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　鹿児島県は、南北約600kmに及ぶ広大な地域に広がっており、豊かな自然、食、歴史や伝統、
お祭りなど素晴らしい地域資源が豊富にあります。また、本県の特色の一つである離島には、
それぞれに地域コミュニティや独自の自然、文化、伝統が存在するなど、その多様性が大きな
魅力となっています。
　現在、我が国は、本格的な人口減少や少子高齢化の進行、経済のグローバル化や技術革新の
急速な進展など、大きな変革期の中にあります。
　私としては、こうした時代の潮流にも的確に対応しながら、県民の皆様と一緒に鹿児島の今
と未来をつくることを基本として、誠実に、着実に県政の推進に全力を挙げて取り組んでまい
りたいと考えております。
　中でも、本県の基幹産業である農林水産業及び観光関連産業、高い技術力を有する製造業に
おいて、地域資源を生かして経済的な価値を高めることで、世界も視野に入れて、地域の外か
ら資金を稼ぎ、稼いだ資金を域内で循環させ、地域経済を強くし、地域に仕事をつくり、地域
への人の流れをつくる、また、域外への資金の流出を防ぐことにより、地域経済の好循環を高
めることで、鹿児島の「稼ぐ力」の向上を図り、本県の持続的発展
につなげることが重要であると考えております。
　そのためには、地域を支える人材、新たな未来を切り拓いていく
人材の確保・育成が必要です。
　皆さんには、この「地域人材育成プラットフォーム」のプログラ
ムを通じて、最先端の技術や知見、世界の情勢等を学んでいただく
とともに、鹿児島の良さや魅力、課題を知っていただき、さらには、
理解を深めながら、鹿児島の魅力を磨き上げることや、課題解決に
必要なことなどを学び、将来、ここ鹿児島で未来を切り拓く人材と
して活躍されることを期待しております。
　ぜひ一緒に「もっと豊かで元気な鹿児島」をつくっていきましょう。

豊かで元気な鹿児島をつくっていきましょう。

鹿児島県知事

塩田　康一

　鹿児島大学は、南九州にしっかりと根を張り、鹿児島の地域性を
生かした教育・研究に取り組むことで世界に先駆けた成果を導き出
し、鹿児島から世界に発信するという「グローカル」 な教育研究拠
点となることを目指しています。
　地域活性化の中核的拠点（地域の知の拠点）としての機能を強化
する方策として、地域に根差した人材育成、教育改革に取り組んで
います。2017年度には地域人材育成を全学的かつ学部横断的に行う
ため、学生のみなさんに対し教育プログラム「地域人材育成プラッ

トフォーム」を用意しています。
そのカリキュラムの起点となる
科目「大学と地域」は新入生全員に学んでいただきます。
総合大学である鹿児島大学が有する多彩な専門分野の
知を結集して全学的な協力体制を整備し、地域活性化
の重要な戦力となる人材の育成を目指しています。
　さて、鹿児島大学は、開学以来70有余年、これまで
卒業生約11万人、歴代の教職員数万人によって鹿児島
大学の歴史は築かれ、卒業生は、鹿児島、日本全国、
世界において活躍されています。これからも鹿児島県
をはじめ地域社会と連携し、鹿児島大学の「地域の発
展とともに歩むグローバル（グローカル）化」を実現
したいと考えています。

「グローバルな視点を有する地域人材育成」
～地域に根差し国際的にも活躍できる人材育成プログラム～

地域活性化  の 拠 点 へ

地域人材育成プラットフォーム 地域人材育成プラットフォーム

C　鹿児島県ぐりぶー♯656

鹿児島大学学長

佐野　輝
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【基礎】
計８単位

【実践】
計８単位

プログラム
全体
計16単位

３年次

２年次

１年次▲共通教育科目
（全学必修科目）

▲
各学部の専門教育科目

または
高度共通教育科目

▲
高度共通教育科目

（実地体験および
その事前演習）

▲ 高度共通教育科目
（【実践】および
プログラム全体を総括）

▲ 高度共通
教育科目
（【基礎】
を総括）▲

共通教育
科目

▲

▲

▲

▲

▲

▲

○内の数字は単位数を表しています。各プログラム専用の科目、共通教育科目、学部が提供する専門科目から構成されています。
webサイトも参照してください。
なお全てではありませんが、地域人材育成プラットフォームで修得した単位は、各学部の卒業要件単位に参入されます。

https://www.kagoshima-u.ac.jp/platform/

　鹿児島大学には、全学的な教育を実施する総合教育機構と９つの学部があり、非常に多様な「知」
を備えています。自分自身の関心や希望に応じて他学部等の授業も積極的に受講することで、身に付
けた専門的知識をより高いレベルで活かすことができるでしょう。そのための仕組みが「地域人材育
成プラットフォーム」です。

　この「地域人材育成プラットフォーム」には３つのプログラムがあります。

　それぞれのプログラムは、【基礎】（計８単位）と【実践】（計８単位）に分けられます。
　【基礎】は、全学必修科目「大学と地域」（２単位）を土台とし、プログラム・スタートアップ科目（２
単位）、地域志向科目（２単位分選択）、「プログラム・コア科目」（２単位）から成ります。
　【実践】は、【基礎】よりも実践に重きを置き、プログラム・スキル科目（４単位分を選択）、実地体験
事前演習（１単位）、実地体験（２単位）、プログラム修了演習（１単位）で構成されます。

　【基礎】を修了すれば各プログラム【基礎】の「修了証明書」が、【実践】まで修了すれば各プログラム
の完全な「修了証明書」が交付されます。また、いずれの場合も、皆さんがどのような学習を経験し、ど
のような能力を身に付けたかを詳細に示す「学修履歴書」も発行されます。
　【基礎】は２年生で、【実践】は３年生で修了できます。これらの書類は、皆さんの進路選択や就職活動
において、自分の能力を示すものとして活用してください。

   『大学と地域』（２単位）
　１年次前期の全学必修科目です。鹿児島の
「今」を生きた教材としつつ、大学で学ぶための
論理的な思考力や課題発見能力を身に付けます。

   「プログラム・スタートアップ科目」（２単位）
　各プログラムでの学び方を考え、基礎的な力
を涵養する共通教育科目です。これから自分が
どのような学びを経験するのか、どのような能
力を体得するのか、他の皆さんと議論しながら
整理しましょう。

   「地域志向科目」
　（科目リストから２単位分を選択）
　共通教育科目のうち特に地域との関連が強い
科目です。鹿児島や南九州地域の自然や社会、
環境や文化についての理解を深めることができ
ます。

