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地域学部 地域学科 概要

　新型コロナウイルス感染拡大がもたらした影響は計り知

れないものです。政治・経済・社会・国際環境のみならず、

個々人の働き方や教育・生活のあり方など今までの有り

様をことごとく塗り替えています。感染拡大が収まっても簡

単に元に戻ることは難しいでしょう。私たちはこの「生きづら

い」情況の克服に向けて様 な々ことを考えていかなくてはな

りません。

　地域学部は 2017 年度に 1 学科 3コース（地域創造、

人間形成、国際地域文化）に改組されて、地域の諸課題

により学際的、総合的にアプローチできるようになりました。

「地域」という概念は歴史的には極めて新しいものです。戦

前には「郷土」「故郷」が主流でしたが、戦後は「地方」、現

在は「地域」がよく用いられるようになりました。「地域」は中

央に対する「地方」という意味ではありません。地域学部の

「地域学」は人々が生活している空間の広がりとそこでの

社会関係を「地域」と捉えて、検討すべき課題にあわせて

「地域」のスケールを大小様 に々変えながら、多様な分野の

人 と々協働して「一人ひとりが生きやすい」情況の実現に

寄与することを目的にしています。

　現在、私たちを取り巻く環境は、少子高齢化、過疎化、グ

ローバル化が急速に進むなかで、防災、医療・福祉・子

育て、産業・観光・文化振興、教育、環境問題など多岐

にわたる課題を抱えています。これらの課題は、一人の研

究者や一つの分野だけで解決できるものではありません。

政府・自治体あるいはそれを超えた様々な組織との連携

が必要なことは言うまでもないでしょう。

　コロナ禍にともなう新たなステージの中で深刻化していく

諸課題にいかに向き合っていくのか、生活をどのようにつ

くっていくのかが、今、問われています。そのため、これから

地域や社会を担っていく学生の皆さんの課題解決への探

究心と課題解決に参画し生活をつくっていく社会的実践

力が求められているのです。本学部での学びは、自然系も

含んだ人文社会系の「アカデミックな知」が中心となります

が、「地域で育まれてきた実践的な知」もとても重視していま

す。地域学部は理論的に追究するものと実践を通じて探

究するものとの絶えざる循環を通して社会的な実践力を

もった人材の育成を目指しているのです。

－地域のキーパーソンを養成する－

岸本　覚

鳥取大学 地域学部 学部長あいさつ

地域をつくりあげている諸要素（社会・文化・自然）に関する幅広い知識を修得し、　
それらを相互に関連づけて理解する高度な思考力を養成します。

地域にある様々な公共的課題を探求するために必要な知的好奇心を養います。

批判的判断力､創造的表現力、コミュニケーション力を発揮して、地域社会の課題解決
にたずさわる実践力を磨きます。

最終的に、高い倫理観と責任感をもって地域社会の再生・持続的発展に貢献できる
人材の養成を目指します。
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地域学科には、下記の3コースと学修を
明確化するためのプログラムをおきます。

地域学科の3コース

これらのプログラムは、学修のコアとなる専門的内容を明確にするための履修のモデルです。
プログラム毎に、厳格な定員を設けたり、卒業要件単位を設定したりするものではありません。

学部コア
カリキュラム
・地域学入門
・地域調査プロジェクト
・海外フィールド演習

人間形成コース
・発達福祉プログラム 
・学習デザインプログラム 
・地域と教育プログラム

地域創造コース

国際地域文化コース

・コミュニティマネジメントプログラム 
・ソーシャルビジネスプログラム
・政策科学プログラム

・日本の歴史と文化プログラム 
・グローバルな文化と地域プログラム
・創造性とコミュニティプログラム

など
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地域学専攻

人間形成コース

地域創生コース

参考にしてほしいテキスト

柳原邦光他『地域学入門―〈つながり〉をとりもどす』（ミネルヴァ書房、2011年）

家中茂他『新版地域政策入門―地域創造の時代に』（ミネルヴァ書房、2019年）

竹内潔他『アートがひらく地域のこれから―クリエイティビティを生かす社会へ』（ミネルヴァ書房、2020年）



地域学部 》 地域学部教育の３つのポリシー ／ 地域学部の構成について

入学者受け入れの方針

学位授与の方針

教育課程編成の方針

地域学部では、地域とそこに生きる人 と々の関わりに関心を持ち、これを科学的に探究し、地域の持続的発展に
貢献したいという意欲を持った人を求めます。

地域学部は、学生が地域学部の教育課程を履修し、所定の単位を修得して卒業要件を満たし、次に掲げる能力
を身につけたときに学士（地域学）の学位を授与します。

地域学部は、学位授与の方針で示す能力を学生が身につけることができるよう、次に掲げる方針のもと、学科及
び各コースにおいて体系的な教育課程を編成します。

１．文化、社会、自然に関する幅広い知識や理解、これを土台とした、地域の公共的課題の探究に関わる知識・
理解、知識獲得のための方法と技能を有している。

２．論理的思考力、的確な判断力、創造的表現力および地域の諸課題を探究し解決しようとする態度を有している。

３．地域の諸課題に対して幅広い関心・興味・意欲を持ち、主体的・自律的・継続的に学び続けることができ
る生涯学習力を有している。

４．健全な倫理観を有し、豊かなコミュニケーションをもとに他者と協働して地域社会を創造する社会的実践力を
身につけ、地域や社会に貢献できる。

○大学での学習の動機を明確にして、主体的に学習にとりくめるよう、大学入門科目および学部・学科の専門に
関わる入門科目を設けるなど初年次教育を充実します。

○教養豊かな地域学士を養成するため全学共通科目と学部の専門科目をバランスよく提供します。

○地域に生起する公共的課題を解決できる力を形成するため、これを理論的に追究する科目と実践的に探究す
る科目、そして両者を統合する科目を設けて、知と実践を融合する教育課程を編成します。

○自律的な生涯学習力を形成するために、各授業で、学び続けることの意義、地域の公共的課題に関する持続
的な興味・関心、学習スキルの形成を目指します。

○健全な倫理観を有し、他者と協働して、地域の諸問題を実践的に解決できる力を養うために、対話型・共同参
加型の授業の展開に努めるとともに、国内外でのフィールドワークなど活動的学びを積極的に取り入れます。

1

2

3

地域学部のカリキュラム

学部共通の主要科目

地域学部では地域学科１学科に３つのコースを設けます。これまで展開してきた地域学の教育研究の基本的な考え方を学部
コアカリキュラムの「理論科目」地域学系科目で学び、学際的視野の基礎を獲得するとともに、「実践科目」で実践力を育成しま
す。また、各コースにおいて専門を深め方法論を獲得します。１学科となることにより、他コースの専門科目をとりやすくなり、地域
に関する学際的な視野を得やすくなります。

■「地域学入門」（１年次／必修／２単位）
　地域学の特徴や、個別の専門分野と地域学との関係をつかみ、地域研究や地域づくりの実践例を学ぶことにより、地域学
の基礎力を養う。

■「地域フィールド演習」（１年次／選択／１単位）
　地域の特性や課題，地域づくりの実践例を現場において学び、地域の特性や魅力、地域課題とその解決への関心やアプ
ローチする意欲の促進をはかる。

■「地域調査プロジェクト」（２年次／必修／４単位［人間形成コースのみ、２単位］）
　地域の特性と課題を把握し、地域特性を踏まえて多様な地域課題の解決を目指し、調査の方法、課題解決へのアプローチ
やプレゼンテーション、報告書作成などの基本的な技能を実践的に修得する。

■「地域学総説」（3 年次／必修＋選択／計 3 単位）
　2 年次までの学びを地域学の視点から見つめ直し、卒業研究に至る専門的な学びに備えるとともに、教員と学生が共に新
たな地域学の展開を目指す。

■「卒業研究」（４年次／必修／８単位）
　地域課題解決のための広い視野と専門の知識・方法論，実践力を結実させる。卒業論文を課す。

1

2

地域の持続可能な発展を担うことのできるキーパーソン

実践科目理論科目

卒業研究

【コース専門科目】

融合ラボ
（選択1単位）

専門ゼミⅠ・Ⅱ
（必修4単位）

地域学入門
（必修2単位）

地域を見る広い視野と専門の方法論、
実践力を結実

４
年
次

実
践
力
の
進
化

地
域
創
造
コ
ー
ス

人
間
形
成
コ
ー
ス

国
際
地
域
文
化
コ
ー
ス

３
年
次

２
年
次

１
年
次

１～4 年次

専
門
性
の
深
化

インターンシップ
（選択1・2単位）

地域調査プロジェクト
（必修４単位；人間形成コースのみ、必修２単位）

海外フィールド演習
（選択1・2単位）

地域フィールド演習
（選択1単位）

養  成

地域学総説 B・C
（選択各1単位）

地域学総説A
（必修1単位）

往還・統合

地域学系科目

地域学系演習科目
実践科目

実践科目

実践科目

実践科目

地域学系科目

地域学系科目

地域学部教育の３つのポリシー（抜粋） 教育体系

入門科目・教養科目・外国語科目・健康スポーツ科目
幅広い教養を修得全学共通科目
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個性豊かな、ゆとりある地域をつくる

〔学生定員60名〕地域創造コース

学びの目的
　少子高齢化、国際化、情報化など、地域を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。こうした変化は地域にこれま
で以上に多くの課題を生み出しています。「地方創生」が叫ばれる今日においては、地域に関わる多様な人たちの新た
な関係を模索しながら再構築し、地域における自然環境や人的・物的・歴史的・文化的資源を見つめ直し、能力を高
めながら、自らの地域を築きあげていくことが求められています。
　地域創造コースでは、このような知と実践の融合を求めて、地域を空間的に把握する力、そこで活動するさまざまな
主体を捉えて主体どうしの関係性を見出す力、それらを支える制度を理解する力、さらには地域間を結びつける力な
ど、これらの力にトータルに目配りができる広い視野を持ち、地域の課題解決に積極的かつ主体的に取り組む「地域創
造」の担い手の養成を目指します。

学びの柱

　安心・安全で持続可能なコミ
ュニティの創造を、自治体、
NPO、民間企業あるいはボラン
ティア活動等の多様な側面から
担える人材の養成を目的としてい
ます。そのために、都市や農山
村における生活環境や人々のつ
ながりといったコミュニティを形
づくる諸要素への理解を深める
とともに、フィールドワーク等の
実践的な学びもおりまぜながら、
コミュニティの潜在力を引き出す
ために必要な知識や技術の習得
を目指します。

