
南京大学留学写真南京大学留学写真

本学部では、教養教育で基礎的知識や科学的思考力を涵養し、語学力を身に付けます。また専門教
育科目で、学術的基礎知識や専門的知識・スキルを修得し、実用外国語能力を向上させ、各種資格
科目の修得に努めます。さらに、実践学習科目で、社会的知識・スキルの修得に努め、フィールドワー
クにより、社会的実践能力を涵養し、課題やテーマ別の履修を行います。

カリキュラムの特徴

カリキュラムの流れ

「地域と繋がる学び」

総合科学部
社会総合科学科

● 募集の単位／学部単位 
● 入学定員／170名
● 推薦Ⅰ 20名／推薦Ⅱ 45名
　 一般選抜前期 85名／後期 20名

総合科学部は、人文・社会・地域・情報等の諸科学における専門知識や専門技能、
技術を身につけるとともに、専門分野の融合を図ることでグローバル化する現代
社会の諸問題や地域課題を的確に理解し、問題解決に対応しうる実践的な人材
の養成を目標としています。この目的のために総合科学部は、社会総合科学科と
いう一学科体制をとり、国際教養コース、心身健康コース、公共政策コース、地域
創生コースの4つのコースを設け、「地域」「グローバル」をキーワードに、広い視野
と高い専門知識・スキルを身に付け、社会に役立つ人材の育成を目指すカリキュ
ラムを設けています。

「世界と繋がる学び」

国際教養コース／心身健康コース
公共政策コース／地域創生コース

新田先生：総合科学部では豊富な海外留学の機会を
提供していますが、その中でなぜ南京大学を選んだの
ですか？

島さん：南京は中国史に興味のある人にとってはなん
としても行きたい都市だからです。南京は中国四大古
都の一つで、歴代王朝の首都に何度も選ばれています
よね。日本では三国志の呉の首都、建業が特に有名で
しょうか。それ以外にも、中山陵など様々な史跡が多数
存在するのが大きな魅力です。

新田先生：留学先の授業で学んだ中で、一番印象深い
ことはどのようなことですか？

地域創生コース
考古学研究室

吉田 万里子さん髙橋 晋一
学部長

国際教養コース

南京大学  中国
島 孝嘉さん 新田 元規

准教授

チャットからいつでも相談可能です

チャット進学相談受付中

部活・サークル
総合科学部のある常三島キャンパスには40の
文化系サークル、49の体育系サークル、6つのサ
ポート系サークルがあります。徳島らしいサー
フィン部や、狩猟サークルなどもあり、ヨット部は
全国大会でも活躍しています。95

所属学部への満足度が高い
※全国平均70%

授業満足度が高い
※全国平均60%

ボランティア活動への
参加率が高い
※全国平均37.5%

全国から
総合科学部に！
徳島大学総合科学部は地方
国立大学ですが、県外出身者
が約半数を占めます。つまり中
国・近畿・四国地方を主に、多
様な地域出身者と触れ合い学
ぶことができる拠点大学として
機能しています。大学全体では
約70%が県外出身者です。

地方国立大学でも
県外出身者が多い！

男女比

徳島大学では障がい学生支援、性の
多様性（LGBT等）への配慮、女性活躍
推進などについて共通理解を深め、全
ての学生が利用しやすい環境作りを行
い、学生生活がよりよいものとなるよ
う、一歩先の取り組みを行います。

海外留学
プログラム

総合科学部では37の
海外留学プログラム
を用意しています。世
界に羽ばたき、語学
習得だけではなく精
神的にも大きく成長し
て帰ってきています。
費用負担へのサポー
トを行っており、留学
者の95%が奨学金を
利用しています。

奨学金を活用した 総合科学部から
県外就職
国の省庁などの国家公務員に加え
各地域の地方公務員、そしてグ
ローバルに活躍する企業や地域
振興の最先端の担い手として全国
で活躍、世界で活躍する人材を排
出しています。