   「実地体験事前演習」（１単位）
　「実地体験事前演習」は高度共通教育科目として開講されるもの
で、インターンシップや実地体験の成果を高めるための予行演習
の場です。実際に何かの問題がある状況を設定し、その解決に取
り組むことを通じて能力向上を図ります。

   「実地体験」（２単位）
　「実地体験」は高度共通教育科目として開講されるもので、これ
までに学んできたことを実際に活かす場です。職業体験をしたり、
海外に行き文化的背景の異なる人々と交流したりすることを通じ
て思考力やコミュニケーション力を高めていきましょう。

   「プログラム修了演習」（１単位）
　「プログラム修了演習」は高度共通教育科目として開講されるも
のでプログラムの総まとめをするための科目です。これまで学ん
できたことを振り返り、自分の強みや関心に対する自己理解を深
め、これからの学生生活や就職活動に対する意識を高めると同時
に、具体的な行動目標を設定します。

   「プログラム・コア科目」（２単位）
　各プログラムの中核となる高度共通教育科目で
あり、【基礎】の締めくくりともなります。座学
を中心としますが、実際に地域に出て活動するこ
ともあります。

   「プログラム・スキル科目」
  （科目リストから４単位分を選択）
　各プログラムが育成する技能に大きく関わる科目であり、各
学部の専門教育科目または高度共通教育科目で構成されます。
自分の興味や希望に応じて学部を横断して学びましょう。

「地域人材育成プラット  フォーム」の全体像

かごしまキャリア教育プログラム

かごしまグローバル教育プログラム

かごしま地域リサーチ・プログラム

地域人材育成プラットフォーム

注：高度共通教育科目については、13ページで詳しく説明します。

実地体験事前演習 ①

実地体験  ②プログラム・スキル科目 ④
（学部専門教育科目等）

大学と地域 ②

プログラム・スタートアップ科目 ②地域志向科目 ②

プログラム・コア科目 ②

プログラム修了演習 ①

【基礎】 【実践】

43

　「地域人材育成プラットフォーム」では、全ての教育プログラムに共通の目標として
次に掲げる３つの能力を育成します。
① 地域を愛し、地域に貢献するために必要な教養、知識、ジェネリック・スキル
② 主体的に地域に関与する行動力、協働能力および地域課題を解決する実践力
③ 自らの能力を省察し、また常にリニューアルするために必要となることを発見、　 
　 実践する能力

　「地域人材育成プラットフォーム」は、地域人材育成を目的とした学部横断型の教育
を展開する土台となるもので、以下の３つの教育プログラムから成ります。また、それ
ぞれに【基礎】と【実践】が用意されています。その詳細は、次ページ以降で紹介します。

　● かごしまキャリア教育プログラム
　● かごしま地域リサーチ・プログラム
　● かごしまグローバル教育プログラム



３年次

２年次

１年次

地域人材育成プラットフォーム 地域人材育成プラットフォーム

　想定される進路は、まず鹿児島県を

はじめとしたローカル社会での就業で

す。自らが活躍してみたいという職場

であれば、県庁や市町村などの自治体

とともに民間企業の全てが就職先とな

ります。就職先は多岐にわたり、文系

理系を越境したり大都市圏とローカル

とを行き来するような活躍を見せる先

輩もいます。

想定される進路

　育成する人材像は、自立しつつ
も他者感覚をもって協働する人物
であり、ローカルについての専門
家の卵です。組織的感覚をもって
現場のパフォーマンスを高め、
ローカルの課題や魅力を理解し地
域の発展に寄与することのできる
中核的人材とも言いかえられま
す。「かごしまキャリア教育プロ
グラム」では、働きがいのある人
間らしい仕事を選択し、地域社会
のための生産的な仕事をになえる
能力を磨いていきます。

育成する人材像

　鹿児島は、食や歴史、温泉などの豊かな資源と暖かい気候
に恵まれた土地です。アジアをはじめとする諸外国との距離
も近く、交流人口を増加させるための高いポテンシャルを有
しています。地域との連携を図る「地域人材育成プラット
フォーム」の取り組みは、皆さんが暮らす鹿児島を肌で感じ
るまたとない機会です。「鹿児島を知る」という事は、鹿児島
大学に通う皆さんだからこそ出来る新しいチャレンジでもあ
ります。今後の鹿児島をより良くしていくためには若い世代
の力が欠かせません。ぜひ参加していただきたいです。

岩崎産業株式会社
代表取締役副社長
岩崎　貴光

地域からの期待の声

法文学部４年
松井　嘉孝（福岡県立戸畑高等学校 出身）

受講生の声

かごしまキャリア  教育プログラム

「かごしまキャリア教育プログラム」  カリキュラム図　【基礎→実践】

▲共通教育科目
（全学必修科目）

▲
高度共通教育科目
（【基礎】を総括）

▲共通教育科目

大学と地域 ②

キャリアデザイン ②地域志向科目 ②

社会人基礎力演習 ②

▲
各学部の専門教育科目

または
高度共通教育科目

▲
高度共通教育科目
（実地体験および
その事前演習）

▲ 高度共通教育科目
（【実践】および

プログラム全体を総括）

地域キャリア・インターンシップ 事前演習 ①

地域キャリア・インターンシップ ②就業力科目 ④
（学部専門教育科目等）

地域キャリア修了演習 ①

　「かごしまキャリア教育プログラム」は、自治体や地元企業との連携に基づいたカリキュラム
を通じて、ローカルの現状や可能性について理解し、地域的課題の解決に取り組むことのでき
る能力の育成を目指します。同時にプログラム全体を通じて自己理解を深め，社会人基礎力の
育成をはかります。

この教育プログラムで育成する能力は以下の通りです。

 ①  地域で活躍し地域のために貢献する意欲と能力
 ②  地域が有する潜在的な可能性や魅力について多角的に分析・評価し、その社会的価値を理解する能力
 ③  企画立案・課題解決力を有し、組織の活性化及び地域の活性化に貢献する能力

　【基礎】では、全学必修科目である「大学と地域」（１年次前期）での学びを踏まえ、まずプログ
ラム・スタートアップ科目である「キャリアデザイン」（１年次）で自らのキャリア観を鍛えます。
その上で、地域志向科目で地域について学び、さらにプログラム・ コア科目である「社会人基礎力
演習」（２年次）において、課題解決の方法や社会人基礎力を身につけます。

【基礎】

　【実践】では、【基礎】で身に付けた知識や能力を、現実の就業の場において実践する段階に入り
ます。その中心は「地域キャリア・インターンシップ事前演習」（３年次前期）と、地元の自治体や
企業等で行う「地域キャリア・インターンシップ」（３年次前期）であり、就業を体験しつつ同時に
課題解決に取り組みます。さらに、プログラム・スキル科目である就業力科目（主として２～３年次）
で、キャリア形成に必要な様々な能力を涵養します。そして、「地域キャリア修了演習」（３年次後期）
でこれまでの学びを総括し、プログラム全体を修了します。