　人口減少や少子高齢化、財政
危機などが要因で発生する様々
な社会的課題をビジネスの手法
で解決して社会の変革にインパ
クトを与えるソーシャルビジネス
について、その意義と可能性、
さらには地域経済を発展させる
公共政策のあり方などを学びま
す。この学びを通して、地域全
体を俯瞰して現状や課題を把握
する能力や「新しい価値」を構
想して活用する能力などを身につ
けます。

　地域の自治や政策過程に関わ
る政治・行政のしくみを学び、
また公共部門と住民の協働など
地域における参画・意思決定の
あり方を学ぶことによって、地
域の公共的諸課題を解決するた
めの実践力を修得します。この
実践力とは、政策科学の基礎的・
標準的な理論・方法を今日的課
題に応用するための能力です。
これらの学習を通して、政策や
事業の企画・立案などを通じ地
域に貢献することのできる人材
の養成を目指します。

コミュニティ
マネジメント

ソーシャル
ビジネス

政策科学

カリキュラム

ふかん
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学部共通科目

4年次

学年
コース開設科目

必修科目 選択科目（主なもの）

地域学入門
地域フィールド演習Ａ･Ｂ

海外フィールド演習Ａ
海外フィールド演習Ｂ･Ｃ

地域学総説Ａ･Ｂ･Ｃ
融合ラボ
インターンシップＡ
インターンシップＢ･Ｃ

専門ゼミⅠ･Ⅱ(地域創造) 文化政策論　地域振興論
経営戦略論　むらおこし論
統治機構と行政法学
地域参画論　社会的起業論
戦略マーケティング論
コミュニティ創造支援論

地域の課題と創造
地域社会論　地域計画論
自治体政策過程論
地域における憲法学・法律学
都市地域論　社会福祉
企業と地域
地域調査法　基礎ゼミ

産業立地論　地域経済学
農村地域論　自治法論
住民組織論　創造地域論
マーケティング入門
地域調査プロジェクト

行政評価論　都市再生論
多文化共生社会論
ジェンダーと法　現代都市論
地域資源創生論　地域福祉
現代日本の政治課程
地域創造ゼミⅠ･Ⅱ
地域創造特殊講義

1年次

2年次

3年次

卒業研究



地域調査プロジェクトの取り組みについて

専任教員プロフィール

小野　達也【教授】
■政策評価・行政評価の理論と方法の研究
■公共部門における統計データ利活用に関する研究

ONO, Tatsuya （政策評価論）

佐藤　匡【准教授】
■表現の自由やプライバシー権といった「情報の権利」に関する研究
■個人情報や動物個体識別情報といった「情報の管理」に関する研究

SATOU, Masashi （憲法学／法律学）

■住民投票の分析を中心とした，地域政治の実証研究
■参議院の「合区選挙」に関する研究

塩沢　健一【教授】SHIOZAWA, Ken-ichi （地域政治学）

馬場　芳【准教授】
■地域の企業と経営者の機能についての研究
■生産活動と流通についての研究

BAMBA, Kaori （経営学）

川口　夏希【講師】
■斜陽工業地域の再編に関する研究
■都市文化／リノベーションを通じた地域活性化

KAWAGUCHI, Natsuki （人文地理学）

竹内　潔【准教授】
■地方自治体による文化政策のあり方に関する研究
■文化・芸術に内在する創造性を活かした地域づくりに関する研究

TAKEUCHI, Kiyoshi （文化政策論／創造地域論）

竹川　俊夫【教授】
■地域福祉（地域を基盤とする福祉政策や民間の福祉活動）に関する研究
■コミュニティワークに関する研究

TAKEGAWA, Toshio （社会福祉学）

菰田　レエ也【講師】
■サードセクター（NPO・協同組合・社会的企業）に関する研究
■コミュニティ再構築に関する研究

KOMODA, Reeya （社会学・社会調査）

山下　博樹【教授】
■持続可能で住みよい都市のあり方に関する国際比較研究
■都市の店舗・施設立地の課題に関する研究

YAMASHITA, Hiroki （都市地理学）

筒井　一伸【教授】
■農山村の地域づくりに関する研究
■農山村と都市の地域間関係に関する研究

TSUTSUI, Kazunobu （農村地理学）

稲津　秀樹【准教授】
■移民／マイノリティをめぐる社会問題の経験的研究
■災害後社会における「復興」像と人間関係の再構築に関する研究

INAZU, Hideki 
（社会学／カルチュラル・スタディーズ）

村田　周祐【教授】
■地域生活の再編をめぐる社会学的研究
■人と自然の関係論（農・林・漁・スポーツ）

MURATA, Shusuke （村落社会学）

大元　鈴子【准教授】
■地域課題の解決にも寄与する地域の食に関する研究
■国際環境認証・認定制度の地域による使いこなしに関する研究

■生命と医療に関わる倫理的・法的・社会的問題の研究
■自己決定を巡る問題の法哲学的研究

丸　祐一【教授】MARU, Yu-ichi （法哲学／生命倫理）

■地域経済の持続的発展に関する研究
■地域振興政策のあり方に関する研究

多田　憲一郎【教授】TADA, Ken-ichiro （地域経済学）

OMOTO, Reiko （地理学／フードスタディーズ）

白石　秀壽【准教授】
■地域商業における小売業者の効率性と公平性に関する実証研究
■企業の制度的補完性と多様性に関する実証研究

SHIROISHI, Hidetoshi （マーケティング）

　2年次必修科目の「地域調査プロジェクト」では、地域創造コースの2年生全員が特定
の調査対象地域に実際に足を運び、自らの関心や問題意識にしたがって地域の現状や課
題を明らかにするとともに、今後の地域づくりに向けた提案などを行います。この取り組み
を通じて学生は、社会調査や地域分析の基礎を身につけるとともに、住民との交流や報告
会の開催などを通じてコミュニケーション力やプレゼンテーション力などの技能を磨きま
す。そして 3 年次以降は、この地域調査プロジェクトで培った基礎力の上に専門的な知識
や技術を積み上げ、総仕上げとしての卒業研究に挑みます。
　本プロジェクトでは、地元自治体の多大な協力のもと、これまで湯梨浜町（2005-07年
度）、岩美町（2008-10 年度）、鳥取市南部地域（河原・用瀬・佐治）（2011-13 年度）、琴浦
町（2014-16 年度）、八頭町（2017-19 年度）、そして倉吉市（2020 年度 -）を対象地域とし
て調査活動を実施しています。そして1年間の活動の成果は、年度末に現地で開催する報
告会や、調査の成果をまとめた調査報告書を作成することによって公表されます。このよう
に「地域調査プロジェクト」は、「知と実践の融合」を基本理念とする鳥取大学の教育グラン
ドデザインや、「地域づくりのキーパーソンの育成」という地域学部創設のコンセプトを代
表する授業であるといえます。

●八頭町における認知症対策の現状と課題 ―認知症の方と共に創る理想の地域社会
●活性化団体の活動から見る若桜鉄道各駅の価値と課題
●八頭町における環境にやさしい農業の取り組み
●隼地区の住民におけるハヤブサ Lab. の利活用の現状
●何気なさのその先に ―茂田の日常にあるもの
●地方議員のなり手不足解決に向けて
●定住自立圏は倉吉市にとって有益か
●人材と企業の誘致による地域の活性化
●なぜ人は動くのか―人口913人の灘手から学んだこと―
●関金における農泊事業の沿革と農家の取り組み
●子どもの貧困問題の現状と解決に向けた課題 ―スクールソーシャルワーカーの
　可能性に着目して―

地域創造コース

　地域創造コースでは、はじめに地域を形成
する様々な要素を専門的な知識を有する先生
方より網羅的に学びます。その後、その中でも
自分が最も関心を寄せる分野をゼミでさらに
深めることが出来ます。私はゼミでふるさと納
税について研究をし、自分の中で納得の行く

調査を行うことが出来ました。他にも、ゼミでは、首都圏調査や裁判所、
公正取引委員会の方との交流など様々な経験をさせていただきまし
た。講義の中で地域に出向く機会も多々あり、地域の中に答えがある
ことに気づきました。大学を卒業したあとも、このままお世話になった
地域に身を置きたいと思い、鳥取県内に本店を置く唯一の地方銀行で
ある鳥取銀行へ就職を決めました。きっかけをくれた地域創造コース
で大学生活を過ごせたことは振り返ってみても良かったと思います。
　受験生の皆さま、将来を不安に思う事もあるかもしれません。大事な
進路です。地域創造コースは胸を張ってオススメできる選択肢です。

　地域創造コースでは、フィールドワークに
行く機会があります。私は、実際に林業や漁
業を体験し、人々の生活の中にある知恵や工
夫から地域をみつめる「生活論」という学問
に興味を持つようになりました。卒業研究で
は、自分が生まれ育ったむらの人々と共に過

ごすことで、過疎化が進行するむらの存続について調査研究しました。
その中で、人々がそれぞれの目の前にある課題と向き合いながら、
その地域で懸命に生きる姿を目にしました。そこから、地元の人々
が何十年後も自分らしくいきいきと暮らしていけるようにサポートで
きるような仕事がしたいと考え、福知山市役所に就職することとなり
ました。
　地域創造コースには、様々な専門分野の教員による学術的な学び
が用意されています。その中で、多様な考え方を身に着け、皆さん
には、自分なりの生き方を見つけていただければと思います。

2023年3月　地域創造コース卒

森田　恒志郎 MORITA, Koshiro

株式会社鳥取銀行勤務

2023年3月　地域創造コース卒

中井　美優 NAKAI,Miyu

福知山市役所勤務

VOICE 卒業生の声

・中学校教諭1種免許（社会）
・高等学校教諭1種免許（地理歴史・公民）
・学芸員　・学校図書館司書教諭
・社会教育主事　など

目指せる免許と資格 期待できる進路
公務員（地方、国家、警察など）、大学職員、民間企業（金融、流通、運輸、旅行、
マスコミ、製造業など）、中学校・高等学校教諭、ＮＰＯ・ＮＧＯ職員、大学院進
学など
［近年の実績］鳥取県庁、鳥取市役所、広島市役所、鳥取労働局、大阪国税局、
鳥取銀行、中国銀行、佐用郡森林組合、日本生命保険、タマホーム㈱、双日建材、
ラジオ関西、兵庫県中学校教諭、鳥取大学大学院、岡山大学大学院など

