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　鹿児島県は、南北約600kmに及ぶ広大な県土を有し、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、多様な
地域コミュニティがあり、各島に特色ある独自の自然、文化や伝統が存在するなど、その多様
性が魅力となっています。
　新型コロナウイルスの感染拡大により、人々の移動に制約がある現在、テレワークや二地域
での居住など、新しい働き方や暮らし方が広がり、地方への回帰という機運も高まっています。
　このような中で、鹿児島がその受け皿として、より多くの方々に選んでもらえるような地域
づくりを目指していくことが重要であると考えています。
　私は、本県の基幹産業である農林水産業、観光関連産業の更なる振興、技術力の高い製造業
や情報関連産業など新たな産業の創出に取り組み、鹿児島の「稼ぐ力」の向上に努めたいと考
えています。
　また、あらゆる分野でのデジタル化や、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けた
様々な取組などを通じて、自然環境に配慮しつつ、経済を持続的
に発展させることで、県民の皆様の暮らしと雇用を守りたいと考
えており、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・育成が必要であります。
　皆さんには「地域人材育成プラットフォーム」のプログラムを
通じて、まず、鹿児島の良さや魅力、課題を知ってほしいと思い
ます。そして、皆さん一人一人がそれらについての理解を深めな
がら、鹿児島の魅力を更に磨き上げることや、課題解決のために
何が必要なのかを学び、実践してほしいと思います。
　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、地域とともに社会の発展に貢献する総合大学を目

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、

司令塔として「総合教育機構」を設置し、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、鹿児島大学は一昨年、創立70周年を迎えました。

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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詳細は次へ

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

大隅さん
（農学部）

薩摩くん
（法文学部）

西郷さん
（理学部）

大島先生

　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

　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。

共通教育の
実質化・高度化

　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
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。

一緒に考えて

いきましょう！

大学と地域との関わりか…。

総合教育  機 構 の 役 割
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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

具体的な
イメージが

湧いてきたかな？

外国人観光客を
増やすには
どんな方法が

あるんだろう…。

地域のおいしい

農作物をもっと

海外に売り込んでいく

仕事がして

みたいな…。

伝統工芸品は

後継者不足だって

聞くけど、 鹿児島では

どうなのかな…。

　「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

地域人材育成プラット  フォームの目標
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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、全学必修科目である「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単位分を選択）、「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

解説
しますよ。

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、15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

私たちも
頑張ってみよう！

【基礎】 【実践】
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「かごしまキャリア教育プログラム」  カリキュラム図　【基礎】

「かごしまキャリア教育プログラム」  カリキュラム図　【実践】

▲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

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、鹿児島県をはじ

めとした地方社会での就業です。就職

先は多岐にわたり、学生自身の興味関

心とスキルに合わせて、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。

想定される進路
　育成する人物像は、地域の課題
や魅力を理解し率先して現場のパ
フォーマンスを高め、組織及び地
域の発展に寄与することのできる
中核的人材です。「かごしまキャ
リア教育プログラム」では、自己
理解を深めつつ地域社会や地元企
業を理解し、自己にとって最良の
就職先を選択し、有意義な人生を
実現するための能力を磨いていき
ます。

育成する人材像

　持続的な地域発展の礎は、地域に対する知見と愛着を兼
ね備えた人材が、経済活動や文化、伝統を支えていくこと
だと考えています。「地域人材育成プラットフォーム」の取
組から多様な経験と学びを得ることにより、地域の活性化
を担い、豊かな地域の未来を創造していく人材へと成長さ
れ、地域社会で大きく飛躍されることを期待しております。