県外就職

「その土地に生きた人々の
 足跡をたどる遺物から当時
 の人々の生活を明らかに」

就職率
令和3年3月卒業生

学部全体（過去3年）23.0％

公務員就職
強い

公共政策コース

大学地域
貢献度3位第 2 0 2 2

砥石で石を研いでいる様子砥石で石を研いでいる様子 西納岩陰遺跡踏査西納岩陰遺跡踏査 蔵本 水田跡 発掘調査蔵本 水田跡 発掘調査

「自分の世界が広がること。
  語学力は結果であって
  目的ではない」

ダイバーシティ
（多様性）への
取り組み

歩
前進しています

島さん：もちろん座学もありますが、プレゼンテーショ
ンの機会が多く設けられていたのが印象的でした。最
上級クラスなんか本当に毎日パワーポイントで発表し
ていましたね。文法や語彙だけではなく、どのように発
音すれば伝わりやすいか、言葉で表現できない場合に
身振り手振りでどう表現するか、実践的なコミュニ
ケーションを学ぶことができました。

新田先生：留学で学んだことを地域の目線で振り返っ
てみるとどのように活用できると思いますか？

島さん：異なる文化を持つ人を受け入れるには、相手
の考え方を排斥せず、理解を示すことが必要だと感じ
ました。地域社会でも世代間の分断が論じられたりも
しますが、そうした分断を乗り越えるための考え方を、
留学を通して得ることができました。中国語でも大丈
夫だったし、日本語が通じる相手なら話し合えば分か
り合えるだろうって楽観性も培えましたね。

新田先生：異なる文化に触れて、地域社会の課題につ
いて違った目線から考えられるようになったのです
ね。総合科学部から世界へ羽ばたき、地域で活躍する
人材が育っているようですね。

学部長：総合科学部の魅力の一つである「多様で学際
的な学び」は、地域で実践的に学ぶ上でどのように役
立っていますか？

吉田さん：私は兵庫県出身のため、調査を行う土地に
ついて知らない場合があります。そのため地理学や歴
史学の観点から徳島の古地図や古文書などを用い、
土地の変容やどのように土地利用されてきたのかを
学習したりしています。

学部長：学びのフィールドがすぐ目の前の地域/Local
にあるということも総合科学部の魅力と言えますが、
考古学という分野では実際にどのような学びをしてい
ますか？

吉田さん：現在大きく分けて二つの研究をゼミでは
行っています。一つは徳島県の岩陰遺跡に関する調査
で、もう一つは徳島県の石といわれる「青色片岩」を用
いた石器づくりに関する調査です。岩陰遺跡は今年2
月に那賀町で発掘調査の前段階である遺跡踏査を行
い、12月頃には発掘調査も行う予定です。石器づくり
はかつて人々がどのように石器を作ったのかを、自分
たちも手作業で石器を作成しながら作り方を研究し
ています。

学部長：地域で学んだことをグローバルな目線で振り
返ってみると、どんな価値があると思いますか？

吉田さん：先ほど説明した青色片岩の石器づくりで
は、ニューギニア島現地民の石器づくりを参考にして
います。そのため、岩陰遺跡や石器製作に関する研究
を通じて得られた結果は、いまニューギニア島現地民
を参考にしているように、日本や世界の他の地域でも
研究として応用できると思います。つまり徳島という
ローカルな場での調査においても、グローバルな視点
を持って考察することが大切なのだと思います。

学部長：なるほど、地域での成果もグローバルな歴史
発展の中で位置付けることが重要なのですね。総合科
学部らしい学びでたいへん興味深いですね。

教養教育科目

教養教育科目

コース基礎科目
コース入門科目
実践学習科目
学部共通科目
専門教育科目

他コース選択科目
コース自由選択科目
コース応用科目
・卒業研究に備えるため
  の専門科目を履修 
実践学習科目
・インターンシップ
・留学（長期・短期）ほか
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社会の諸問題や地域課題を的確に理解し、問題解決に対応しうる実践的な人材
の養成を目標としています。この目的のために総合科学部は、社会総合科学科と
いう一学科体制をとり、国際教養コース、心身健康コース、公共政策コース、地域
創生コースの4つのコースを設け、「地域」「グローバル」をキーワードに、広い視野
と高い専門知識・スキルを身に付け、社会に役立つ人材の育成を目指すカリキュ
ラムを設けています。