地域活性化論

コミュニティ構造論

コミュニティ支援論

地域資源創造論

地域ガバナンス論
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地域における人づくりのキーパーソンを育成
〔学生定員55名〕人間形成コース

「学びの柱」となる 3 つのプログラム

　子どもの社会的・文化的・心
理的・医学的多様性と学習・発
達との関係を学び、地域におい
て、学習や発達に困難を抱える子
ども達を含めたすべての子ども達
の教育ニーズを満たすことのでき
る人材を養成します。卒業後は、
幼児教育や特別支援教育や保育
士など、広く社会福祉分野の現場
で活躍するとともに、政策づくりあ
るいはそれを推進する人材養成
の場で地域の人づくりを支える役
割を担うことが期待されます。

　生涯発達の立場から人間の学
びを捉え、学習科学の理論的・
実践的理解に基づいて、様 な々文
化領域における効果的な学習や
研修プログラムをデザインする力
と実践力をもった人材を養成しま
す。卒業後は、地域の企業におけ
る人材開発分野や教育産業のほ
か、小学校を中心に学校現場で
教員として地域の人づくりを支え
ていくことも期待されます。

　家庭・学校・社会における教
育の諸問題を地域の持続的発展
との関わりにおいて捉え直し、教
育学の立場から原理的かつ実践
的に理解することを通じて、人々
の生涯にわたる学習と発達を支
援し、課題解決、社会づくりに貢
献できる力をもった人材を養成し
ます。卒業後は、教員や、各種の
教育・福祉関連の施設の運営や
行政機関、学校現場において地
域との連携を図る中心的存在とし
て活躍することが期待されます。

発達福祉
プログラム

学習デザイン
プログラム

地域と教育
プログラム

地域教育学の考え方

産

発達福祉
（ケアー養育・養護・保育等ーの側面）

時
間
軸

地域における人間形成を
トータルに把握する

地域における人間形成を
計画・実践・評価する

地域教育

育 訓 教

学校的営み

生涯学習
産：産む、引き出す
育：養い太らせる
訓：しつける　訓育
教：（文化を）教授する

人間の形成作用の広がり

誕　生

往　生

●

●

１. 人間形成と教育を、学校教育を含む発達福祉と生涯学習という幅広い視野から、地域という場で把握す
ることを目指します。

２. 地域の教育における主体・アクター（子ども、保護者、地域住民、学校教職員、福祉関係職員、教育委員
会･･･）とともに、地域を土台とした人間形成と教育をどの様に創り出すかを考えます。

人間形成コースのカリキュラム

●必修科目の、演習や選択科目によって、それぞれの将来を見据えた学びが可能です。
●学年が上がる中で、自らの研究上の興味関心を踏まえたプログラムに所属して学びを深めていきます。

学
年

１
年
次

２
年
次

３
年
次

４
年
次

必修科目等

地域学入門
地域教育学入門
学習社会論
教育の課程と方法

大学入門ゼミ
地域フィールド演習

生涯発達論

卒業研究

地域学総説 A
家族支援論
障害児教育学総論

地域調査プロジェクト
保育実習
海外フィールド演習

保育実習
教育実習（基礎）
教育実習指導
インターンシップ
専門ゼミ

演習・実習系 選択科目群

心
理
学
系
科
目

教
育
学
系
科
目

発
達
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム

地
域
と
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

学
習
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

保
育（
幼
児
教
育
）学
系
科
目

特
別
支
援
教
育
学
系
科
目

教
科
教
育
学
系
科
目

教育実習（応用）
保育・教職実践演習（幼・小）
教職実戦演習（中・高）
人間形成ゼミ

9

人
間
形
成
コ
ー
ス

地
域
学
部
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●新入生歓迎会
●教育実習/主免許
　（幼稚園・小学校・中学校／各応用4年次） 

・幼稚園教諭1種　・小学校教諭1種　・特別支援学校教諭1種
・保育士（定員10名　入学後に選考します）
・社会教育主事　・学芸員　・学校図書館司書教諭　
［他コース・他学部での科目履修で取得可能な免許］

・中学校教諭1種（国語、英語、社会、理科、数学）
・高等学校教諭1種（国語、英語、数学、理科、地理・歴史、公民）

目指せる免許と資格 期待できる進路
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教諭、保育
所・児童福祉施設の保育士、学校図書館司書、教育関係職員、社
会福祉施設などの職員、大学院進学など

[近年の実績]
学校教諭（鳥取県、島根県、岡山県、兵庫県、和歌山県他）、幼稚
園教諭（鳥取市）、保育士（倉吉市）、鳥取県庁、兵庫県庁、鳥取市
役所、松江市役所、明治安田生命、阪急電鉄（株）、山陰ケーブルテ
レビジョン、（株）今井書店クループ、（株）ウッズカンパニーなど

　人間形成コースでは、希望する進路や資格等に合わせ
て、様 な々実習の機会があります。小学校・幼稚園・特別
支援学校における教育実習や、保育園・児童福祉施設に
おける保育実習、さらには人間形成ゼミ等のゼミ活動を通
じて、地域に出向き、調査活動を行っています。学校・放
課後児童クラブ・児童福祉施設・子ども会・障害児者施設・
NPO といった地域のさまざまな活動の場でボランティアを
体験する機会も豊富にあります。

 学びの特徴
学生生活
（年間スケジュール）
※代表的な行事や出来事です。時期など変更に
　ある場合があります

人間形成コース

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
●定期試験　　●卒業論文・修士論文発表会
●保育実習Ⅱ・Ⅲ（2月末から3月上旬）

●教育実習/副免許（幼稚　園・小学校・中学校／各4年次）

●教育実習/主免許
　（幼稚園・小学校・
　　中学校／各基礎
　 3年次）
●教育実習（特別支援
　学校Ⅱ・2・4年次） 

●定期試験（～8月上旬）
●教員採用試験　※時期は自治体により異なる

●鳥取大学開学記念日（6月1日）
●教育実習（特別支援学校Ⅰ・4年次）

　私は人間形成コースで主に保育幼
児教育について学んできました。幼稚
園での教育実習や保育園、児童養護
施設での保育実習では、子どもたち
の発想に自身のほうがわくわくさせら
れるような日々を通して、知と実践の

融合を経験することができました。また、地域調査プロジェク
トやフィールド演習、公民館での地域交流、学習支援ボランティ
アなどの活動を通して地域の方や子どもたちと関わる機会を
持てたことも大きな財産になりました。たくさんの人と関わる
ことで、それぞれの考え方や価値観に触れ、様々な視点から
物事を捉えることができるようになりました。保育教育職とし
て子どもたちと関わる中でも、自分の当たり前にとらわれず、
目の前の一人ひとりに寄り添う姿勢を大切にしています。

　人間形成コースの 4 年間では、地
域と教育を関連付けながら学ぶ中で人
と繋がることの大切さを学びました。
幼児教育から高等教育まで、幅広い
分野を学ぶ仲間と共に過ごすことでた
くさんの知識や考え方を知ることが出

来ました。人間形成コースでの出会いを通じ、子ども食堂な
どの地域活動に参加したり、講義やゼミでは地域に足を運び
ながら学ぶことで、地域ぐるみで子ども達を支えているという
ことを肌で感じました。さらに教育実習では、実際に子どもた
ちと関わることの喜びと実践の難しさを感じましたが、先生方
の経験や専門的な知識からサポートして頂き、挑戦すること
の大切さを学びました。大学での貴重な経験を生かして、小
学校教員として子ども達一人一人と向き合っています。

202３年3月　人間形成コース卒

足立　和音 ADACHI, Kozune

小学校教諭（京都府）

2023年3月　人間形成コース卒

石井　菜々子 ISHII, Nanako

保育教育職（倉敷市）

VOICE 卒業生の声

専任教員プロフィール

実習・演習を通した活動的学び

●入学式　
●オリエンテーション
●前期開講
●新入生合宿研修

●後期開講
●風紋祭

●オープンキャンパス
●保育実習Ⅰ（8月末～9月上旬）

石山　雄貴【准教授】

■持続可能な地域づくりに向けた環境教育・自然保護教育の役
割に関する研究■災害からの復興を支える教育に関する研究

ISHIYAMA, Yuki （地域教育計画論）

河合　務【教授】

■近代化と学校・家族の機能変容
■子ども観の歴史

KAWAI, Tsutomu （教育思想、教育史）

呉　永鎬【准教授】

■植民地主義および脱植民地化と教育
■多文化共生、マイノリティと教育

O, Yongho （教育社会学）

谷中　久和【准教授】
YANAKA, Hisakazu （心理学、脳科学）

塩野谷　斉【教授】
SHIONOYA, Hitoshi （保育環境論）

小林　勝年【教授】
KOBAYASHI, Katsutoshi （臨床発達心理学）

畑　千鶴乃【准教授】
HATA, Chizuno （児童福祉政策）

福山　寛志【講師】
FUKUYAMA,Hiroshi （発達心理学）

高橋　健司【教授】

■地域の伝統文化の継承に向けた教材・学習開発
■グローカルな視点からの社会科教育研究

TAKAHASHI, Kenji （社会科教育学）

小笠原　拓【教授】

■国語教員の学びと教養についての研究
■国語科教育に関する史的研究及び実践的研究

OGASAWARA, Taku （国語教育学）

鈴木　慎一朗【教授】

■音楽教育学における史的ならびに実践的研究
■唱歌，童謡ならびに民謡に関する研究

SUZUKI, Shin-ichiro （音楽教育学）

溝口 達也【教授】

■教授人間学理論に基づく数学教授学の研究
MIZOGUCHI, Tatsuya （数学教育学）

関　耕二【准教授】

■地域や学校における健康・スポーツ活動の研究
■体力（特に全身持久力）の向上のための生理学的研究

SEKI, Koji （スポーツ科学、教育生理学）

中尾 泰斗【准教授】

■日本画制作に関する作家研究と材料・技法研究
■初学者の造形力向上にむけた観察法の検討

NAKAO,Taito （美術教育学）

■発達と障害の基礎研究 , 療育技法の開発
■知的障害・発達障害等の心理と教育・保育

田中　大介【准教授】
TANAKA, Daisuke （発達心理学・認知心理学）
■意識の階層性と認知過程に関する実験心理学的
研究■生涯発達における文化・社会的要因の研究