【実践】 　入学後、大学生の間に面白いことを経験したいと思っていたなか、パンフ
レットで本プログラムを知りました。私は卒業後に自分が働いている姿が想
像できなかったので、「かごしまキャリア教育プログラム」を通じて社会人と
して働くイメージが少しでも湧けばいいなと思い参加しました。
　このプログラムを通じてたくさんの有意義な経験をすることができました。
たとえば、他学部生とともに学んだり自己の専攻分野を超えた知見を得たり、
座学ではなく実践的な活動を通じることで自分の能力を伸ばすことなどを経
験しました。インターンシップでは本プログラムを通じて学んだスキルや能
力を試す場となったとともに、自分に足りないことに気づくきっかけとなり
ました。
　自分の将来を考えるきっかけになるとてもよいプログラムだと思うので、
ぜひ挑戦してください。
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　このプログラムの学習を通じて、地
域の資源について知ることができるだ
けでなく、知るための方法論を身に付
けることができます。そうした力は自
治体職員や研究員等として役立つもの
でしょう。また、このプログラムで芽
生えた課題意識や探究心を活かして、
大学院に進学し、さらに学びを深める
こともできます。

３年次

２年次

１年次

地域人材育成プラットフォーム 地域人材育成プラットフォーム

　私が仕事としている鹿児島県の伝統工芸品、本場大島紬は素晴らしい
染織の技術ですが、年々衰退しています。
　鹿児島の文化や伝統をどうしたら未来に繋げていけるのでしょうか？
　自分の周りの情報をどれだけ知っているかで自分も変われるし、環境
も変えられるのだと思います。
　縁あって鹿児島にいるのですから、鹿児島の事を知ることは得でしか
ないと思います。
　このプログラムを通して情報の収集能力や分析力、発信力など素晴ら
しいスキルを身につけてください。

鹿児島県本場大島紬協同組合連合会
会長　大瀬　輝也

かごしま地域リサ ーチ・プログラム

　地域の歴史や自然環境等、自分
が生活する場の特性について深く
理解し、その活かし方を考えるこ
とができる人材を育成します。ま
た、伝統工芸品をめぐる後継者問
題やPR方法等、地域が抱える諸
課題に対して根拠を明らかにした
うえで解決策を提案できる力を育
てます。

　「かごしま地域リサーチ・プログラム」は、地域の歴史や伝統文化、自然環境等の特性と課題につ
いて多様な視点から理解を深め、自身が暮らす地域の発展に寄与する能力の育成を図ります。地域
課題を探究（リサーチ）するには、気になったことを思いついた順に調べればよいわけではなく、
きちんとした方法論に基づいて行うことが重要です。適切な方法論に則って、自身の興味・関心を
探究していきましょう。

この教育プログラムで育成する能力は以下の通りです。

①  地域資源を学際的・多角的に探究する態度と能力
②  地域について現実に則した分析をする能力
③  専門性や関心の異なる他者と協働して、具体的な地域の課題を発見し解決する能力

受講生の声

育成する人材像

「かごしま地域リサーチプログラム」  カリキュラム図　【基礎→実践】

▲共通教育科目
（全学必修科目）

▲
高度共通教育科目
（【基礎】を総括）

▲共通教育科目

大学と地域 ②

地域リサーチ・スタートアップ ②地域志向科目 ②

地域リサーチ・トライアル ②

▲
各学部の専門教育科目

または
高度共通教育科目

▲
高度共通教育科目
（実地体験および
その事前演習）

▲ 高度共通教育科目
（【実践】および

プログラム全体を総括）

地域リサーチ実習事前演習 ①

地域リサーチ実習 ②探究力科目 ④
（学部専門教育科目等）

地域リサーチ修了演習 ①

　【基礎】では、全学必修科目である「大学と地域」（１年次前期）での学びを踏まえ、まずスター
トアップ科目である「地域リサーチ・スタートアップ」（１年次後期）で地域の実情とリサーチの基
礎を学びます。その上で、地域志向科目（主として１年次）で地域について学び、さらにプログラム・
コア科目である「地域リサーチ・トライアル」（２年次前期）において実際に地域でのリサーチにチャ
レンジします。

【基礎】

　【実践】では、【基礎】で身に付けた知識や能力を基盤としつつ、実践を重視した学びを展開しま
す。その中心は「地域リサーチ実習事前演習」（２年次後期）と、鹿児島の離島などで行う「地域リ
サーチ実習」（３年次前期）であり、自ら課題を設定してリサーチ活動を行います。さらに、プログ
ラム・スキル科目である探究力科目（主として２～３年次）で、リサーチを行うために必要な専門
的な能力を涵養します。そして、「地域リサーチ修了演習」（３年次後期）でこれまでの学びを総括し、
プログラム全体を修了します。

【実践】 　私は鹿児島県出身で、以前から鹿児島の特産品や伝統文化に興味があったの
で、「地域人材育成プラットフォーム」に参加することを決めました。「地域リ
サーチ・プログラム」は、地域課題について多角的な視点から理解し、探究す
ることを目標としています。学部での研究活動や課題解決能力の向上に通じる
のではないかと考え、このプログラムを選択しました。
　授業では、鹿児島の伝統文化の現状や自然環境の特性、防災について学び、
鹿児島の魅力を再認識すると同時に新たな課題に気づくことができました。ま
た、奄美大島でのフィールドワークでは大島紬の泥染め体験などを行い、伝統
文化の保護と継承・発展について考える機会を得ることができました。
　このプログラムには様々な学部の学生が集まっています。活動を進める中で、
所属学部ならではの視点や知識を活かしながら課題研究・解決に向けて仲間と
協力する、有意義な時間を過ごすことができました。これからも地域について
の学びを深め、「地域リサーチ・プログラム」を修了したいと思います。

工学部３年
豊嶋　美結（鹿児島県立加治木高等学校 出身）
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地域からの期待の声

想定される進路



３年次

２年次

１年次

かごしまグローバル  教育プログラム 

「かごしまグローバル教育プログラム」  カリキュラム図　【基礎→実践】

▲共通教育科目
（全学必修科目）

▲
高度共通教育科目
（【基礎】を総括）

▲共通教育科目

▲
各学部の専門教育科目

または
高度共通教育科目

▲
高度共通教育科目
（実地体験および
その事前演習）

▲ 高度共通教育科目
（【実践】および

プログラム全体を総括）

　【基礎】では、全学必修科目「大学と地域」（１年前期）の学びを踏まえ、スタートアップ科目
「Intercultural Communication for Global Citizens」（１年次後期）で、異文化と多様性を尊重し相対
的に捉える力を養います。併せて地域志向科目（主として１年次）で多面的に地域を学び、プログラ
ム・コア科目「Confronting Kagoshima Regional Issues」（２年次前期）で他者と協働しグローバル
な視点で地域課題を考察します。スタートアップ、プログラム・コア科目は外国人留学生と学びます。