「世界と繋がる学び」

国際教養コース／心身健康コース
公共政策コース／地域創生コース

新田先生：総合科学部では豊富な海外留学の機会を
提供していますが、その中でなぜ南京大学を選んだの
ですか？

島さん：南京は中国史に興味のある人にとってはなん
としても行きたい都市だからです。南京は中国四大古
都の一つで、歴代王朝の首都に何度も選ばれています
よね。日本では三国志の呉の首都、建業が特に有名で
しょうか。それ以外にも、中山陵など様々な史跡が多数
存在するのが大きな魅力です。

新田先生：留学先の授業で学んだ中で、一番印象深い
ことはどのようなことですか？

地域創生コース
考古学研究室

吉田 万里子さん髙橋 晋一
学部長

国際教養コース

南京大学  中国
島 孝嘉さん 新田 元規

准教授

チャットからいつでも相談可能です

チャット進学相談受付中

部活・サークル
総合科学部のある常三島キャンパスには40の
文化系サークル、49の体育系サークル、6つのサ
ポート系サークルがあります。徳島らしいサー
フィン部や、狩猟サークルなどもあり、ヨット部は
全国大会でも活躍しています。95

所属学部への満足度が高い
※全国平均70%

授業満足度が高い
※全国平均60%

ボランティア活動への
参加率が高い
※全国平均37.5%

全国から
総合科学部に！
徳島大学総合科学部は地方
国立大学ですが、県外出身者
が約半数を占めます。つまり中
国・近畿・四国地方を主に、多
様な地域出身者と触れ合い学
ぶことができる拠点大学として
機能しています。大学全体では
約70%が県外出身者です。

地方国立大学でも
県外出身者が多い！

男女比

徳島大学では障がい学生支援、性の
多様性（LGBT等）への配慮、女性活躍
推進などについて共通理解を深め、全
ての学生が利用しやすい環境作りを行
い、学生生活がよりよいものとなるよ
う、一歩先の取り組みを行います。

海外留学
プログラム

総合科学部では37の
海外留学プログラム
を用意しています。世
界に羽ばたき、語学
習得だけではなく精
神的にも大きく成長し
て帰ってきています。
費用負担へのサポー
トを行っており、留学
者の95%が奨学金を
利用しています。

奨学金を活用した 総合科学部から
県外就職
国の省庁などの国家公務員に加え
各地域の地方公務員、そしてグ
ローバルに活躍する企業や地域
振興の最先端の担い手として全国
で活躍、世界で活躍する人材を排
出しています。

県外就職

「その土地に生きた人々の
 足跡をたどる遺物から当時
 の人々の生活を明らかに」

就職率
令和3年3月卒業生

学部全体（過去3年）23.0％

公務員就職
強い

公共政策コース

大学地域
貢献度3位第 2 0 2 2

砥石で石を研いでいる様子砥石で石を研いでいる様子 西納岩陰遺跡踏査西納岩陰遺跡踏査 蔵本 水田跡 発掘調査蔵本 水田跡 発掘調査

「自分の世界が広がること。
  語学力は結果であって
  目的ではない」

ダイバーシティ
（多様性）への
取り組み

歩
前進しています

島さん：もちろん座学もありますが、プレゼンテーショ
ンの機会が多く設けられていたのが印象的でした。最
上級クラスなんか本当に毎日パワーポイントで発表し
ていましたね。文法や語彙だけではなく、どのように発
音すれば伝わりやすいか、言葉で表現できない場合に
身振り手振りでどう表現するか、実践的なコミュニ
ケーションを学ぶことができました。

新田先生：留学で学んだことを地域の目線で振り返っ
てみるとどのように活用できると思いますか？

島さん：異なる文化を持つ人を受け入れるには、相手
の考え方を排斥せず、理解を示すことが必要だと感じ
ました。地域社会でも世代間の分断が論じられたりも
しますが、そうした分断を乗り越えるための考え方を、
留学を通して得ることができました。中国語でも大丈
夫だったし、日本語が通じる相手なら話し合えば分か
り合えるだろうって楽観性も培えましたね。

新田先生：異なる文化に触れて、地域社会の課題につ
いて違った目線から考えられるようになったのです
ね。総合科学部から世界へ羽ばたき、地域で活躍する
人材が育っているようですね。