南国殖産株式会社
都市開発事業部　都市開発課

課長　西村　文孝

地域からの期待の声

　私は、「かごしまキャリア教育プログラム」を通して、自分自身のキャリア

や働くことについての理解を深めたいと思い、受講を決めました。

　プログラム全体を通して、県内の様々な業種の方のお話を聞く機会があるこ

とで自分自身の理想のキャリアや自己理解についての考えを深めることができ

たと思います。また、実際にインターンシップに行ったことで、今後働くうえ

で重要になってくる考え方を身に付けることができただけでなく、県内企業で

働くことの魅力についても感じることができました。挑戦してみてよかったと

思っています。

法文学部　法経社会学科４年
前田　唯羽

（鹿児島県立加治木高等学校 出身）

受講生の声

かごしまキャリア  教育プログラム

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

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
　【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年次前期または後期）で自らのキャリア観を鍛えます。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「社会人基礎力演習」（２年次後期）
において、地域でキャリアを築く基礎力を身に付けます。

　【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へステップアップします。そ
の中心は「地域キャリア・インターンシップインターンシップ事前演習」（３年次前期）と、地元の企業等で行う「地
域キャリア・インターンシップ」（３年次前期）であり、実際に職業の現場において実践力を磨きます。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】

【基礎】

農学部の
授業を受ける大隅さん

インターンシップに参加法文学部で経営学を学ぶ
自らのキャリア・
プランを実現！

　「かごしまキャリア教育プログラム」は、地域での就業を視野に入れる学生に対し、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、具体的な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。

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
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「かごしま地域リサーチ・プログラム」  カリキュラム図　【基礎】

「かごしま地域リサーチ・プログラム」  カリキュラム図　【実践】

▲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

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

　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。

想定される進路

　鹿児島には、豊かな自然、歴史や文化に育まれた多彩な食材や伝
統の技など世界に誇れる特産品が豊富にあり、これらは地域に根差
した生活文化で、地域経済の一翼を担う大切な産業です。一方、少
子高齢化、経済のグローバル化による消費者ニーズの多様化、技術
革新の進展など大きな変革期を迎えています。「地域人材育成プ
ラットフォーム」を通して伝統工芸・文化に触れることで、鹿児島
の発展を担う人材へと成長されることを期待しています。

公益社団法人
鹿児島県特産品協会

企画開発課
係長　木下　和代

かごしま地域リサ ーチ・プログラム

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

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。

　【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】

【基礎】

　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。

育成する人材像

　私は鹿児島県出身で、鹿児島の伝統工芸品や特産品などの文化について興
味があったので、「地域リサーチ・スタートアップ」を受講しました。
　授業では実際に黎明館の学芸員の方や大島紬の織物組合の方に来ていただ
いて、仏像や大島紬のお話を伺うことができました。また、指宿の地熱発電
所を訪れたり、薩摩琵琶を製作している大学院生の方のお話をお聞きしたり、
とても貴重な経験ができました。
　受講している学生同士の議論を通じて視野を広げることができ、とても有
意義な授業でした。
　私はこれからも地域の学びを続けたいと思います。離島でのフィールド
ワークなどにも積極的に参加し、「かごしま地域リサーチ・プログラム」を修
了したいと考えています。

法文学部　人文学科３年
大窪　悠莉

（鹿児島県立松陽高等学校 出身）

受講生の声

法文学部の
授業を受ける薩摩くん

大島紬を学ぶ 大島紬を作る リサーチの成果で
躍進！

　「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。
　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
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「かごしまグローバル教育プログラム」  カリキュラム図　【実践】

「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】

▲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

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

　「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

　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。

鹿児島県立加世田常潤高等学校
教諭　窪田　径子

　私がこの授業を受けたのは「全て英語で行われる授業」という文
句に惹かれたからです。実際に受けてみるとその通り基本は英語で
進められ、私たち学生も皆英語で発言を行いました。しかし、割合
的に日本人の方が少し人数が多いことや日本語でのサポートもある
ことにより、ストレスは感じずむしろ自分の英語力を認識したり、
留学生と互いの価値観について話をするとてもよい機会となりまし
た。
　この授業で、自分の意見をしっかり持ち発言する力が大切だと認
識することができました。何より留学生の友達も増え、今ではこの
授業を受けてよかったと心から思っています。

