。食
品業界で仕事をする上で、鹿児島大学水産学部で学べたこ
とは大きなメリットです。
鹿児島大学水産学部は明るく、楽しく、面白い場所です。
実習やサークル活動を通じて愉快な友達がたくさんできる
でしょう。食品業界で活躍したいなら魚を食料として扱う
水産学を学ぶことは大きな武器となります。世界で通用す
る水産食料のプロになるなら、これ以上の学部はありませ
ん。是非、我々と一緒に日本の食を創造していきましょう。

東洋冷蔵㈱営業第一部
営業課冷凍マグロ担当

藤澤 海
平成26年度卒業
長崎県立
長崎西高等学校出身

食品業界のグローバルエリートを目指すなら、鹿児島大学水産学部が近道かつ王道！

水産学科の学生は1年（2期）終了時に5つの教育分野に分かれて専門
教育を受けます。自分の志望によって選択した専門領域での専門知識
を深め、社会に出る準備を進めます。水圏科学分野

海洋環境や水圏生物に興味を持ち、それらについての基礎科学を学び、
科学教育や自然環境保全に関わる機関で働きたい人を育てます。

水産資源科学分野
資源の管理や漁獲、養殖に興味を持ち、それらについての技術を学び、
漁業・養殖業や水産業に係る公的機関で働きたい人を育てます。

水圏環境保全学分野
水圏環境保全に興味を持ち、赤潮や水質汚染、環境修復について学
び、環境関連産業や環境系公的機関で働きたい人を育てます。

水産経済学分野
水産政策や地域経済、フードビジネスや食品産業に興味を持ち、それらを
実践的に学び、食品産業や水産系の公的機関で働きたい人を育てます。

5分野による専門教育

３年生後期から卒業研究指導教員の研究室に配属され、各自が選んだ
テーマについての卒業研究に取り組みます。卒業研究は研究遂行上必
要な専門知識やスキルを獲得するだけではなく、社会人として必要なコ
ミュニケーション能力や問題発見・解決能力を高めるために最も有効な
教育ツールとして重視されています。

卓越した専門的職業能力を開発する教育のため、水産教員養成、水産
ジェネラリスト養成、海技士養成、グローバル人材育成の4プログラムを
設置します。希望する学生は、１年時終了時にこれらのプログラムに登録
し、所定の単位を取得した者には修了証が授与されます。各プログラム
はどの学生でも登録でき、就職ニーズに細かく対応することができます。

卒業研究の重視

共通教育および基礎教育1年次

1年次後期

◎教養教育科目　◎外国語　◎情報活用　◎基礎物理学入門
◎基礎化学入門A　◎水産学概論　etc.

水産教員養成プログラム
水産系高等学校教員の養成を目的とします。高等学校教諭一種免許状（水産）と併
せて同（理科）、中学校教諭一種免許状（理科）を取得することにより、水産系に加
え理科にも強い教員を養成します。

海技士養成プログラム
東京海洋大学水産専攻科又は本学大学院水産学研究科に進学し、三級海技士（航
海）及び関連資格を取得するために必要な、学士課程段階での教育を行います。

水産ジェネラリスト養成プログラム
水産系公務員などの試験時および就職後に必要とされる知識の習得を目的とし、公
務員試験などに必要な科目を体系化することで公務員試験対策などを支援します。

グローバル人材育成プログラム
グローバル社会で活躍できる人材の育成を目的とし、実用英語科目群や海外研修など
を組み合わせ、国際感覚と国際コミュニケーション能力を涵養する教育を行います。

◎水産業改良普及員（受験資格） ◎技術士補（共通科目試験免除）
◎小型船舶操縦免許　◎三級海技士（航海）［連携船舶職員養成施設］
◎高等学校教諭一種免許状（理科）　◎高等学校教諭一種免許状（水産）
◎中学校教諭一種免許状（理科）　◎学芸員（任用資格）
◎食品衛生管理者（任用資格）　◎食品衛生監視員（任用資格）

取得可能な資格

2期終了時に入学時の領域と同名の分野あるい
は水産経済学分野及び水圏環境保全学分野へ

水産食品や健康機能性物質に興味を持ち、それらについての技術を学
び、食品・化学薬品製造業やその関連分野で働きたい人を育てます。

食品生命科学分野

学科の概要

水産学科の特色

プログラム制の導入

卒業後の進路
◎国際公務員　◎国際協力事業関連組織　◎青年海外協力隊　◎食料系公務員国際公務サービス

◎食料品貿易企業　◎総合商社　◎グローバル食品企業　◎外資系食品企業　◎コンサルタント企業グローバルビジネス

○学生を入学時から国際的な環境に置き、グ
ローバル化を経験的に身につける教育を行い
ます。教育現場では留学生と日常的に交流し、
互いにサポートし合います。英語での講義も
数多く受講します。国内にいながらグローバ
ルな環境での教育を受けることができます。

○英語でのコミュニケーション能力を高めるた
めの講義を数多く設けています。また海外研
修科目を設けており、連携する海外の大学で
現地学生に混じって講義を受ける機会もあり
ます。自分の英語能力を試すチャンスです。

○実際に海外の現場で実地研修や研究などを
行い、専門的知見を向上させ、国際的な感覚
を養います。

○国際機関やグローバル企業におけるインター
ンシップなどを通じて、産業社会との連携を
図っていくと同時に、現実のグローバルビジネ
スへの就職を支援していきます。

タイでの水牛による水田作業西アフリカのヤムイモ市場タイの鮮魚販売店フィリピンの養殖研究施設

平成27年度より、農学部と水産学部は国際食料資源学特別コースを共同で設置し、特別コースコアカリキュラムや留学生との協働、海外研修など
を通じて、国際的な食料問題の解決に本気で取り組む人材育成を開始しました。

目　　　的 特別コースでは東南アジア･南太平洋等を中心とした国際社会を対象として、食料
資源の持続的生産とその合理的利用の分野の専門知識を修得させます。さらに豊
かな世界観と倫理観を醸成することで、グローバル化する産業社会に積極的に参画
し、国際社会に貢献できる人材を育成します。

教育の内容 ⒈国際的な食料資源問題に関する専門的な知識と豊かな教養を体系的に修得します。
⒉国際的な食料問題に関わる人材に必要な、高い英語能力や異文化理解力を身につ

けます。
⒊国際的な食料問題に関わる人材に必要な、高い社会貢献意識と豊かな思考力を育

てます。
⒋農学系学生と水産学系学生が一緒に学び、総合的、複眼的な視野を身につけます。

食料・資源問題について国際的に活躍できるグローバル人材

国際食料資源学特別コ－ス  【入学定員２２人】
（農学系サブコース：12人＋水産学系サブコース：10人）

国際社会における地域間の連携・協力を通じた、食料資源の持続生
産と問題解決のための高度な専門知識を修得する。

■ 国際農林水産学
■ 国際食料生産学
■ 持続的農林水産資源学

■ 海外研修
■ インターンシップ
■ 海外共同研究参画
■ 外国語訓練

ミャンマー少数民族との交流

特別コースの特色特別コースの概要

卒業生の声