【基礎】

　【実践】では、【基礎】で身に付けた知識や能力を基盤としつつ、実践を重視した学びを展開します。
その中心は「Preparatory Seminar for Overseas Study」（２年次後期）と、実際に海外に出ていく
「Study Abroad at Allied Universities」「グローバル実地研修」（３年次前期）であり、グローバルな視点
で地域課題を捉えます。さらに、プログラム・スキル科目である多面的思考力科目（主として２～３年次）
で、グローバルな学びに必要な知識や語学力を涵養します。そして、「Completion Seminar for Overseas 
Study」（３年次後期）でこれまでの学びを総括し、プログラム全体を修了します。

【実践】

大学と地域 ②

“Intercultural Communication
for Global Citizens” ②地域志向科目 ②

Confronting  Kagoshima Regional  Issues ②

Preparatory Seminar for
Overseas Study ①

Study Abroad at Allied Universities ②
orグローバル実地研修 ②多面的思考力科目 ④

（学部専門教育科目等）

Completion Seminar for Overseas Study ①

地域人材育成プラットフォーム 地域人材育成プラットフォーム

　2018年度から、「地域人材育成プラットフォーム」における３番目のプログラムとして新たに「かご
しまグローバル教育プログラム」が始まりました。「かごしまグローバル教育プログラム」は、地域の
課題をグローバルな視点で捉え、グローバルな人的ネットワークで他者と協働して課題解決に向けて行
動できる能力の育成を目指します。授業は全学必修科目「大学と地域」以外は原則としてすべて英語で
行われ、３年次に設定された海外実地体験では、事前演習から学生各自の問題意識に応じた学びを深め、

問題解決の糸口を探るProblem Based Learning (PBL)を行います。

この教育プログラムで育成する能力は以下の通りです。

① 地域文化の価値を深く認識しつつ、異文化と多様性を尊重して相対的に捉える能力
② グローバルな環境下で、地域課題を理解し建設的にコミュニケーションする能力
③ グローバルな人的ネットワークで他者と協働し、地域課題解決に向けて行動する能力
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　プログラムの学修を通して培ったグロー
バルな視点とグローバルに通用するコミュ
ニケーション能力が強みとなり、活躍の場
は、それらを求める民間企業、地方公共団
体、NPO、NGO公益法人等あらゆる業種
に拓け、就職や進学に有利に働くでしょ
う。地域資源の価値を発掘し県内産品を海
外展開する等、現状では海外に十分に繋
がっていない分野や企業の中でパイオニア
となること、世界のイノベーションを地域
に取り入れたり、地域の多文化共生に貢献
する進路も期待されます。

想定される進路

　入学前、語学力を培ったり自分の将来像を描いたりする中で、国
際社会へ漠然とした思いを抱いた方は多いことでしょう。このプロ
グラムでは、多様性を認め合い対話を重ねる協働学習を通してその
思いを磨き、それぞれの自己実現に近づくことができると期待して
います。また、多文化共生の視点を持って各専門分野から地域を考
える大変価値ある学びを体現することで、これからの地域において
表舞台でも身近な場面でも活躍されることを願っています。

鹿児島県立種子島高等学校
教諭　窪田　径子

地域からの期待の声

　「地域課題をグローバルな視点で捉え、
協働できる人材」
　グローバルな視野で自分、鹿児島や南九
州、日本を理解して相対的に捉えることが
できる人、地域課題を見つけてグローバル
な視点から考察できる人、グローバルな人
的ネットワークで他者と協働し、地域課題
解決にむけて行動できる人を育てます。

育成する人材像

　大学に入学したら海外の人と交流したいと考えていた私は、「授業
の中で海外の学生と交流することができる」という内容に惹かれグ
ローバル教育プログラムを受講しました。プログラム・スタートアッ
プ科目とプログラム・コア科目では、オンライン上で西オーストラ
リア大学生とお互いの国が抱える問題や、世界共通の課題などにつ
いて意見を交換しました。
　このプログラムを受講して得た一番の学びは、日本の魅力を再発
見できたことです。日本よりも海外の方が良いと感じていた私でし
たが、海外の学生と交流する中で、リアルな海外の姿や海外から見
た日本の姿を知り、日本の良さを改めて認識することができました。
今後は、このプログラムから得た経験を専攻科目での学びにも活か
し、より深めていきたいと思います。

教育学部４年
馬見塚　優也（鹿児島県立川内高等学校 出身）

受講生の声



「地域志向科目」は共通教育科目として指定されています。リストから選択して履修してください。
「プログラム・スキル科目」は専門教育科目または高度共通教育科目として指定されています。リストから選
択して履修してください。
時間割の都合などで受講しているプログラムのプログラム・スキル科目が受講できない場合は12ページの相談
窓口まで連絡してください。
「かごしまグローバル教育プログラム」は、『大学と地域』を除き、英語で行われる科目を履修することとして
います。やむを得ず日本語で行われる科目を選択する場合はかごしまグローバル教育プログラムの担当教員に
相談してください。

 『大学と地域』（共通教育科目〔全学必修科目〕）＜２単位＞
⇒１年次前期に履修
 「プログラム・スタートアップ科目」（共通教育科目）＜２単位＞
⇒『大学と地域』の履修を前提として１年次に履修

「地域志向科目」（共通教育科目）＜２単位＞
⇒１～２年次に履修

 「プログラム・コア科目」（高度共通教育科目）＜２単位＞
⇒「プログラム・スタートアップ科目」を履修した上で２年次に履修

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

【基  礎】

「プログラム・スキル科目」（専門教育科目または高度共通教育科目）＜計４単位＞
⇒４単位（そのうち少なくとも２単位は所属学部以外の学部の専門科目）を１～３年次に履修
 「実地体験事前演習」（高度共通教育科目）＜１単位＞
⇒２年次後期または３年次前期に履修

「実地体験」（高度共通教育科目）＜２単位＞
⇒「実地体験事前演習」を履修した上で３年次に履修

「プログラム修了演習」（高度共通教育科目）＜２単位＞
⇒「プログラム修了演習」以外の当該プログラム修了に必要な全ての科目を履修した上で３年次
　後期に履修（ただし「プログラム・スキル科目」は「プログラム修了演習」と同学期に履修可）