法文学部  人文学科  多元地域文化コース４年
横山　奈那子

（鹿児島県立川内高等学校 出身）

受講生の声

かごしまグローバル  教育プログラム 

　【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。

　【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】

【基礎】

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 
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

理学部の
授業を受ける西郷さん

地域で多文化共生
を考える

海外での実地体験 グローバルな視点を
コミュニティに活かす

　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。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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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

　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。

　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）。

　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。

１． 別の学部における学び

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。

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
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

高度共通教育科目とは  

キャリア形成支援センター
准教授　藤村　一郎（左）
　助教　渡邊　和明（右）

　かごしまキャリア教育プログラムは、地域
で活躍できる「社会人基礎力」を養うための
教育プログラムです。
　本プログラムのスタートアップ科目である
「キャリアデザイン」は、「働くこと」を中心
に人生をデザインしていくことを考える内容
です。キャリア形成支援センターのスタッフや総合教育機構の教員を中心
に、地域で活躍する多彩なゲストをお迎えして講和形式で授業を進めます。
　「社会人基礎力演習」は、本プログラムの核となるコア科目で、授業タイ
トルの通り他ではなかなか身に付かない「社会人基礎力」をグループワー
クやPBLなどを活用して鍛えます。
　「地域キャリア・インターンシップ」は事前演習、実地、修了演習とセッ
トで本プログラムの総仕上げとしての性格を持っています。コア科目で
養った「社会人基礎力」を存分に地域の現場で発揮してもらいます。教員
一同、やる気の諸君を支援しつづけます。

かごしまキャリア教育プログラム

高等教育研究開発センター
准教授　出口   英樹

　２年生を対象とした「地域リサー
チ・トライアル」では、1年次の「地
域リサーチ・スタートアップ」での
学びと受講生の興味関心を踏まえつ
つ、座学としてリサーチ（探究・研
究）の方法論を学び、あるいは地域
課題について調査します。そして、
実際に離島などでフィールドワーク
を行い、リサーチのスキルとノウハウを習得します。
　そのうえで、３年生対象の「地域リサーチ実習」では、主体的なリ
サーチのためのフィールドワークに従事し、自ら立てた問いに答えを
出し、地域課題に対する具体的かつ合理的な解決策を提案します。

かごしま地域リサーチ・プログラム

グローバルセンター
教授　畝田谷  桂子

　かごしまグローバル教育プログラム
の「Confronting Kagoshima Regional 
Issues」の目的は、スタートアップ科
目「Intercultural Communication for 
Global Citizens」で学んだ多様性への
認識、物事の多様な捉え方を基本にし
て、文化の異なる多様な外国人留学生
とともに、現在鹿児島が抱える問題を
多面的に考察し、調査、まとめ、発表まで英語を媒介語として協働で行
うことです。
　受講生でチームを組み、テーマを決めて情報収集や調査を行い、その
結果をまとめて英語で発表します。地域を題材として、留学生とともに
その課題を見つけ、課題の背景や現状を深く理解しましょう！ 

かごしまグローバル教育プログラム
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「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21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も21ページの相談窓口で相談して
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】

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。
　ただし、2020年度については時間割の関係上必ずしもこの通りに受講できない場合があります。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。

概　要

履修要項

注意事項

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 ①

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
グローバル実地研修 ②

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 ①

地域人材育成プラットフォーム　履修早見表

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』の冊子、ネットで閲覧でき
るシラバス、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

履修の手引き
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第２回案内リーフレット

　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

法文学部　人文学科 ３年
松原　祐真

（鹿児島県立加世田高等学校 出身）

　このプログラムを通じて鹿児島県の持つたくさんの魅力や問題
について再確認することができ、それについて様々な調査をする
ことができました。リサーチ活動における方法など、多くの実り
ある経験を積むことができたと思っています。