学部長：総合科学部の魅力の一つである「多様で学際
的な学び」は、地域で実践的に学ぶ上でどのように役
立っていますか？

吉田さん：私は兵庫県出身のため、調査を行う土地に
ついて知らない場合があります。そのため地理学や歴
史学の観点から徳島の古地図や古文書などを用い、
土地の変容やどのように土地利用されてきたのかを
学習したりしています。

学部長：学びのフィールドがすぐ目の前の地域/Local
にあるということも総合科学部の魅力と言えますが、
考古学という分野では実際にどのような学びをしてい
ますか？

吉田さん：現在大きく分けて二つの研究をゼミでは
行っています。一つは徳島県の岩陰遺跡に関する調査
で、もう一つは徳島県の石といわれる「青色片岩」を用
いた石器づくりに関する調査です。岩陰遺跡は今年2
月に那賀町で発掘調査の前段階である遺跡踏査を行
い、12月頃には発掘調査も行う予定です。石器づくり
はかつて人々がどのように石器を作ったのかを、自分
たちも手作業で石器を作成しながら作り方を研究し
ています。

学部長：地域で学んだことをグローバルな目線で振り
返ってみると、どんな価値があると思いますか？

吉田さん：先ほど説明した青色片岩の石器づくりで
は、ニューギニア島現地民の石器づくりを参考にして
います。そのため、岩陰遺跡や石器製作に関する研究
を通じて得られた結果は、いまニューギニア島現地民
を参考にしているように、日本や世界の他の地域でも
研究として応用できると思います。つまり徳島という
ローカルな場での調査においても、グローバルな視点
を持って考察することが大切なのだと思います。

学部長：なるほど、地域での成果もグローバルな歴史
発展の中で位置付けることが重要なのですね。総合科
学部らしい学びでたいへん興味深いですね。

教養教育科目

教養教育科目

コース基礎科目
コース入門科目
実践学習科目
学部共通科目
専門教育科目

他コース選択科目
コース自由選択科目
コース応用科目
・卒業研究に備えるため
  の専門科目を履修 
実践学習科目
・インターンシップ
・留学（長期・短期）ほか

1年次
前期 前期前期 前期後期 後期後期 後期

2年次 3年次 4年次

卒業研究

就職
（企業・公務員等）

大学院進学

2 3

属
配
ミ
ゼ
時
級
進
年

208mm

297mm

208mm210mm 210mm



100%
就職率

“国際教養”とは、国際キャリアに生かせる知
見とスキルや文化的見識及び経験です。世界
の文化や社会について自ら設定したテーマに
即して研究することによって得られる国際社
会に対する先見性が、グローバル化社会の
リーダーには求められています。国際教養
コースでは、そのような国際人を目指し、世界
各地の問題への関心・理解力を高め、語学力・
情報発信能力によってさまざまな問題に対処
できる人材を育成します。

国際
教養
コース

取得可能資格

公認心理師受験資格（大学院での単位修得が必
要）、日本心理学会認定心理士、中学校教諭一種
免許（保健体育）、高等学校教諭一種免許（保健
体育）、健康運動指導士（受験資格）、日本スポー
ツ協会公認スポーツ指導者〈ジュニアスポーツ指
導員（受験資格）、アシスタントマネージャー（受
験資格）〉、学芸員

取得可能資格

中学校教諭一種免許（社会）、高等学校教諭一
種免許（地理歴史・公民）、学芸員

取得可能資格

中学校教諭一種免許（社会・美術）、高等学校教
諭一種免許（地理歴史・公民・美術）、学芸員、社
会調査士、GIS学術士、社会福祉主事（任用資格）

取得可能資格

国際教養コースとは?

心理学やスポーツ健康科学を柱に、心と身体の
両面から、地域の健康生活を総合的に支援でき
る人材を育てます。学部で必要な科目の単位を
修得し大学院に進学して公認心理師や臨床心理
士を目指す人、健康運動指導士や保健体育教員
免許を取得して指導者を目指す人など、心と身体
の健康づくりのプロへの道が開かれます。

心身健康コースとは?

公共政策コースでは、社会科学のうち、公共政
策学、法律学、政治学、経済学、および経営学
の基盤となる知識を修得します。特にグロー
バル化が進み、様々な課題を抱える現代社会
に対して公共政策的視点から問題解決を提
案・実現する能力、そして人材を育成します。

公共政策コースとは?