【実  践】

地域人材育成プラットフォーム

知識・能力 地域マインド

プログラム修了演習   １単位

実地体験   ２単位

実地体験事前演習  １単位

プログラム・コア科目   ２単位

プログラム・スタートアップ科目   ２単位

大学と地域 ２単位

プログラム・スキル
科目   ４単位

就業力科目
探究力科目

多面的思考力科目
から４単位選択

地域志向
科目   ２単位

地域志向科目
から２単位選択

３年次

２年次

１年次

地域人材育成プラットフォーム 地域人材育成プラットフォーム

　地域人材育成プラットフォームの各教育プログラムでは、受講生の皆さんが体系的に学べるようにする
ため、段階的に履修するように科目を設定しています。科目によっては、受講前に別の科目を履修してい
なければ受けられない場合があるので、注意してください。自分が所属する学部の時間割を充分確認した
上で、履修計画を立ててください。

　地域人材育成プラットフォームの各プログラムは、【基礎】が２年次の前期、【実践】が３年次の後期に
修了となるようにカリキュラムが組まれています。これは、各プログラムにおける学びを共通教育および
学部での専門教育などの学修とリンクさせ、受講生の皆さんに能力を着実に身につけてもらうことがねら
いです。
　しかし、学ぶ意欲が旺盛で、かつ成績が優秀な受講生については、修了年限の短縮（【実践】を２年次
後期に修了）の可能性があります。
　詳細については、各プログラムの担当教員、または以下の相談窓口にお尋ねください。

概 

要

履
修
要
項

注
意
事
項

履修の手引き

地域志向科目
　『地域志向科目』は、鹿児島や南九州・南西諸島域を中心
的に扱う共通教育科目です（その多くは卒業要件上の「教養
活用科目」です）。主として「地域マインド」を育むものです。
『地域志向科目』のリストから２単位（１科目）を自由に選
択して履修してください。
　ただし、「かごしまグローバル教育プログラム」において
は、『地域志向科目』のうち英語で開講されている科目を選
択するようにしてください。
　詳しくは『共通教育履修案内』、シラバス、地域人材育成
プラットフォームのウェブサイトに掲載された『地域志向科
目』一覧等を参照してください。

プログラム・スキル科目
　『プログラム・スキル科目』は、各プログラムにおいて身につけるべ
き「知識」や「能力」を学ぶ学部専門科目です。各学部の専門科目の中
からプログラムの特性に応じて、以下のように設定されています。
「かごしまキャリア教育プログラム」：就業力科目
「かごしま地域リサーチ・プログラム」：探究力科目
「かごしまグローバル教育プログラム」：多面的思考力科目
　それぞれのプログラムによって指定されている科目リストの中から、
４単位（２科目）を自由に選んで履修してください。
　詳しくは各学部の履修の手引き、地域人材育成プラットフォームの
ウェブサイトに掲載された各プログラム科目一覧等を参照してください。

履修イメージ

修了年限の短縮について

相談窓口

キャリア教育プログラム学年科目区分

１

地域リサーチ・プログラム

共通教育科目（共通教育センターが開講） 高度共通教育科目（共通教育センターが開講） 専門教育科目（各学部が開講）

グローバル教育プログラム

「大学と地域」

１ 「キャリアデザイン」 「地域リサーチ・スタートアップ」 「Intercultural Communication
for Global Citizens」

１～２

全学必修科目
（２単位）

プログラム・スタートアップ
科目（２単位）

地域志向科目
（２単位） 『地域志向科目』群より選択 『地域志向科目』群のうち英語で

開講されている授業より選択

２プログラム・コア科目
（２単位） 社会人基礎力演習 「Confronting Kagoshima

Regional Issues」

２～３プログラム・スキル科目
（４単位） 『就業力科目』群より選択 『多面的思考力科目』群より選択

２～３実地体験事前演習
（１単位）

「地域キャリア・
インターンシップ事前演習」

Preparatory Seminar for
Overseas Study

３実地体験
（２単位）

「地域キャリア・
インターンシップ」

Study Abroad at Allied Universities
or グローバル実地研修

３プログラム修了演習
（１単位） 「地域キャリア修了演習」

「地域リサーチ・トライアル」

『探究力科目』群より選択

「地域リサーチ実習事前演習」

「地域リサーチ実習」

「地域リサーチ修了演習」 Completion Seminar for
Overseas Study

地
域
人
材
育
成
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
　
履
修
早
見
表

総合教育機構　高等教育研究開発センター
（共通教育棟１号館５階）

学生部教務課教育企画係　☎099-285-8826
https://www.kagoshima-u.ac.jp/platform/

分からないことがあれば

こちらに相談してください。

ウェブサイトにもアクセスしてください。
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地域人材育成プラットフォーム 地域人材育成プラットフォーム

　プラットフォームにおける『プログラム・コア科目』、『実地体験事前演習』、『実地体験』、『プ
ログラム修了演習』は高度共通教育科目です。具体的には以下の科目がこれに当たります。

　皆さんは学部や学科を選んで本学に入学してきました。自身の興味関心やキャリアを鑑み、学部や学科
を選んだと思います。
　その一方、「自分は物理学をやりたくて理学部に入ったけれど、実は歴史についても関心がある」とか、
「農業に興味があるから農学部を選んだけれど、将来は農産物を活用した新しい商品の開発という仕事が
してみたい」など、学部を越えた学びを志す人も多いでしょう。
　このように、プラットフォームにおける「学部横断」の１つめの意味は、「自分の所属する学部以外の
学部での学び」ということになります。これを実現しているのが、プラットフォームにおける「プログラ
ム科目」です。

１． 別の学部における学び

　高度共通教育科目とは、共通教育科目の一種ですが、２年生以上を受講対象者とし、学部によっ
ては卒業要件上の専門教育科目として扱われる科目です。この科目は以下のように地域人材育成
プラットフォームの「学部を越えた学び」において重要な役割を果たします。

　地域志向科目とは、共通教育科目（教養教育科目）のうち「地域の諸課題の発見・探究・開発」
あるいは「地域社会の発展に行動できる行動力の涵養」など、「地域」を扱う授業であると指定さ
れた科目のことです。地域人材育成プラットフォームの３つのプログラムいずれにおいても、
【基礎】修了のためには地域志向科目の単位を少なくとも２単位を必ず修得する必要があります。
できれば１年次に履修しましょう。