■乳児期における他者理解とコミュニケーション
■自閉症スペクトラムの社会性と感覚過敏

■社会的養護の元で暮らす子どものアドボカシーシステム構築に関する研究
■養育困難家庭への地域レベルでの機関連携支援システムに関する研究

■保育の物的・空間的環境に関する研究
■保育ソーシャルワークに関する研究

青山　聡【講師】
AOYAMA, Satoshi  （英語教育学）
■言語発達を促す誤り訂正に関する研究
■第二言語習得研究に基づく英語科教育法の研究

渡邉　正人【講師】
WATANABE, Masato （特別支援教育）
■重度・重複障害児の初期学習に関する研究
■見えにくい子どもへの発達支援

泉　直志【准教授】
IZUMI, Naoshi （理科教育学）
■理科授業におけるアーギュメンテイション促進に
関する研究

■高次認知機能の基礎
■子どもの高次認知機能の発達

寺川　志奈子【教授】
TERAKAWA, Shinako （発達心理学・教育心理学）
■子どもの自我・自己、社会性の発達
■重要な他者意識の発達に関する国際比較

教育学分野 理・数教育分野

芸術・健康教育分野

心理学分野

保育幼児教育・児童福祉分野

社会・言語教育分野

特別支援教育分野
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日本と世界の様々な地域で
｢一人ひとりの生活と生の充実｣｢つながりの創出｣を
文化を通じて実現していくために

〔学生定員55名〕国際地域文化コース

「学びの柱」となる 3 つのプログラム

　本プログラムは、自然と人間の
営みが創り上げてきた日本と列島
の歴史や、人間の豊かな内面世界
を理解し、日本の文化について多
面的に学ぶプログラムです。授業
では、大地に眠る遺物資料や文字
資料などから日本の歴史や文化
遺産の重要性を考えるとともに、
日本語学・日本文学を通じて日
本の文化についての理解を深めま
す。人間の創り出した遺物と書物
の双方を通じて日本の文化をより
深く学んでいくことが、このプログ
ラムの特徴です。また、欧米や東
アジアなどの歴史や文化に関わる
科目とあわせて履修することで、
日本の歴史と文化を広い視野か
ら捉えられるようになります。さら
に、実践的な科目を通じて、地域
の豊かな文化資源を再発見し、評
価・活用する基礎を学びます。

　本プログラムでは、近現代社会
の成り立ちと文化的特質、世界の
様々な文化とその出会いから生ま
れる変化、文化が生活においても
つ意味などを多角的に学びます。
多様な文化が織りなす関係性を捉
えるまなざしを鍛えることで、歴史
や文化の違いを認め尊重しつつ、
絶えず変化していく多文化的現実
に柔軟に対応できる発想力と行
動力の獲得を目指します。
　本プログラムの特徴は、世界の
様々な地域の言語･歴史･文化･社
会･芸術などを学術的に学べるこ
とです。また海外での語学研修や
フィールド演習等を通して、現地
感覚・現場感覚を身につけなが
ら、多文化的な状況で生じる課題
に実践的に取り組んでいきます。

　さまざまな芸術や文化の源で
ある「創造性」は、私たちひとりひ
とりの生を充実させるものである
と同時に、異なる文化を背負った
人びとが共に暮らしていくために
必要な「ゆるやかなつながり」の
術ともなるものです。　本プログ
ラムでは、文化と文化をつなぐアー
トの役割や、身体表現と豊かな生
の関係、素直な自己表現を通じた
他者との交わりを学ぶことで、自
らの可能性を切り開き、また「ゆる
やかなつながり」が紡ぐコミュニ
ティについて学びます。アートや
デザイン、フィールドワーク調査
研究や地域の実践活動への参加
を通じ、異文化がぶつかりあう現
代社会をより豊かなものへと変え
ていくために必要な専門的知識
と実行力を身につけることを目指
します。

日本の歴史と文化 グローバルな文化と地域 創造性とコミュニティ

学修を明確化するために、学生の希望に基づき２年次後期に選択　＊定員は設けません

学びの目的
　国際地域文化コースでは、現代社会の文化的特質を理解するとともに、人や文化がグローバルに移動するなかで、国
や地域で歴史的に形成されてきた文化が異なる文化と出会い、選択・受容・反発・混淆を通して絶えず変化していく
ことを学びます。そして、芸術文化を含む様々な文化、それらの関係性と変化、様々な文化が生活においてもつ意味を、
深く理解することを目指します。こうした学修によって、自らを知り、また日本を含む世界の様々な地域で、異質性を理
解し、創造性を活かして「一人ひとりの生活と生の充実」「つながりの創出」を実現するために必要な知識と技法、言語
能力や現地感覚・現場感覚を身に着けた人材を養成します。
　そのための学びの柱として３つのプログラムを設けています。考古・歴史・言語・文学を軸に地域や日本の文化を
深層から学ぶ〈日本の歴史と文化〉、英語・中国語・韓国語などの言語のほかに、多様な地域の歴史と文化について学
ぶ〈グローバルな文化と地域〉、芸術などを通じて、新たな見方や生き方を生み出す「創造性」の社会的役割を実践的に
学ぶ〈創造性とコミュニティ〉です。
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カリキュラム
学部学科
コース
プログラム

学部共通科目(必修)

○印は選択

 コース基幹科目(必修)

○印は選択

コース展開科目(選択)　プログラムごと

日本の歴史と
文化プログラム

グローバルな文化と
地域プログラム

創造性とコミュニティ
プログラム

地域学入門
○児童福祉論
○地域フィールド演習

地域調査プロジェクト
○ジェンダーと法
○社会保障法
○農村地域論
○流域地形学
○生態学Ⅰ
○社会・文化・教育と地質学
○海外フィールド演習A･B

地域学総説A
専門ゼミⅠ･Ⅱ
○地域学総説B･C
○環境教育論
○自然災害論
○生態学Ⅱ
○比較教育
○融合ラボ
○インターンシップA･B･C

○国際地域文化調査実習
Ⅰ･Ⅱ

日本古典文学 
日本現代文学
日本語と近代
漢文学講読
書道教育論
日本近代史
古環境調査法
歴史資料保存論

卒業研究

国際交流と異文化理解
英米文学講読
アメリカ地域文化論
英語学概論
実践外国語（中国語･韓国
語）Ⅰ･Ⅱ
比較地域論

芸術学実践
アートマネジメント実践
パフォーミング･アーツ
実践（身体表現）
ビジュアル･アーツ実践
（視覚メディア）
コミュニティ創造支援論
ソーシャルマーケティング論
文化政策論

国際地域文化序説
グローバリゼーション論
世界システム論
日本語と文化
社会言語学入門
芸術文化形成論
アカデミック･リーディング･
ライティング１

日本古典文学概論
日本近代文学概論
日本史概論
歴史・文化遺産論

日本近代文学
日本古典文学講読
日本語と地域
中国古典文化論
文化財保存修復概論
考古学入門
書写書式演習
創造地域論

英米文学形成論
英語圏文学と文化
日英比較文法論
東アジア文化史
実践英語Ⅰ･Ⅱ
多文化共生社会論

アートマネジメント論
文化施設マネジメント論
ダンスと多文化コミュニティ
視覚メディアと多文化コミュニティ
創造地域論
ワークショップ入門
認知心理学

アメリカ研究入門
東アジア地域史
国際理解（グローバル･
スタディーズⅠ･Ⅱ）

ビジュアル・アーツ入門
パフォーミング・アーツ入門

現代文化社会論
人と自然の関係史
アカデミック･リーディング･
ライティング２
○国際地域文化特殊
　講義Ⅰ･Ⅱ

1年次

2年次

3年次

4年次

コース展開科目は、選んだプログラムの科目を中心に、他プログラム・他コースなどの科目を
選択して履修します。表には、各プログラムで推奨する他コースなどの科目を示しています。

青字は実習･演習科目　　  　緑字は他コースなどの科目



米田　真理子【教授】
■随筆や説話などの散文の研究
■栄西を中心とする中世禅の見直し

YONEDA, Mariko （日本中世文学）

岡村　知子【准教授】
■昭和期文学の思想的系譜
■日本におけるマイノリティ文学

OKAMURA, Tomoko （日本近代文学）

作田　将三郎【准教授】
■江戸時代以降の方言語彙史・方言音韻史研究
■方言が反映された文献に関する資料論的研究

SAKUTA, Shozaburo （日本語学・方言学）

岸本　覚【教授】
■明治維新史／幕末維新期の政治と宗教
■鳥取の近代史

KISHIMOTO, Satoru （日本史学）

高田　健一【教授】TAKATA, Ken-ichi （考古学）

中原　計【准教授】NAKAHARA, Kei （環境考古学）

李　素妍【准教授】
■文化財保存と活用
■文化財防災

LEE, Soyeon（保存科学） 柳　静我【教授】YU, Jeungah （東洋史）

杉村　藍【教授】
■19世紀イギリス小説・文化研究
■オンライン英語教育・教授法研究

SUGIMURA, Ai （英文学・オンライン英語教育）

中尾　雅之【准教授】
■英語文体論
■語りのスタイルと視点

NAKAO, Masayuki （英語学）

ギンナン アレクサンダー【講師】
■グローバリゼーションと文化理論
■視覚文化と地域研究

GINNAN, Alexander
（文化交流論）

五島　朋子【教授】GOTO, Tomoko （アートマネジメント）

筒井　宏樹【准教授】
■日本近現代美術史
■美術批評理論

TSUTSUI, Hiroki （美学美術史）

木野　彩子【准教授】
■ダンスを通じたコミュニティの形成
■近代日本における身体観の変遷

KINO, Saiko （ダンス）

佐々木　友輔【准教授】
■映画による場所論・風景論
■映画・ドキュメンタリー制作の理論と実践

SASAKI, Yusuke （視覚メディア表現）

■木材利用史の環境考古学的研究　■木製品の生産と流通（主に弥生時代）
■人と自然環境の相互関係史

■18世紀清－チベット関係　
■伝統中国の都市を中心とする地域社会の比較史的研究

中　朋美【准教授】NAKA, Tomomi （アメリカ研究・文化人類学）
■アメリカの宗教と社会、文化　
■アーミッシュ、メノナイトの宗教と経済活動の研究

■地域劇場の運営に関する研究　
■芸術文化の創造性をいかしたまちづくりに関する研究

川井田 祥子【教授】KAWAIDA, Sachiko （創造都市論）

■芸術文化を活用した地域再生に関する研究
■アートによる社会的包摂に関する研究

■弥生時代・古墳時代の金属器生産と流通
■初期農耕社会の形成過程

期待できる進路
公務員、文化財関連財団職員、国際交流員、民間企業（金融、マス
コミ、出版、旅行、イベント企画など）、美術館・博物館学芸員、中学
校・高等学校教諭、大学院進学など