地域を知り、地域の未来を創造し、世界を変え
る。地域創生コースでは、日本でもっとも重要な
課題である地域課題を解決する人材を育成しま
す。そのため、本コースでは地域自治体と協働し
地域の中で学生の課題解決能力を育む教育を
行います。地域の未来を創り生み出すために、
「まちづくり・地域づくり」の課題解決法を提案・
実践するための全てをここで学ぶことができま
す。

地域創生コースとは?

児玉  栞奈 （岡山県出身）

心身
健康
コース

公共
政策
コース

地域
創生
コース

私は1年次に学内の異文化交流イベントに参加した際、異なるバックグラウンドを持つ人に興味を
持ち、国際教養コースを選択しました。このコースでは、世界の歴史や文化だけではなく、自国につ
いても学ぶことができるカリキュラムが魅力です。私はイギリス史を専攻しており、現代のイギリス
が抱える問題について歴史的背景を踏まえながら考察し、ゼミ内でのディスカッションを通じて更
なる理解を深めています。また、多様な留学プログラムがあり、私自身、台湾に文化研修、韓国に半
年間の交換留学の機会を得ました。アジア圏にありながらも世界各国から留学生を受け入れ、グ
ローバルな環境で学べることが韓国留学を選んだ大きな理由です。韓国の慣習や価値観を学ぶ授
業では留学生が自国を紹介する機会がありました。日本の文化と比較しながら、他国の文化につ
いてリアルな話を聞くことができ、教科書では学ぶことのできない貴重な経験をすることができま
した。これらの学びを生かし、将来は広い視野を持ち、時代の変化に柔軟に対応できる社会人にな
りたいです。

平野  塁 （徳島県出身）
私たちはたくさんの人と関わり生きています。その中でより良く生きるためには、人間の心や身体に
ついて知ることが大事だと思い、私は心身健康コースを選びました。心身健康コースでは、心理学と
スポーツ健康科学の幅広い領域について学べ、心と身体への理解を深められます。また、心身健康
に関する専門的な資格の取得もできます。私は、特に興味を持った認知心理学の研究室に所属し、
BGMについて認知心理学の観点から研究しました。日常の至るところに存在するBGMですが、時と
場合、曲のチョイスなどによって、心や身体に良い影響を与えることもあれば、かえって作業効率など
に悪影響を及ぼしてしまうことが分かりました。研究のきっかけは純粋に、気になったからですが、関
心のある分野はとことん追究でき、先生との距離が近く困ったら専門的なアドバイスを受けられるの
で、何気ない好奇心でも研究として形にできます。卒業後は、自分自身や周りの人たちがより良く生
きられるよう、学んだことを活かしたいです。

早山 未来音 （徳島県出身）
徳島大学総合科学部ではコースの垣根を越えて自分の好きなことを学ぶことができます。その中で
公共政策コースでは、経営学、経済学、法律学など一つのジャンルにとらわれない幅広い知識を得る
ことができます。主に、資格試験や公務員試験に向けた実践的な学びだけでなく、経営者や公共機
関の方々から直接、講義や問題提示を受け、現場の声をよりリアルに感じることができる学びが魅力
です。その結果、どこか他人事のように感じていた社会問題に対してより身近に感じることができま
した。また、直接受けた問題提示に対して、学生同士がディスカッションを通して、自ら解決策を模索
する中で、自分が想像もしなかった考え方や多様性に出会えます。その「違い」を知り、自分の考えに
組み込むことができるようになったことが最大の学びであったと感じています。この学びを活かし
て、お客様に寄り添いながら、「自分らしさ」を活かして、私に相談してよかったと思われるような人材
になりたいと考えています。

南川 幸太郎 （兵庫県出身）
私は入学前より地域創生について興味があり、このコースを志望しました。お祭りや観光はもちろ
ん、アートや政策、海外との比較など様々な形のまちづくりを学ぶことが出来ました。このような学
びを通して、自分の知らなかった世界を知り今まで以上に興味関心の幅が広がりました。またこの
コースでは、実際に外に出て確かめる「フィールドワーク」を積極的に活用した授業が多いのも特
徴です。私も2年生の頃から講義の中で地域のイベントや行政職員の方への聞き取り調査に出か
け、参加者の側からは絶対に見聞き出来ない貴重な体験をした事が強く印象に残っています。卒
業研究ではフードデリバリーサービスを研究しており、実際にその仕事をしている方へのインタ
ビューをスムーズに行えるのもこの調査の経験があってこそだと感じます。この四年間でたくさん
の「地域創生」を学んできました。この学びをインプットで留めることなく、実践に移してまちづくり
を行う側として地域を盛り上げていきたいと思います。１分で紹介  国際教養の学び