高度共通教育科目とは  

学部横断型の学び

　地域関連科目とは、各学部の専門教育科目のうち、鹿児島や南九州地域に関する内容を含んだも
のを指します。地域人材育成プラットフォームとは直接的には関係しませんが、専門性を高める過
程でも地域のことを学びたいと考える皆さんは、積極的に履修してみましょう。どのような科目が
あるかについては、ウェブサイトの情報を参照してください。
　本学は、鹿児島や南九州地域で活躍することのできる高度な知識・技術を持った地域人材を社会
に輩出する使命を持っています。ここでいう地域関連科目や、共通教育科目における地域志向科目
は、本学が立地している鹿児島及び南九州地域に対する理解の深化とともに、この地域が抱える諸
課題について共に考える中で能力を高めてもらいたいとの願いのもとに設定されました。是非、意
欲的に学習に取り組んでみてください。

　現在、世界は新型コロナ・ウイルスの影響を強く受けています。もちろん、本学もその例外ではありません。
　ここまで見てきたように、地域人材育成プラットフォームの大きな特徴の１つとして「実地体験」が挙げら
れます。地域人材育成プラットフォームを構成する３つのプログラムのそれぞれにおいて、学生が大学から地
域や海外に飛び出し、様々な経験と挑戦を経て、豊富な知識と高い能力を身に付けます。この学びは非常に有
意義なものです。
　しかし、コロナ禍においては、学生が企業でインターンシップをしたり、離島でフィールドワークをしたり、
実際に海外に行って学びを深めたり、そのようなことが非常に難しくなっています。これは、「実地体験」を
重視する地域人材育成プラットフォームにとって大きな痛手です。

　このような状況を踏まえ、2020年度以降はオンラインでの「実地体験」
のあり方も模索してきました。例えば地元企業におけるインターンシップ
では、学生が物理的に会社にお邪魔するのではなく、テレワークのような
形で企業のプロジェクトにオンラインで参加しました。あるいは、オンラ
インで地域や海外を結び、ネットワークを活用した様々な学びや調査も実
施しました。このような活動により、実際に現地に赴いた場合と遜色のな
いような学びを展開できました。
　2023年度はこの経験を活かし、例えコロナ禍が続いたとしても、昨年度
以上に充実した学びが展開できるよう、準備をしています。

オンライン活動の取り組み

キャリア教育プログラム
プログラム・
コア科目

実地体験

地域リサーチ・プログラム グローバル教育プログラム

地域キャリア・インターンシップ 地域リサーチ実習 Study Abroad at Allied Universities
or グローバル実地研修 

社会人基礎力演習 地域リサーチ・トライアル
Confronting  Kagoshima
Regional  Issues

実地体験
事前演習

地域キャリア・インターン
シップ事前演習 地域リサーチ実習事前演習 Preparatory Seminar for

Overseas Study

プログラム
修了演習 地域キャリア修了演習 地域リサーチ修了演習 Completion Seminar for

Overseas Study

　プラットフォームにおける「学部横断」の２つめの意味は、「学部を越えた交流を通じた学び」という
ことになります。
　皆さんは、本学に入学して最初に受ける共通教育科目において、他の学部の学生と仲良くなったり、一
緒に活動したりすることが多々あると思います。ですが、学年が進むにつれて、自分の学部での学びが中
心となり、クラブやサークルの活動ではいろんな学部の学生と交流があるものの、大学での学びという観
点では他学部の学生とは疎遠になるのが普通です。
　しかし、プラットフォームでは「高度共通教育科目」において、２年生以降においても、学部を越えた
交流を通じて学びを深めることができます。この「高度共通教育科目」は、卒業要件上の専門科目として
見なされる場合があります（学部によって異なります）。

２． 学部を越えた交流による学び

　地域人材育成プラットフォームは、鹿児島大学が全学的に、すなわち学部横断的に展開する教
育の仕組みです。これには２つの意味があります。

地域志向科目とは  

地域関連科目とは
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2022年度　鹿
児島大学 地域人

材育成プラットフ
ォーム

総合教育機構

地域人材育成
プラットフォーム

℡ 099-285-8826 鹿児島大学

3 10

http://www.houkokukai2022.com/

地域人材育成プラットフォーム 地域人材育成プラットフォーム

　2017年度に総合教育機構が設置され、同時に「かごしまキャリア
教育プログラム」と「かごしま地域リサーチ・プログラム」から成
る「地域人材育成プラットフォーム」がスタートしました（「かご
しまグローバル教育プログラム」は2018年度開設）。

修了生の紹介

修了生の声

理学部４年　佐々木　けいと
（上智福岡高等学校 出身）

 

　私は鹿児島大学グローバル教育プログラムの一貫である、
Problem based learning として、鹿児島の姉妹都市であるオース
トラリア・パースに 5 週間滞在しました。この実習から、異文化

に対する理解はもちろん、問題を多面的な方向から見る力、人
とのつながりなどを得ることができました。また、プログラム
の中には鹿児島について深く知り、それを踏まえて鹿児島の課
題を考える講義もありました。最終的には、講義と実習の二つ
を通して、鹿児島の地域課題を提起し現地調査を行い、解決策
を発表しました。この経験はとても自身の成長に繋がったと思
います。大学生活で面白い経験をしてみたい方はぜひ参加して
ください！

かごしまグローバル教育プログラム2022年度修了

キャリア形成支援センター
助教　渡邊   和明

　かごしまキャリア教育プログラムは、皆さんの社会的・職業的自立に向け、必要な基
盤となる能力や態度を育てることを目的としています。
　スタートアップ科目である「キャリアデザイン」では、地域で活躍する多様なキャリ
アを有するゲストをお迎えし、講和形式で授業を進めます。そこでは、これまでの皆さ
んのキャリアを振返り、今後のキャリアを形成するうえで「気づき」の場でもあります。
　コア科目となります「社会人基礎力演習」では、社会的・職業的自立に向け、必要な
基盤となる能力や態度、本プログラムでは「社会人基礎力」の育成を目的としています。
具体的には、主体性、働きかけ力、実行力、課題発見力、創造力、発信力、傾聴力、柔
軟性等を掲げています。これらの能力は、その後のインターンシップにおいても必要と
なる能力です。本科目では、地域における自治体・企業等の課題解決に向けたグループ
ワークをとおして、これらの能力の育成を目指し、その後のインターンシップへと接続
していきます。
　実際の「地域キャリア・インターンシップ」では、地域における自治体・企業等と連
携し、それらが実際に抱えている課題に対し、具体的な解決策を企画・立案できる能力
の育成を目指します。そこでは、主体的に創造性を働かせ、協働する力が求められます。