［近年の実績］
静岡県庁、鳥取市役所、神戸市役所、宍粟市役所、琴浦町役場、鳥
取大学、JR西日本、日本郵政、シャープ、山陰合同銀行、鳥取銀
行、倉吉信用金庫、日丿丸産業、湯快リゾート、両備バス、NPO
法人鳥の劇場、鳥取大学大学院、神戸大学大学院 など

目指せる免許と資格
・学校図書館司書教諭 ・学芸員
・中学校･高等学校教諭１種免許(国語･英語)　・日本語教師専任教員プロフィール

歴史環境分野

多文化領域分野

芸術文化実践論分野

芸術文化理論分野

日本文化分野

グローバル英語文化分野

　主に 3 年次の「国際地域文化地域調査実習Ⅰ・Ⅱ」
において、地域の文化財について、野外では、遺跡
の実態解明のための発掘調査や保存に向けた劣化状
況の調査などを行います。また、屋内では、出土した
遺物の整理や分析、保存方法の実験などの作業も行
います。

　東アジア地域（台湾・韓国・中国）の歴史・
文化を現地調査を通じて学びます。

考古学・保存科学フィールドワーク

国際地域文化コース
フィールドワーク 日本と世界の様々な地域で

多彩なフィールドワーク活動を展開しています。

VOICE 卒業生の声
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東アジアプロジェクト

　グローバル and ローカル、小さな世界都市を目指し
コウノトリを中心とした自然との共生と芸術文化の街づ
くりに力を入れる兵庫県豊岡市での実地研修です。

　北米の街で、文化的多様性に関するテ
ーマを探求します。また現地の大学生や地
域の人々の活動について学びます。

豊岡フィールドワーク

北米プログラム

　私は、高校生の頃から日本の歴史・
文化に興味があったため、日本の歴史
と文化プログラムに参加し、ゼミは考
古学ゼミに所属しました。ゼミでは、
山陰地方の玉類についての研究を行い
ました。玉類が出土した古墳の報告書

から、データを一つずつ収集・分析することで地域の考古学を
深く探求できることにやりがいを感じました。また、考古学の他
に地域の文化施設で音楽劇のイベントを企画・運営する芸術系
の授業も履修していました。学生主体でイベントを一から作り
上げるまでに様々な苦労や課題がありましたが、多くの方と協
力しながらやり遂げることができました。授業での学びを通じて、
一つの物事をやり遂げることや周囲と協力することなどを経験
し、自身の成長につながったと思います。今後は、本学での学
びを活かして、地域のものづくりに貢献していきます。

　私は高校生の頃、言語（日本語や英
語）や社会のマイノリティーの問題に興
味を持っていたので、留学先を日本に
決め、その中でも鳥取大学の国際地域
文化コースへ進学を決めました。本コー
スでは、日本や東アジアの文化だけで

はなく国際社会についても広く学ぶことができます。さまざまな
学びを通して、私は自分の固定観念などを実感することができ
ました。また幅広い視野から社会においてどのように生きていく
べきかを考えることができるようになりました。在学中は、複数
の国際交流プログラムに参加することで、新たな機会や自分を
見つけることができました。その中で、私はより多様な業種・業
界の人々と関わりながら社会に役立ちたいと感じるようになり、
幅広いネットワークを有する金融業界を志望することに決めま
した。卒業後は、本コースでの学びや銀行員としての知識を活か
して、社会に貢献できるよう尽力していきたいと思っています。

2023年3月　国際地域文化コース卒

櫛橋　南美 KUSHIHASHI, Minami

メーカー（事務系職種）勤務

2023年3月　国際地域文化コース卒

KANG, Umi

金融系勤務



　地域学部附属芸術文化センターは、地域の芸術文化（音楽・美術・
舞踊・視覚メディア・アートマネジメントを中心とする）の振興に役立つ
ための研究と教育を行う組織です。鳥取という地域を主なフィールドとし
つつ、開かれた地域研究の一環として、地域の芸術文化の振興、その
創造と発展、継承に役立つための研究と教育を行います。芸術文化セ
ンターは、地域の発展に欠かせない芸術文化の分野を担当し、地域に
おける芸術文化の「頂点の伸長と裾野の拡大」に貢献します。
　芸術文化センターでは、教員各自が固有の教育研究領域を設定し、
芸術文化分野における専門性を生かしたオリジナル研究を行います。
そして積極的に政策提言を行い、芸術文化を通じた地域の活性化と生
活の質の向上に貢献します。

芸術文化センターとは？

●今日の地域にとって、芸術文化はどのような意味を持つのか
●地域の芸術文化資源の把握とそのマッピング
●地域の芸術文化施設の現状と問題点の分析及び有効活用の方策

基礎研究

●幼児から高齢者まで、また障害者を含むユニバーサルな形で住民が
参加できる芸術文化はいかにして可能か。その多様な実現方式を探
り実施します。
●次世代への芸術文化の継承・育成のための活動を推進します。
●学内外において芸術文化センター教員等の発表を行い、地域住民に
芸術文化に触れる機会を提供します。
●学内外において芸術文化に関わる講演等を実施します。
●地域住民に芸術文化に関わる実技指導等を行います。

支援と育成

●「イラストで見る、鳥取市内の映画館＆レンタルビデオショップ史」
　2022 年 1月　会場／ gallery そら
●「見る場所を見る2̶アーティストによる鳥取の映画文化リサーチ」
　2023 年 1～ 2月　会場／ gallery そら

芸術文化センター関係事業例

●学会等と連携し、国内外における芸術文化とその振興にかかわる情
報の収集・分析と、地域への発信を行います。
●芸術文化に関わる個人・団体・行政等が自由に意見交換できる交
流の場を設けます。

交流と情報発信

芸術文化センター
人と人の心をつなぐもの、それが芸術文化です。

https://www.rs.tottori-u.ac.jp/artculturecenter/

［展覧会・講演会等の実施］

●鳥取夏至祭　2017 年～現在　会場／鳥取市中心市街地
●即興音楽とダンスのワークショップ　2018年～現在　会場／わらべ館

［演奏会・公演等の実施］

●ワークショップデザイナー講座　2013-15 年　会場／鳥取大学　他
●地域資源を顕在化させるアートマネジメント人材育成事業（文化庁）
　2018～20２０年

［その他の事業］

個人や団体による芸術活動

地域における芸術文化の「頂点の伸長と裾野の拡大」への寄与
芸術を通じた地域の活性化と生活の質の向上

芸術文化の享受者 芸術文化の支援者
自治体職員・教職員・個人・
NPO・企業メセナ等（　　　　　）

3コース

地域学部 地域連携

産学・地域
連携構成

芸術文化
センター

鳥取大学

地域学部附属
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photo: Ryoko Tanaka

地域学研究会
私・私たちの暮らしの場をどのように創っていくのか
　本研究会は、地域学部に所属する、多様な専門分野の研究者が集い（＝学際）、地域に内在する知の体系に学びながら（＝超学際）、一人一人の生活者
が抱える問題に当事者としてアプローチすることを目指しています。

　2010 年より、年に一度開催してきた地域学研究大会では、近代知を相対化し
つつ、地域をダイナミックに捉え返す視点や取り組みをご提示いただける方々にご
登壇いただき、教員・学生・学外からの参加者がともに議論することで、多くの
貴重な気づきを共有してきました。
 〈基調講演者〉
向谷地生良氏（2021 年）、柴崎友香氏（2019 年）、内山節氏（2018 年）
森まゆみ氏（2017 年）、平田オリザ氏（2016 年）

地域学研究大会

地域学入門
　「地域学入門」は、地域学部１年次の必修授業です。政策・教育・
文化にまたがる諸問題や実践例を、学外講師・教員・卒業生がオムニ
バス形式で紹介し、本学の地域学が目指すものを描き出します。

　「地域学総説A」は、地域学部 3年次の必修授業、「B」は選択授業
です。ゼミに所属し、卒業後の進路を模索するにあたり、学ぶこと・働く
ことの意義と多様性を、魅力的なゲストに語っていただきます。

地域学総説A・B

https://www.rs.tottori-u.ac.jp/research/outline/

専門学的学問

学問分野視点

地域

人間

環境

… …

地域学

人間学

環境学

経
済
学

法
学
歴
史
学

物
理
学

地
理
学

◯
◯
学

学際（interdisciplinary）

知識の双方トランスレーター（媒介者）

科学者・専門家が
生産する科学知

市民科学・参加型
調査の知識

地域に関わる科学者
統合・体系化・協働実装

一次産業生産者
（農業者・漁業者）の知識

生活の視点
わたしからの視点

企業・産業界の知識

地域に関わる統合知
ステークホルダーによる
意思決定とアクションの基盤

地域の知

NGO・NPOの知識

地域行政の知識

超学際（transdisciplinary）

生活知、
在来知（LEK）、
伝統的生態知（TEK）、
民俗技術、etc
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海外実践教育

1.ベトナム・フエプログラム

フエ大学（ベトナム・フエ） ※1 年次は 1 単位まで履修可能ですが、
　卒業要件外単位とします。

※1 年次は 1 単位まで履修可能ですが、
　卒業要件外単位とします。

※1 年次は 1 単位まで履修可能ですが、
　卒業要件外単位とします。

地域学部
１年次学生以上

2～3月
（約10日間）8名程度
日 程募集人数

対 象

地域学部
１年次学生以上

日 程募集人数

対 象

2～3月
（約2週間）6名程度

地域学部
1年次学生以上

3月
（約1週間）6名程度
日 程募集人数

対 象

地域学部
１～４年次学生

3月
（約2週間）10名程度
日 程募集人数

対 象

３.北米プログラム

北米（アメリカ・カナダ）の NGO・大学教育機関など

2.インドネシアプログラム

インドネシア国内の大学・NGO

２.中国語・歴史・文化プログラム in 厦門大学

厦門大学（中国・福建省）

アジアや北米をフィールドに地域学の様々な分野について現場で英語での調査を行います。
各地の学生達との交流やワークショップを行い、国際理解力やコミュニケーション力を培います。

農村コミュニティと地域文化の調査、フエ大学学生との交流を
行います。調査スキルの向上と、地域の諸課題をインターロー
カル、インターリージョナルな視点から捉えることを目指して
います。