　私は本プログラムにおける調査対象として、新型コロナウイ
ルス流行下における鹿児島の観光に注目しました。県内の観光
施設の方にインタビューやアンケート調査を行ったことはとて
も貴重な経験になりましたし、調査を通じて県の抱える観光問
題について見聞を深めることができたと思います。
　このプログラムには、鹿児島の文化や伝統について知識を得
るだけではなく、自分でテーマを決めてそれについて活動する
機会が多いです。「鹿児島についてもっと知りたい！」と思って
いる方は、学部や出身県に関係なく、受講してみてはいかがで
しょうか。

かごしま地域リサーチ・プログラム 2020年度 修了

修了生の声

法文学部　法経社会学科４年
小牧　かなで

（福岡県立八女高等学校 出身）

　私は「かごしまキャリア教育プログラム」における実地体験と
して、道の駅川辺やすらぎの郷のインターンシップに参加させて

いただきました。このインターンシップでは、課題を見つけ、
それに対する解決策を考えるだけでなく、実際に実施すること
ができます。とても貴重な経験で、物事を多角的に見る力や臨
機応変に対応する力を身につけることが出来ました。
　大学生活でなにか新しい能力を身につけたい、と考える人は、
是非積極的に参加することをおススメします！

2020年度 地域人材育成プラットフォーム 成果報告会 大賞 受賞

かごしまキャリア教育プログラム 2020年度 修了

修了生の声

法文学部　人文学科 ３年
石塚　真由

（鹿児島県立甲南高等学校 出身）

　「かごしまグローバル教育プログラム」を履修したことで、新
たな考えや人との出会いを多く体験することができたと思いま
す。留学生とのディスカッションを通して、同じ世代であるにも
関わらず、自分の考えをしっかり持っていることに刺激を受けた

り、鹿児島が抱えている問題点を見直すことで、鹿児島のもつ
魅力を再発見したりすることができました。
　コロナウイルスパンデミックのため、実地体験授業でオース
トラリアに行くことは出来ませんでしたが、５週間も西オース
トラリア大学のオンライン英語学習を続けられたこと、同大学
生等にアンケート調査を行って英語によるポスター発表を達成
したことは自分にとって大きな自信にも繋がりました。
　少しでも海外や文化、英語に興味がある方にはぜひチャレン
ジしてみてほしいです。

2020年度 地域人材育成プラットフォーム 成果報告会 会場賞 受賞

かごしまグローバル教育プログラム2020年度修了

「地域人材育成プラットフォーム」

以外にも、 鹿児島大学では

地域について学ぶことができます。

　「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。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年度はオンラインでの「実地体験」のあり方を模索しました。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。
　2021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。

地域関連科目

オンライン活動の取り組み
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　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
　鹿児島大学が掲げる目標と提供する教育の内容・方法に見合った学生を

受け入れるのに適切な入学者選抜方法を開発し、全学的な入試改革を進め

る拠点となるのがアドミッションセンターです。

　アドミッションセンターでは入学者についてその後の学習状況に関する

追跡調査を継続的に実施しており、その結果を入学者選抜方法やカリキュ

ラムの改善に活かしています。また、結果を高校と共有することで、高校

生が円滑に大学生活へと移行するためのブリッジ・プログラム開発にも取

り組みます。大学では、哲学や心理学等、高校にはなかった専門分野があ

る一方、高校での学習内容が基盤となる数学や物理学等もあり、高校で基

礎学力を身に付けておかなければ大学での学習で充分な成果を挙げること

ができません。こうした課題を解決するためにはブリッジ・プログラムが

重要な役割を果たすのであり、そこには高校との連携が欠かせません。ア

ドミッションセンターではそのコーディネートを行います。

アドミッションセンター

　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 南九州・南西諸島域
共創機構

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　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。
相談窓口

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。
　そして、地元自治体や企業が抱える課題を収集・分析し、適切なマッチングに基づくインターンシップや実地体験のた
めの基盤作りを担うのが南九州・南西諸島域共創機構です。学生と自治体や企業双方にとって有意義な研修とするべく、
自治体や企業と、また総合教育機構や学部といった学内組織と常に情報を共有しながら研修のコーディネート体制を構築
していきます。

　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
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