　「かごしまグローバル教育プログラム」は、地域の課題をグローバルな視点
で捉え、グローバルな人的ネットワークで他者と協働して課題解決に向けて
行動できる能力の育成を目指しています。スタートアップ科目「Intercultural 
Communication for Global Citizens」では、文化に対する認識、文化の相対性
と物事の多様な捉え方を外国人留学生と共に学び、コア科目では、鹿児島が
抱える問題を外国人留学生と共に多面的に考察します。海外で行う実地体験
は、各自が定めたテーマについて調査し、その結果をまとめて英語で発表し
て修了となります。プログラム全体を通して、グローバルな人的ネットワー
クが構築でき、グローバルに活動するための知識・スキル・態度や視点・行
動力が養えます。

　「地域リサーチ・プログラム」は、１年次に「大学と地域」で学び始め、「地域リサーチ・スター
トアップ」でさらに広く地域の課題を学んだ学生が受講し、地域におけるリサーチ力を身に付
け発信する力を高めていくプログラムです。２年次の「地域リサーチ・トライアル」では実際
に地域に出向いてその課題を抽出します。さらに学びたい場合は「地域リサーチ実習事前演習」
で地域の調査方法を身に付け、３年次の「地域リサーチ実習」では自分自身で興味関心を持っ
たテーマを実際に調査して解決策を考察・提案し、「地域リサーチ修了演習」でその成果をま
とめます。さらに、地域人材育成プラットフォームの成果報告会では多くの方々に地域課題と
その解決策を伝える機会を得ることができます。
　学部や専門性にとらわれない課題を追求する機会、受講生同士で協力し刺激を与え合う機
会、地域の方々との交流と協働できる機会など、みなさんの学ぶ喜びを地域に出向いて活動し
ながら体感できるプログラムになっており、卒業論文に繋がる問いを見つける先輩も出てきて
います。このプログラムを通してリサーチ力を高めたい、多くの実体験の伴う経験をしてみた
い、自分の能力向上にチャレンジしてみたいというみなさんの受講を待っています！
 

かごしまキャリア教育プログラム

共通教育センター

准教授　石走   知子

かごしま地域リサーチ・プログラム

グローバルセンター
センター長　　尾崎   孝宏

かごしまグローバル教育プログラム

修了生の声

担当教員からのメッセージ

　私は「かごしまキャリア教育プログラム」で、他の学生ととも
に社会人に必要な基礎知識や能力を学び、成長することができた
と思います。たとえば私はグループで発言することが苦手でした
が、話し合いをする場面が多くあるため、何度も挑戦して苦手意
識を克服しました。その甲斐あってか、コミュニケーション能力

農学部４年　清　栞梨
（宮崎県立宮崎大宮高等学校 出身）

は向上し、議論を計画的に進めるスキルも向上したと感じます。し
かも、このような能力やスキルを学びながら、様々な価値観を得た
り自己理解を深めたりする貴重な場にもなっていたと思います。
　普段の講義にくわえてプログラムの講義にも取り組むため、大変
な印象をもつかもしれません。しかし、理系学部生の私でさえ続け
られるくらい先生方もフレンドリーで色々と相談を聴いて下さるた
め心配ないと思います。
　就職活動に漠然とした不安を抱えている人、大学生活で何か挑戦
してみたいと考えている人にははじめやすいよいプログラムだと思
います。ぜひ、チャレンジしてほしいです。

かごしまキャリア教育プログラム 2022年度 修了

　このプログラムを通して、何気ない日常にも学びの対象が溢れ
ていることに気付くことができました。地域が持つ課題を発見す
るための視点とその課題を解決するためのリサー チ方法の習得
に伴い、「自分で考え、自分で動く」ことを意識して調査を進め
ることができたと思います。

理学部４年　桂　妃菜
（鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 出身）

　私は種子島とヘルスツーリズムの親和性をテーマにリサーチを行
いました。インタビュ 一調査の準備から情報の整理、結論に至る
まで長い時間をかけて1つのテーマに取り組めたことは貴重な経験
となりました。また、リサーチを進める中で、地域の方の地元愛や
鹿児島大学への期待を強く感じ、身が引き締まる思いがしました。
　このプログラムでは、見聞きしたことを元に考えをまとめて発言
するといった場面が数多くあります。鹿児島に興味のある方、成長
したい方は学部を問わずチャレンジしてみることをお勧めします。

かごしま地域リサーチ・プログラム 2022年度 修了

修了生の声
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　稲盛アカデミーは、鹿児島大学の卒業生である稲盛和夫
氏（京セラ株式会社名誉会長）および京セラ株式会社から
の寄付によって鹿児島大学に設置された『稲盛経営技術ア
カデミー』を、平成20年４月に改組して生まれた組織です。
　稲盛アカデミーでは、「世のため、人のために尽くす高い
倫理観を持った『21世紀型市民』の輩出を目標に掲げ、地
域社会から望まれるリーダーを育成する」を基本理念とし
た授業科目等を開発し、共通教育や履修証明プログラムと
して提供しています。また、様々な体験の場を提供し、そ
の中で学修者が自らの理念やビジョンを模索し、真のリー
ダーのあるべき姿を探求しつつ、実行力と責任感を体得さ
せることで、人間力の総合的育成をめざしています。

稲盛アカデミー
　中等・高等教育接続センターは、高校をはじめとする中等教育での学びを、鹿児島大学での学びへとスムーズに
〈つなげる〉ことで、教育研究活動の質を高めることを目指しており、主に次の３つの事業に取り組んでいます。
　第一に、鹿児島大学での学びに適した学生に入学してもらうための、入学試験の開発や改善に関する業務です。
入試データや入学者の追跡調査の分析・評価を行い、入試のありかたを検討する際の方向性やエビデンスの提示、
先進的な入学試験の開発・改善などを行います。
　第二に、入試の合格者を対象とした入学前教育です。大学での学びは、高校にはなかった専門分野をゼロから
学び始めることもあれば、高校での学習内容を基盤として発展させていくものもあります。鹿児島大学の入試は受
験生の多様な学力を評価するので、入学生の〈得意〉と〈苦手〉もまた多様です。そのようなすべての入学生が鹿
児島大学のカリキュラムで充分な学習成果を得られるように、体系的な入学前教育を行うことが重要になります。
　第三に、全学的な入試広報です。鹿児島大学での学びが豊かなものになるかどうかは、受験生の興味関心と大
学の教育研究環境のマッチングにかかっています。そのようなマッチングの精度を高めるために、高校生や保護
者、高校教員等を対象とした入試広報活動を企画し、受験生と大学のコミュニケーションの機会を創出しています。