北アメリカで「多文化社会とエスニシティ」を考察する海外調査
を行います。国の枠組みではとらえきれない「地域」やアイデン
ティティの「複雑性」について理解を深めます。

世界最多の島嶼から成る国であるインドネシア共和国で、人種・
生物・食文化などの多様性について、現地の大学や NGO の活
動に参加しながら理解を深めます。

中国厦門大学人文学院の協力を得て実施するプログラムです。
中国語の授業の他に、現地調査・厦門大学教員の講義・学生交
流を行います。厦門の歴史・民間信仰・華南地域の建築・華僑
の活動などに関する講義・調査を通じて、中国の多様性を再認
識し、さまざまな地域の繋がりを実感する学びとなっています。

海外フィールド演習Ⅰ

鳥取大学の海外体験学習のためのプログラムです。奨学金申請もできます。
鳥取大学プログラム

演習
内容

研修先

1.東アジアプログラム in 鳥取大学

鳥取大学

中国、韓国、台湾の大学と鳥取大学地域学部（地域文化
学科・国際地域文化コース）との学生相互交流プログ
ラムで、「東アジアで語学力と現地感覚をもって活躍で
きる人材を育成するプロジェクト」の一環です。参加学
生間の距離感が一気に縮まります。

参 加 大 学：厦門大学、翰林大学校、梨花女子大学校、高雄師範大学、
　　　　　　鳥取大学地域学部
プログラム：東アジアプログラム in 鳥取大学
　　　　　　中国語・歴史・文化プログラム in 厦門大学
　　　　　　韓国歴史文化調査 in 慶煕大学校

約 10 日間の日程で、中国・香港・台湾・韓国の学生たちが日本語と地域学の授業を受け、地域調査
を行います。地域学部の学生も一緒に参加します。毎年テーマを決め、まず、鳥取と周辺地域で実地調
査を行い、それを踏まえ、それぞれの国の事例を比較し、発表を行います。プログラム期間中、学生たち
は、交流を通じて「東アジア」の多様な言語・文化・歴史に触れ、国際性を身につけます。

東アジアプロジェクトⅡ

研修
内容

研修
場所

演習
内容

研修先

演習
内容

研修先

研修
内容

研修先

地域学部
１～４年次学生

8月
（約1週間）10名程度
日 程募集人数

対 象

3.韓国歴史文化調査 in 慶煕大学校

慶煕大学校（大韓民国・ソウル）

地域学部の学生と教員が一緒に調査テーマなどを決め、現地の
教員・学生の協力を得て行うプログラムです。フィールドワー
クを中心として、現地感覚を身につけた人材育成を目指します。

研修
内容

研修先

1.Global Gatewayプログラム
❶海外実践教育プログラム：ウガンダ（マケレレ大学）、メキシコ（南バハカリフォルニア大学）
❷語学・異文化理解プログラム：台湾英語研修（春：銘傳大学）、マレーシア英語研修（春・夏：マラヤ大学）
❸語学プログラム（大学での英語研修、3 ～ 5 週間）：オーストラリア（春：アデレード大学）、アメリカ（春：アーカンソー
大学、夏：カリフォルニア大学デービス校）、カナダ（夏：ウォータールー大学）
❹国内短期集中英語研修
❺協定校への交換留学
❻トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラムを利用した留学

2. 鳥取大学グローバル人材育成教育（TOUGH）プログラム
❶グローバル社会で必要とされる基礎力を養うことを目的とした「基礎力養成コース」
❷より高いグローバル能力を養うことを目的とした「グローバル強化コース」

アモイ

キョンヒ

　グローバル化と少子高齢化が進む今日、地域を知るとともに、自在に発想し行動する人材、海外進出して関係を構
築し、ビジネスや雇用の創出を実現する人材が求められています。地域学部では、海外フィールドワークなどを積極的
に取り入れて、異なる文化や習慣をもつ人々と関わることをためらわず、必要に応じた語学力と現場感覚・現地感覚を
身につけた人材の養成を目指しています。そのために以下のプログラムを用意し、旅費の一部を補助しています。 海

外
実
践
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English Overview

Faculty of Regional Sciences
    The Faculty of Regional Sciences was established in 2004 in order to foster the development of key individuals who 
can create prosperous futures for regions. “Region” is a term that refers to an area where people live and in which they 
build social relations.
    The world consists of overlapping regions that differ by scale and characteristics. Many problems that people are 
trying to address today can be better understood by using regions as the basic units on which to center their studies. To 
that end, the field of regional sciences serves to re-conceptualize existing academic frameworks. Our mission is to develop 
key individuals with a passion for creativity who offer specialized knowledge and skills in the regional sciences.

Majors

    Studies of Regional Creation
           In societies facing population decline, situations around regions are reaching new levels of complexity.  Concerns 
such as decreasing birthrates and aging society, population movement from rural to urban areas, dissolution of  
regional communities, decline of central areas, and financial stringency in local governments are in many cases 
interrelated.  In order to confront these problems, not only interdisciplinary theory formation, but diverse 
partnerships and collaboration between citizens, local government, NPOs, and businesses are needed.  In this major, 
students will explore innovative solutions for regional problems and acquire the skills necessary to become key 
individuals who can contribute towards building a desirable region.

    Studies of Education and Human Resource Development
         In this major, students will study a variety of subjects in specialized fields encompassing psychology, pedagogy, 
special education, curriculum and instruction, and the science of early childhood care and education. These subjects 
are intrinsically related to educational support and welfare. Students will also learn ways to cope with a variety of 
education-related issues. Through these courses and seminars, this major aims at producing specialists who can 
contribute to an improved quality of education, with a focus on training skilled teachers.

    Studies of Global and Regional Cultures
         This major deals with the study of culture, with a special focus on analyzing cultural aspects of local and global 
regions. It seeks to provide students with a solid understanding of key cultural topics such as language, history and 
religion, to develop critical and creative thinking, and to foster the ability to view regions from a cultural perspective. 
During their coursework, students will explore a broad range of cultural concepts, topics and issues. They will 
examine case studies of culture in local regions and diverse world regions including Europe, Asia, Africa and the 
Americas. Our educational approach involves innovative teaching methods in the classroom as well as off-campus 
fieldwork in local regions and overseas. Through our courses and seminars, we aim to develop graduates who can 
apply their specialized cultural knowledge and skills to contribute to the development of regions rich in culture and 
creativity.

The Association for Regional Sciences 
    Consisting of researchers with wide ranging fields of specialization affiliated with the Faculty of Regional Sciences, the 
Association for Regional Sciences aims to learn from knowledge inherent in regions to engage challenges and issues faced 
by individual inhabitants. Since 2010, the association has been holding annual meetings where guests are invited to 
present their ideas and discuss ways to dynamically reconsider modern knowledge and regions with students, instructors, 
and other participants. The association also plans the undergraduate courses Introduction to Regional Sciences and 
Foundations of Regional Sciences where students and guests think about the diverse meanings and ways of learning from 
and working in a region.

Art Center
    The University Art Center of the Faculty of Regional Sciences provides training for students in the area of culture 
and the arts, works closely with local communities, and carries out education and research aimed at promoting, 
developing and maintaining regional arts. Members of the center are active in promoting and supporting activities in 
various fields of arts. The center aims at working to improve the quality of life and invigorating regional society through 
culture and the arts.

地域学部1年生対 象 若干名（2022年度実績９名）募集学生数

国内実践教育

地域フィールド演習

　実践力のある地域のキーパーソンを育成するために、地域学部ではカリキュラムにさまざまな工夫を凝らしてきまし
た。地域の課題解決や創造に必要な知識は教室での講義やゼミでのディスカッションで習得する一方、実践力を養う
ための地域の人々とのコミュニケーションを重視したフィールドでの活動も重視しています。具体的には各コースの「地
域調査プロジェクト」やゼミでの「実地指導」のほか、コースの枠を越えた「地域フィールド演習」も実施しています。ま
た学生のこうしたフィールドでの教育・研究活動への参加には、旅費の一部に補助があります。

“Local & Global City”を体感する―豊岡市フィールドワーク―テ ー マ

演習内容 地域学部１年次前期の必修科目である「地域学入門」において、様々
な地域の実践者の方々のお話を伺います。2018 年度からは、その
うちの１コマで「小さな世界都市―Local ＆ Global City―」をま
ちづくりの基本方針に掲げる兵庫県豊岡市の関係者からもお話を
伺っています。これと連動する形で、希望者を募って、豊岡市の取り
組みを体感するために現地を訪ねるフィールドワークを行います。
2022 年度は、初の本格開催となった「豊岡演劇祭」の期間中に、各
自の関心に沿って鑑賞演目や訪問先の計画を立て、演劇祭開催地域
を訪れました。事後には、豊岡市の担当職員の方をお招きして学内
で学習会を開催し、現地で見聞きしたことと照らし合わせながらデ
ィスカッションを重ね、レポートを作成しました。近年はコロナ禍
の影響で計画変更を余儀なくされることもありましたが、地域の皆
さんのご協力のもと、毎回充実した内容となっています。２年次以
降も「地域学」を深めていく上で大切な視点や感覚をつかむことの
できる貴重な機会となっています。

地域学部3年生対 象 15名程度（2019年度実績10名）募集学生数

海外フィールド演習の体験を鳥取で発信テ ー マ

演習内容 地域学部専門科目「海外フィールド演習」では、インドネシア、ベトナ
ム、北米の各地での調査を行っています。これと連動する形でこの演
習では、前年度に「海外フィールド演習」に参加した学生が現地での
体験や学びを鳥取で発信します。2019 年度は鳥取市で開催される
国際交流イベントの一つである「タイムフェスティバル」にブースを
出展しました。このフェスティバルでは、毎年子供から大人まで、さ
まざまな年代の方が参加します。そういった方々にどのように海外
での体験や学びを伝えることができるかについて、事前の講義やワ
ークショップなどで準備を行いました。フェスティバルの当日は、ポ
スターでの説明に加え、バーチャルリアリティー体験（ベトナム）や、
ハラルフード（インドネシア）、現地についてのクイズ（北米）を交え
ながら、来場者の方々に海外フィールド演習での学びの一端を伝え
ることで、国内／国外という垣根を超えた「地域学」の理解を目指し
ています。

2019年10月14日タイムフェスティバルにて

豊岡市職員による「豊岡演劇祭」の
開催実績等の説明（2022年度事後学習会）
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学生状況・支援制度など
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　国の修学支援制度により住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生について、日本学生支援機構による給付奨学金と併
せて入学料・授業料の減免を行います。