（シートゲス・オラフ先生）
１分で紹介  心身健康の学び
（甲田 宗良先生）

１分で紹介  公共政策の学び
（清水 真人先生）

１分で紹介  地域創生の学び
（中村 豊先生）

卒業後の進路と主な就職先

国家公務員（法務省）、地方公務員（京都市消防
局、瀬戸内消防局）、阿波銀行、今治造船、大塚製
薬工場、オプテージ、東京海上日動火災保険、日
本赤十字社徳島県支部、兵庫県信用保証協会、
大学院進学（徳島大学大学院、早稲田大学大学
院）

卒業後の進路と主な就職先

100%
就職率

94.4%
就職率

地方公務員（徳島県、徳島市、松茂町ほか）、阿波
銀行、キヤノンシステムアンドサポート、JAF、JR
西日本、大和ハウス工業、東京地図研究社、徳島
信用金庫、徳島大正銀行、四電工、大学院進学
（徳島大学大学院、京都大学大学院、筑波大学大
学院）

97.6%
就職率

国家公務員（国税庁、防衛省）、地方公務
員（徳島県、徳島市、泉南市）、鳴門教育
大学、阿波銀行、香川銀行、かんぽ生命
保険、四国銀行、四国電力、徳島赤十字
病院、徳島大正銀行

卒業後の進路と主な就職先

卒業後の進路と主な就職先

中学校教諭一種免許（国語･英語･社会）、高
等学校教諭一種免許（国語･英語･地理歴
史）、日本語教員、学芸員地方公務員（徳島県、兵庫県、丸亀市）、公立学校

教員（愛媛県、徳島県）、近畿大学、阿波銀行、四国
化成工業、セキスイハイム中四国、大鵬薬品工業、
テレコメディア、徳島大学、名港海運 、大学院進学
（徳島大学大学院、愛知県立大学大学院）

208mm

297mm

208mm210mm 210mm



100%
就職率

“国際教養”とは、国際キャリアに生かせる知
見とスキルや文化的見識及び経験です。世界
の文化や社会について自ら設定したテーマに
即して研究することによって得られる国際社
会に対する先見性が、グローバル化社会の
リーダーには求められています。国際教養
コースでは、そのような国際人を目指し、世界
各地の問題への関心・理解力を高め、語学力・
情報発信能力によってさまざまな問題に対処
できる人材を育成します。

国際
教養
コース

取得可能資格

公認心理師受験資格（大学院での単位修得が必
要）、日本心理学会認定心理士、中学校教諭一種
免許（保健体育）、高等学校教諭一種免許（保健
体育）、健康運動指導士（受験資格）、日本スポー
ツ協会公認スポーツ指導者〈ジュニアスポーツ指
導員（受験資格）、アシスタントマネージャー（受
験資格）〉、学芸員

取得可能資格

中学校教諭一種免許（社会）、高等学校教諭一
種免許（地理歴史・公民）、学芸員

取得可能資格

中学校教諭一種免許（社会・美術）、高等学校教
諭一種免許（地理歴史・公民・美術）、学芸員、社
会調査士、GIS学術士、社会福祉主事（任用資格）

取得可能資格

国際教養コースとは?

心理学やスポーツ健康科学を柱に、心と身体の
両面から、地域の健康生活を総合的に支援でき
る人材を育てます。学部で必要な科目の単位を
修得し大学院に進学して公認心理師や臨床心理
士を目指す人、健康運動指導士や保健体育教員
免許を取得して指導者を目指す人など、心と身体
の健康づくりのプロへの道が開かれます。

心身健康コースとは?

公共政策コースでは、社会科学のうち、公共政
策学、法律学、政治学、経済学、および経営学
の基盤となる知識を修得します。特にグロー
バル化が進み、様々な課題を抱える現代社会
に対して公共政策的視点から問題解決を提
案・実現する能力、そして人材を育成します。

公共政策コースとは?