中等・高等教育接続センター

地域人材育成プラットフォーム 地域人材育成プラットフォーム

　高等教育研究開発センターは、我が国と海外の高等教
育（大学）について研究し、これをベースとして現在の
鹿児島大学が置かれた状況をデータに基づき的確に把握
するための調査研究や全学的な教育課題の解決に向けた
提案、教育の質保証に向けた教職員の能力開発を行いま
す。限られた資源を有効活用して高い教育成果、学習成
果を挙げるための方策を立案、実施する主体としての役
割が期待されています。
　また、「地域人材育成プラットフォーム」のコーディネー
トを担当するのもこのセンターです。プラットフォーム
は地域人材育成の基盤となるだけでなく、鹿児島大学に
おける教育改革にとっても重要な牽引役となるものであ
り、その質的向上は将来にわたる重要な課題なのです。

高等教育研究開発センター
　共通教育の運営及びその質保証・質的向上に責任を負う組織です。共通
教育は、どの学部の学生も必ず受講するものであり、多くの学部では卒業
に必要な単位数の約４分の１を共通教育が占めています。
　特定の専門分野に対して関心をもって入学してきた学生にとって、共通
教育の意義はなかなか分かりにくいでしょう。しかし、いくら専門知識を
習得しても、それを社会にある課題の発見や解決に活かすことができなけ
れば意味がありません。物事についてどのような筋道で考えればよいか、
他者と円滑なコミュニケーションを行うにはどうすればよいか、といっ
た、専門分野を問わず一社会人として重要な基礎的能力を身に付けるため
の場が共通教育です。
　共通教育センターでは、教育内容や方法の改善に向けた取り組みを恒常
的に展開します。特に、アクティブ・ラーニング型授業の拡充に努め、能
動的に学ぶことのできる学生の育成に努めます。

共通教育センター

　キャリア形成支援センターは2020年4月に設置された新
しいセンターです。本センターは、科学技術の発展と技
術革新の加速化によって産業構造が急激に変化する現代
社会において、大学生が社会や時代とのかかわりの中で
知識や能力を持続的に開発しつづける個人特性をもつこ
とができるように応援します。
　入学時からの体系的なキャリア教育、それに正課外の
キャリア支援、インターンシップやキャリア・就職相談
等を充実することにより、学生の多様なキャリア形成を
全学的な立場から支援します。
　また、「地域人材育成プラットフォーム」のキャリア教
育プログラムを担当するのもキャリア形成支援センター
の役割です。さまざまなキャリアについて理解し、地域
の人々より多くのことを学ぶ機会を作り出していきます。

キャリア形成支援センター
　グローバルセンターは大学全体の中で非常に多くの役割を担っています
が、特に教育に関しては、海外で学ぶことを希望する鹿児島大学の学生、
鹿児島大学で学ぶことを希望して留学してきた学生に対してそれぞれの状
況やニーズに応じた学習のコーディネーターとして機能しています。
　海外留学は学生の成長にとって大きな意味を持つものですが、その成果
を向上させるには留学目的の明確化やキャンパス内での学びとの接続等、
事前に考えておくべきことや終了後にすべきことが多々あります。カリ
キュラム全体の中に留学をどう位置付けるかという視点に基づいて、留学
をより意義深いものとするためにともにあるのがグローバルセンターです。
　同様に、留学生の学生生活をより有意義なものとするには、学ぶために
必要な日本語力の向上だけでなく、日本人学生との関わりや地域での活動
への参加などが重要な役割を果たします。卒業・修了時には日本人と同じ
学位を取る留学生に対しても、また、短期滞在の留学生に対しても、それ
ぞれの目標達成に向けた教育の実施と学習支援を行います。

グローバルセンター

学　　部 総合教育機構 学内共同
教育研究施設等

総合教育機構の各センター紹介

全学支援体制

総合教育機構の役割

地域人材育成
プラットフォーム

総合教育機構は、鹿児島大学全体の学修を支える組織です。
その役割の１つとして、学部を越えた学びによる地域人材の育成があります。

　「地域人材育成プラットフォーム」の運営主体は総合教育機構です。各プログラムのうち、共通教育の運営と全体
のコーディネートを行います。全学必修科目である『大学と地域』や各プログラムの必修科目の他、「地域志向科目」
や「実地体験」や「プログラム修了演習」の学習成果向上を継続的に実施します。海外研修の実施に当たっては、
そのコーディネートも行います。
　学部は、それぞれの専門教育の運営主体です。「地域人材育成プラットフォーム」は学部横断型の教育プログラム
のため、学生はそれぞれの目的に応じて自学部の専門教育科目のほか、他学部の専門教育科目をも受講します。そ
れらの運営や質保証の取り組みについては、学部ごとに責任をもって行います。
　本学には学内共同教育研究施設等として附属図書館や総合研究博物館など様々な教育研究施設があり、皆さんの
学びをハード面でもソフト面でもしっかりサポートします。これらの施設をはじめ、学内からの支援・協力によっ
て「地域人材育成プラットフォーム」は支えられています。

　大学を卒業するときに与えられる学位が「学
士」です。どの大学を卒業しても、どの学部を卒業
しても、また、どの国の大学を卒業しても、与えら
れるのは同じ「学士」です。各大学は、輩出する「学
士」が充分な能力を備えられるように充実した教
育を行う責任を負っています。これがつまり、学
士の質を保証する責務ということです。
　鹿児島大学では、社会の問題を発見し、その解
決策を論理的に考え、さらにはその解決に能動的
に取り組むことのできる知的教養と専門性を備
えた「学士」の育成を目指しています。「学士」にふ
さわしい論理的思考力や専門的知識の活用力を
育成するとともに、そうした力を身に付けている
ことを社会に示す場を充実させていきます。

学士の質保証
　鹿児島大学は、鹿児島・南九州地域における
「地域活性化の知の拠点」としての役割を担って
います。中でも最も重要なのが、地域活性化に貢
献できる人材の育成です。高い能力を備えた卒
業生を地域に送り出すことが求められています。
　地域活性化に貢献できる人材、すなわち「地
域人材」として、鹿児島大学では地域に対する愛
着や発展に貢献したいという意欲をもって課題
の解決に能動的に取り組むことのできる「学士」
を輩出します。そのための新たな取り組みとし
て、９学部を有する総合大学としての強みを活か
した「地域人材育成プラットフォーム」を開設し、
「地域人材」育成に取り組みます。

地域人材育成 共通教育の
実質化・高度化

　多くの皆さんは、特定の専門分野に関心を
もって大学に入学したのではないでしょうか。
ですが、専門的知識をただ覚えているだけで
は不充分であり、そうした知識を社会にある
問題の解決に活かす力が必要です。
　社会の状況を的確に把握したり、自分の考
えを他者に分かりやすく伝えたりするために
必要な論理的思考力やコミュニケーション能
力を身に付けるためにあるのが共通教育で
す。鹿児島大学では、学生生活とその後の社
会生活の基礎体力となるこうした力を着実に
育成していきます。
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