　2020 年 4 月から始まった国の修学支援制度により、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生について、日本学生
支援機構による「給付奨学金（返還不要）」と併せて入学料・授業料の減免を行います。

　学生支援センターでは、すべての学生の皆さんが入学から卒業ま
で充実した学生生活を送ることができるように、学生の様々な悩み
や相談に応じるとともに、学生活動全般に関する支援を行っていま
す。また、修学上特別な配慮が必要な学生に対して、各学部・研究
科と連携し、総合的な支援やコーディネートを行っています。必要
に応じて学外の機関とも協力・連携を行います。

　奨学金の相談、課外活動の支援、課外活動施設の整備など、学生
生活を送る上での総合窓口としての役割を担っています。

奨学金の種類 貸与額・対象者など

日本学生
支援機構
奨 学 金

鳥取大学優秀
学生育成奨学金

第一種
（無利子）

第二種
（有利子）

2万円～12万円（1万円単位）
から希望額を選択月額

給
付
型

3万円 
2万円月額 自宅通学者

自宅外通学者
4.5万円
4万円、5.1万円

10万円 （成績優秀者に年 1回 4名）

鳥取大学修学支援
事業基金奨学金

給
付
型

3万円（           　）

　人物・学業ともに優れ、経済的支援を必要とする学生に対し、願い出
により選考のうえ、貸与・給付されます。

　地方公共団体や民間団体の奨学金制度もあり、大学推薦によるものと直
接本人が申請するものがあります。なお、団体によっては、出身地制限や他
の奨学金との併用禁止等の制限が設けられている場合があります。

入学料：282,000円　　授業料：535,800円/年

な ん  で  も  相  談
入学時から卒業・修了時まで、安心して学生生活を送
れるように『なんでも相談窓口』を設置しています。自分のこと・友
人のこと・先生のことなど気軽に相談することができます。専門の
相談員が適切に対応いたします。

秘密
厳守

地域学部の入学生

卒業生の進路状況

奨学金について

入学料・授業料

キャリア教育 就職活動支援

学生活動支援

障がい学生支援

インターンシップ

キャリアセンターと連携して入学から卒業までサポート

学生支援センター

（R3年度卒業生実績）

地域創造コース 人間形成コース 国際地域文化コース

平成30年度 74 106 180

平成31年度 69 107 176

令和 2年度 83 99 182

令和 3年度 79 96 175

令和 4年度 79 104 183

入学年度 男 女 計
平成30年度 47 37 21 17 58 180

平成31年度 58 28 14 14 62 176

令和 2年度 67 31 13 12 59 182

令和 3年度 60 30 18 9 58 175

令和 4年度 54 33 20 8 68 183

170

170

170

170

170

入学年度 鳥取県入学定員 兵庫県 岡山県 島根県 その他 計

地域別入学者数 男女別入学者数

　卒業後の就職に代表されるキャリア形成を支援する全学的拠点として、キャリアセンターを設置しています。ここでは、明確な目的意識を持
って日々の学業に取り組む姿勢や、社会人として自立していくことのできる能力を養うキャリア教育・インターンシップと、民間企業や公務
員など鳥大生のさまざまな志望業界・職種に対応した就職活動支援を担当。地域学部はキャリアセンターと連携して、学生のニーズに対応し
たメニューで応えています。

就職ガイダンス 学内合同企業説明会

　キャリアセンターには、「ぜひ鳥大生を採用したい」という強い採用意欲が込
められた求人情報が、全国各地から日々寄せられています。特に地域学部には、
教員・保育士などのほか、文系学生の求人が多く届きます。また、学内企業説明
会や各種ガイダンス・セミナー、個別相談など、就職活動を乗り切るための実
践的な支援メニューを豊富に取り揃えています。地域学部ではとりわけ、近年
の就職活動や企業等の採用の傾向など独自のセミナーを開催して、学生のサポ
ートをしています。

　将来のキャリア形成の基盤となる能力は、日常の学生生活のさまざまな経
験や学びの中で培われます。そこで鳥取大学では、学部や学科の専門教育科目
と連携した多彩なキャリア教育科目を開講しています。なかでも 1 年次に全
員が受講する「キャリア入門」では、大学卒業後の進路選択（就職・進学）を視
野に入れた充実した学生生活への動機づけを行います。

将来を視野に入れた学生生活への動機づけが
“一生モノのキャリア形成力”の基盤

●入学料・授業料減免（高等教育の修学支援新制度）

　夏休みなどを利用して民間企業や公的機関で実習体験を行うインターンシ
ップ。鳥取大学でも、学部の専門科目としてのほか、1・2年生向けのインター
ンシップも充実しています。キャリアセンターでは、実習先の紹介はもちろ
ん、実習体験からの学びを将来のキャリア形成に最大限活用できるよう支援
する〈事前学習 -実習 -事後学習〉の一貫型プログラムを開発・実施しています。

学外での実習体験と前後の手厚い指導プログラムが
キャリアデザインの確かな手がかり・手ごたえ

鳥大だからこその求人情報と豊富な支援メニューが
就活生一人ひとりを内定獲得までサポート

修学支援制度

ま
た
は

　鳥取大学では身体や発達等の障がいなどのために支援を
必要とする学生のニーズに応じた支援を行っています。

※住民税非課税世帯の場合

（準ずる世帯の方は、所得に応じて上記の 2/3 または 1/3 の支援）

給付奨学金

入学料・授業料減免

月額〔自宅通学〕29,200 円 〔自宅外通学〕66,700 円

入学料減免額 282,000 円
授業料減免額 267,900 円（半期）

学業成績が優秀でありながら、
経済的理由で修学が困難な者

一般・団体
５9.0％

一般・団体
44.3％

一般・団体
58.9％

教員
30.8％ 教員

7.8％

公務員
7.8％

公務員
26.2％

公務員
11.5％

保育士
9.6％

進学
9.9％

進学
１１．８％

進学
1.9％

その他
1.9％ その他

7.8％

未定
5.9％

その他
3.3％

未定
1.6％
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大学院・地域学専攻 持続性社会創生科学研究科

大学院・地域学専攻とは
　人口減少・高齢化社会、グローバル化時代に向けた持続可能な社会の創生に当たっては、地域の人々
の生活、文化、教育等の面において社会の仕組みづくりに関わることができる知識と能力をもった人材
の養成が求められています。大学院・地域学専攻は、このような社会ニーズに地域学の観点から対応す
るべく、地域の諸課題を科学的・学際的かつ実践的に探究することを通じて、地域を総合的に把握する
能力や高度で専門的な知識・技術を修得した人材を育てます。
　なお、大学院・持続性社会創生科学研究科は、地域学・工学・農学・国際乾燥地科学の 4 専攻で構成
されています。従来の伝統的な学問分野の枠を超えて幅広く学び、俯瞰的な思考力を身に付けた人材養
成を行うという理念のもと、多様な研究科共通科目が設けられています。

各コース・分野の概要

大学院・地域学専攻の構成及び地域学部との対応関係
　地域学専攻は、地域創生コースと人間形成コースの 2 コースを設けています。地域創生コースは学部
の地域創造コースに対応する地域創造分野と、学部の国際地域文化コースに対応する国際地域文化分野
から成ります。また、人間形成コースは学部の人間形成コースに対応し、発達科学分野と学習科学分野
の 2分野から成ります。

　公共的課題の解決や個性豊かで持続可能な地域の創生，国内外の様々な文化を通じた「生の充実」、「つ
ながりの創出」をめざすために、コミュニティネットワークの形成や地域政策立案、文化資源の活用など
を担う地域づくりのスペシャリストを養成します。

　人口減少社会を迎えた今日、地域を取り巻く環境はより一層複雑化していきます。多様化した現代の地域に正面か
ら向き合うには、様々な分野からの理論形成と、自治体・住民・NPO・企業等の多様な主体の恊働による実践、従
来の発想にとどまらない英知が必要とされています。地域創造分野では、個性豊かで持続可能な地域の創生に不可欠
な深い見識と幅広い視野を備え、地域からのボトムアップによる政策形成やコミュニティの構築を担う実践力を備え
た人材育成を目指します。

　日本を含む海外の多様な文化・芸術の異質性を深く理解するとともに、地域の持続的発展に関わる知識と技能を身
につけ、さらにこれらを実践に適用するための思考力と判断力を養うべく国内外におけるフィールドワークや実践研
究を組み入れた科目を設けています。こうした学修によって、クリエイティブで実践的な活動を体験しながら、地域
の発展に貢献できる実践力ある高度専門職業人、または研究者を養成することを目的としています。

❶ 個性豊かで持続可能な地域づくりの探求
❷ 地域の現代的動態を把握する視野の獲得
❸ 学際的学術知に裏付けられた実践知

Department of Regional Sciences,Graduate School of Sustainability Science

1 3

2

これまでの修士論文テーマの例（改組前の地域学研究科地域政策分野におけるテーマを含む）
●医療・介護分野での外国人労働者の定着に関する一考察 ― EPA 制度で来日したインドネシア人有資格者の調査から
●ローカル鉄道を活かす地域政策に関する研究
●内発的発展における「よそ者」の意義―観光まちづくりの視点から―
●地方都市の中心市街地における公共的空間の新たな活用による都市ビジョンへの波及に関する研究―利用者の生活行動の視点から―
●ベトナム漁村における観光開発の実態解明と「海業」の展開の可能性 ― ベトナム中部地方を事例に

これまでの修士論文テーマの例
●『雨月物語』の研究ー怪異の系譜を探るー
●コロナ禍における芸術文化活動の変容及びその他パンデミック下の芸術文化活動について
●幕末外交と大廊下席大名ー安政期同席会議を題材としてー
●個人活動家による地域資源の顕在化
●継承されるセカイ系作風　など

地域創造分野

国際地域文化分野

地域創生コース（入学定員１０名）

地域学部 持続性社会創生科学研究科

地域創生コース

人間形成コース

工学専攻

農学専攻

国際乾燥地科学専攻

地域創造コース

人間形成コース

国際地域文化コース
地域創造分野

国際地域文化分野

発達科学分野

学習科学分野

地域学専攻

フィールド調査の様子 調査成果報告の様子

岡山県奈義町の視察 金沢の街並み視察 香川県・豊島美術館の視察
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学位の名称及び教育課程
⑴ 学位の名称