地域を知り、地域の未来を創造し、世界を変え
る。地域創生コースでは、日本でもっとも重要な
課題である地域課題を解決する人材を育成しま
す。そのため、本コースでは地域自治体と協働し
地域の中で学生の課題解決能力を育む教育を
行います。地域の未来を創り生み出すために、
「まちづくり・地域づくり」の課題解決法を提案・
実践するための全てをここで学ぶことができま
す。

地域創生コースとは?

児玉  栞奈 （岡山県出身）
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私は1年次に学内の異文化交流イベントに参加した際、異なるバックグラウンドを持つ人に興味を
持ち、国際教養コースを選択しました。このコースでは、世界の歴史や文化だけではなく、自国につ
いても学ぶことができるカリキュラムが魅力です。私はイギリス史を専攻しており、現代のイギリス
が抱える問題について歴史的背景を踏まえながら考察し、ゼミ内でのディスカッションを通じて更
なる理解を深めています。また、多様な留学プログラムがあり、私自身、台湾に文化研修、韓国に半
年間の交換留学の機会を得ました。アジア圏にありながらも世界各国から留学生を受け入れ、グ
ローバルな環境で学べることが韓国留学を選んだ大きな理由です。韓国の慣習や価値観を学ぶ授
業では留学生が自国を紹介する機会がありました。日本の文化と比較しながら、他国の文化につ
いてリアルな話を聞くことができ、教科書では学ぶことのできない貴重な経験をすることができま
した。これらの学びを生かし、将来は広い視野を持ち、時代の変化に柔軟に対応できる社会人にな
りたいです。

平野  塁 （徳島県出身）
私たちはたくさんの人と関わり生きています。その中でより良く生きるためには、人間の心や身体に
ついて知ることが大事だと思い、私は心身健康コースを選びました。心身健康コースでは、心理学と
スポーツ健康科学の幅広い領域について学べ、心と身体への理解を深められます。また、心身健康
に関する専門的な資格の取得もできます。私は、特に興味を持った認知心理学の研究室に所属し、
BGMについて認知心理学の観点から研究しました。日常の至るところに存在するBGMですが、時と
場合、曲のチョイスなどによって、心や身体に良い影響を与えることもあれば、かえって作業効率など
に悪影響を及ぼしてしまうことが分かりました。研究のきっかけは純粋に、気になったからですが、関
心のある分野はとことん追究でき、先生との距離が近く困ったら専門的なアドバイスを受けられるの
で、何気ない好奇心でも研究として形にできます。卒業後は、自分自身や周りの人たちがより良く生
きられるよう、学んだことを活かしたいです。

早山 未来音 （徳島県出身）
徳島大学総合科学部ではコースの垣根を越えて自分の好きなことを学ぶことができます。その中で
公共政策コースでは、経営学、経済学、法律学など一つのジャンルにとらわれない幅広い知識を得る
ことができます。主に、資格試験や公務員試験に向けた実践的な学びだけでなく、経営者や公共機
関の方々から直接、講義や問題提示を受け、現場の声をよりリアルに感じることができる学びが魅力
です。その結果、どこか他人事のように感じていた社会問題に対してより身近に感じることができま
した。また、直接受けた問題提示に対して、学生同士がディスカッションを通して、自ら解決策を模索
する中で、自分が想像もしなかった考え方や多様性に出会えます。その「違い」を知り、自分の考えに
組み込むことができるようになったことが最大の学びであったと感じています。この学びを活かし
て、お客様に寄り添いながら、「自分らしさ」を活かして、私に相談してよかったと思われるような人材
になりたいと考えています。