地域創生コースの修了者の学位は修士（地域学）（Master of Regional Sciences）、人間形成コース
の修了者の学位は修士（教育学）（Master of Education）です。

⑵ 教育課程の編成の考え方及び特色
持続可能な地域社会の創生という課題に向けて、自ら考えるとともに、様々な専門分野の人々と連
携して答えを見つけ出していくことができる能力を養うために、従来の伝統的な専門分野を超えて幅
広く学び、かつ専門性を深めることが可能となるカリキュラムを編成しています。

　地域学専攻では、公共的課題の解決や個性豊かで持続可能な地域づくり、それを担う人づくりに関わる必要な専門
性を深めるため、以下の科目群を設けています。

4
　人間形成に関わる諸理論と実践を学び、地域の
教育資源を活用した生涯にわたる人づくりという
視点から、地域課題に対応した持続的発展の一環
としての活動を担うスペシャリストを養成します。

人間発達に関する心理学、教育学、特別支援教育学、保育学などの多分野からの複合的なアプローチを重視した理
論的および実践的な教育研究を行います。そして地域の人々の豊かな生涯発達を計画し支援できる高度な専門的力量
を持った、地域における人づくりを主導する人材を養成します。

様々な発達段階にいる年齢層の学習者たちがこれからの生涯学習社会の主体となれるよう、その学習過程、学習支
援、あるいはその実践について教育研究を行います。そして地域のすべての人々が生涯にわたって豊かで文化的な生
活を送るための基礎である学習能力形成の支援を行う人材を養成します。

これまでに提出された修士論文は以下の通りです。
●中学生における親・友人との心理的距離と自立に関する一考察
●小学校から中学校への移行期における期待と不安の実態と入学後の生活満足度への影響
●個に応じたキャリア形成を支援する学校と地域の連携を再構築する ～児童が問いを立てる力をもち、学びの主体となるための授業開発～
●オンラインとリアルにおける対人関係のつながりの質と生活満足度との関連－質問紙調査より－
●学童保育における仲間関係の形成過程－遊びの集団化の始まりに着目して－
●知的障がいのある生徒と大学生の妬み発生に関する研究
●探究的な学習の基盤をつくる生活科学習モデルの検討～教授人間学理論の視点から～

●環境
国際乾燥地科学特論Ⅰ・Ⅱ、生命環境農学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、グリーンサスティナブルケミストリー特論、バイオ資源
特論、エネルギー化学特論、再生可能エネルギー特論、サスティナブル資源特論Ⅰ

●地域
地域経済学特論Ⅰ・Ⅱ、戦略的経営論、マーケティング特論、地域づくりとリスクマネジメント、地域づくりの心理
学、スマート社会技術論、自然災害科学概論

●グローバル
国際乾燥地科学特論Ⅲ、国際協力特論、国際交流と異文化理解、コミュニティ特論、文化多様性特論、比較国際教育
特論、社会教育学特論、人権教育特論、サスティナブル資源特論Ⅱ

これまでに提出された修士論文は以下の通りです。
●地域から考える国際理解教育～ジャマイカを事例として～
●「重心」の知の構成に関する研究－教授人間学理論を視座として－
●小学校国語科書写における運筆指導について－水書用筆を活用した授業改善を中心として－
●学習者との関係性から考える古典教育の考察－渡辺春美と益田勝美の論を中心として－
●数学教育における数学的な見方や考え方に焦点を当てた授業構成とその展開
●インクルーシブ教育システムにおける音楽鑑賞の ICT を活用した教材開発
●小学生における体力差の縦断的推移について

発達科学分野

高度専門職業人としての素養を身に付けるとともに、持続可能社会について広く理解し、創生していくための基本
的な知識を総合的に学ぶことができる科目です。

研究者倫理、持続性社会創生科学概論１・２、持続性社会創生技術論１・２、起業・知財論

大学院での研究と論文作成を充実させるための科目です。
特別研究Ⅰ・Ⅱ

基盤科目

基幹科目

持続可能社会に関して俯瞰的に物事が考究できる能力を身に付けるため、専門領域を超えて体系的に学ぶことがで
きるように、「環境」、「地域」、「グローバル」の科目群から構成されている科目です。

超領域科目

学習科学分野

人間形成コース（入学定員１０名）

研究科共通科目

専門科目

2827 Tottori University Department of Regional Sciences

地
域
学
専
攻

大
学
院



※単位修得に関する詳細は教育課程表等を参照してください。

地域で暮らすすべての人々が、生涯にわたって豊かに学び、発達することができる地域の創造を担うキーパーソン
の育成を目的として、心理学、教育学、特別支援教育学、教科教育学、保育学などをベースに、地域で起こっている
発達と学習そして発達福祉に関する問題を発見し、解決するために必要な専門性を深める科目です。

●地域創造分野
政策分析特論、地域リテラシー特論、都市地域特論、地域福祉学特論、地域政治学特論、農村地域特論、地域と法、国法
学特論、地域参画特論、創造地域特論、環境社会学特論、地域企業特論、自治法論ゼミ、地域活性化論ゼミ、コミュニテ
ィ論ゼミ、地域経営工学特論

●国際地域文化分野
世界システム特論、東アジア地域文化特論、ヨーロッパ地域芸術特論、日本地域史特論、英語学特論、日本近代文化特
論、日本語学特論、日本古典文化特論，歴史遺産学特論，環境考古学特論、保存科学特論、地域社会研究特論、芸術表現
研究、日本古典文化論ゼミ、日本近代文化論ゼミ、日本語学ゼミ、英語学ゼミ、アメリカ地域文化論ゼミ、中・東欧地域
文化論ゼミ、東アジア文化論ゼミ、日本地域史ゼミ、芸術文化ゼミ、歴史環境学ゼミ、環境考古学ゼミ、保存科学ゼミ

●発達科学分野
臨床発達心理学特論、教育心理学特論、発達心理学特論、教育臨床心理学特論、認知・学習心理学特論、教育臨床心
理学研究、学校カウンセリング特論、学校心理学特論、生徒指導心理学特論、障害児等教育学特論、障害児等発達心
理学特論、障害児等病理学特論、保育総合研究、障害児等発達診断研究、特別なニーズ教育研究、障害児等神経生理
学研究、障害児等教育臨床心理学研究、障害児等教育思想・制度史研究、障害児等認知神経科学研究、コミュニケー
ション障害特論、障害児療育学特論、障害児教育授業特論、発達障害医学特論、教育社会学特論、人間形成特論、教育
課程特論、教育学研究、教育史研究、教育社会学研究、社会教育学研究、教育評価研究、地域教育計画論研究、比較国
際教育研究、保育学特論、保育心理学特論、保育環境特論、保育学研究、保育心理学研究、保育環境研究

●学習科学分野
算数教育研究方法論、言語学習支援特論、社会科学習支援特論、自然認識学習支援特論、英語学習支援特論、音楽表
現学習支援特論、造形学習支援特論、健康スポーツ学習支援特論、言語学習教材開発研究、社会科教材開発研究、自
然認識教材開発研究、英語学習教材開発研究、音楽表現教材開発研究、造形教材開発研究、健康スポーツ方法開発研
究、算数教育認識論

修了後の進路
地域創生コース修了生の進路としては、公共政策に関わる自治体やシンクタンクの職員、金融機関や各種コ
ンサルタンツなどの民間企業の職員、地域からのボトムアップにより種々の課題に対応するＮＰＯやＮＧＯの職
員及び中学校・高等学校の教諭などがあります。
また、人間形成コース修了生の進路としては、生涯教育や教育計画にかかわる自治体職員、保育所など福祉
施設の職員、教育関連企業の職員、特に学校づくりや学習支援能力を要求される小学校・特別支援学校・幼
稚園の教諭などがあります。

取得できる教員免許状
　持続性社会創生科学研究科地域学専攻を修了した者のうち、所定の授業科目の単位を取得すれば、次
表の教員免許状（専修免許状）を取得することができます。なお、そのための基礎資格として、該当す
る校種・科目の一種教員免許状を所持していることが必要です。

人物・学業ともに優れ、経済的支援を必要とする学生に
対し、願い出により選考のうえ、貸与・給付されます。

入学料：282,000円　　授業料：535,800円/年

コース名 取得できる教員免許状（専修免許状）

地域創生コース ●中学校教諭（社会）　　●高等学校教諭（地理歴史 , 公民）

人間形成コース ●幼稚園教諭　　●小学校教諭
●特別支援学校教諭（知的障害者、肢体不自由者、病弱者）
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入学料・授業料7

支援制度8

6

●入学料免除
入学前 1 年以内に、学資負担者が死亡又は風水害等の災
害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難である
と認められる場合は、願い出により選考の上、入学料の全
額又は半額を免除する制度があります。

●授業料免除
経済的理由で授業料の納入が困難であり、かつ、学業優
秀と認められる場合及び入学前 1 年以内に学資負担者が死
亡又は風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入
が著しく困難であると認められる場合には、願い出により
選考の上、各期に納入する授業料の全額または半額を免除
する制度があります。 

●入学料徴収猶予
経済的理由で納入期限までに入学料の納入が困難であり、
かつ、学業優秀と認められる場合及び入学前 1 年以内に、
学資負担者が死亡又は風水害等の災害を受けたことにより、
納入期限までに入学料の納入が困難であると認められる場
合には、願い出により選考の上、入学料の徴収を猶予する
制度があります。

入学料免除・授業料免除等 奨学金について

住民参加による活気あふれる地域、歴史的に形成されてきた文化や環境を大切にする豊かな地域の創造を担うキー
パーソンの育成を目的として、地域学をベースに、公共的課題の解決や個性豊かで持続可能な地域づくりに必要な専
門性を深める科目です。

展開科目（地域創生コース）

展開科目（人間形成コース）

奨学金の種類 貸与額・対象者など

日本学生
支援機構
奨 学 金

鳥取大学優秀
学生育成奨学金

第一種
（無利子）

第二種
（有利子）

5万円、8万円、10万円、13万円、
15万円から希望額を選択月額

鳥取大学
正光奨学金

給
付
型

給
付
型

5万円または8.8万円月額

10万円 （成績優秀者に年 1回 4名）

8万円（           　）学業成績が優秀でありながら、
経済的理由で修学が困難な者

　地方公共団体や民間団体の奨学金制度もあり、大学推薦によるものと直
接本人が申請するものがあります。なお、団体によっては、出身地制限や他
の奨学金との併用禁止等の制限が設けられている場合があります。
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