南川 幸太郎 （兵庫県出身）
私は入学前より地域創生について興味があり、このコースを志望しました。お祭りや観光はもちろ
ん、アートや政策、海外との比較など様々な形のまちづくりを学ぶことが出来ました。このような学
びを通して、自分の知らなかった世界を知り今まで以上に興味関心の幅が広がりました。またこの
コースでは、実際に外に出て確かめる「フィールドワーク」を積極的に活用した授業が多いのも特
徴です。私も2年生の頃から講義の中で地域のイベントや行政職員の方への聞き取り調査に出か
け、参加者の側からは絶対に見聞き出来ない貴重な体験をした事が強く印象に残っています。卒
業研究ではフードデリバリーサービスを研究しており、実際にその仕事をしている方へのインタ
ビューをスムーズに行えるのもこの調査の経験があってこそだと感じます。この四年間でたくさん
の「地域創生」を学んできました。この学びをインプットで留めることなく、実践に移してまちづくり
を行う側として地域を盛り上げていきたいと思います。１分で紹介  国際教養の学び

（シートゲス・オラフ先生）
１分で紹介  心身健康の学び
（甲田 宗良先生）

１分で紹介  公共政策の学び
（清水 真人先生）

１分で紹介  地域創生の学び
（中村 豊先生）

卒業後の進路と主な就職先

国家公務員（法務省）、地方公務員（京都市消防
局、瀬戸内消防局）、阿波銀行、今治造船、大塚製
薬工場、オプテージ、東京海上日動火災保険、日
本赤十字社徳島県支部、兵庫県信用保証協会、
大学院進学（徳島大学大学院、早稲田大学大学
院）

卒業後の進路と主な就職先

100%
就職率

94.4%
就職率

地方公務員（徳島県、徳島市、松茂町ほか）、阿波
銀行、キヤノンシステムアンドサポート、JAF、JR
西日本、大和ハウス工業、東京地図研究社、徳島
信用金庫、徳島大正銀行、四電工、大学院進学
（徳島大学大学院、京都大学大学院、筑波大学大
学院）

97.6%
就職率

国家公務員（国税庁、防衛省）、地方公務
員（徳島県、徳島市、泉南市）、鳴門教育
大学、阿波銀行、香川銀行、かんぽ生命
保険、四国銀行、四国電力、徳島赤十字
病院、徳島大正銀行

卒業後の進路と主な就職先

卒業後の進路と主な就職先

中学校教諭一種免許（国語･英語･社会）、高
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史）、日本語教員、学芸員地方公務員（徳島県、兵庫県、丸亀市）、公立学校

教員（愛媛県、徳島県）、近畿大学、阿波銀行、四国
化成工業、セキスイハイム中四国、大鵬薬品工業、
テレコメディア、徳島大学、名港海運 、大学院進学
（徳島大学大学院、愛知県立大学大学院）
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“国際教養”とは、国際キャリアに生かせる知
見とスキルや文化的見識及び経験です。世界
の文化や社会について自ら設定したテーマに
即して研究することによって得られる国際社
会に対する先見性が、グローバル化社会の
リーダーには求められています。国際教養
コースでは、そのような国際人を目指し、世界
各地の問題への関心・理解力を高め、語学力・
情報発信能力によってさまざまな問題に対処
できる人材を育成します。
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情報発信能力によってさまざまな問題に対処
できる人材を育成します。

国際
教養
コース

取得可能資格

公認心理師受験資格（大学院での単位修得が必
要）、日本心理学会認定心理士、中学校教諭一種
免許（保健体育）、高等学校教諭一種免許（保健
体育）、健康運動指導士（受験資格）、日本スポー
ツ協会公認スポーツ指導者〈ジュニアスポーツ指
導員（受験資格）、アシスタントマネージャー（受
験資格）〉、学芸員

取得可能資格

中学校教諭一種免許（社会）、高等学校教諭一
種免許（地理歴史・公民）、学芸員

取得可能資格

中学校教諭一種免許（社会・美術）、高等学校教
諭一種免許（地理歴史・公民・美術）、学芸員、社
会調査士、GIS学術士、社会福祉主事（任用資格）

取得可能資格

国際教養コースとは?

心理学やスポーツ健康科学を柱に、心と身体の
両面から、地域の健康生活を総合的に支援でき
る人材を育てます。学部で必要な科目の単位を
修得し大学院に進学して公認心理師や臨床心理
士を目指す人、健康運動指導士や保健体育教員
免許を取得して指導者を目指す人など、心と身体
の健康づくりのプロへの道が開かれます。

心身健康コースとは?

公共政策コースでは、社会科学のうち、公共政
策学、法律学、政治学、経済学、および経営学
の基盤となる知識を修得します。特にグロー
バル化が進み、様々な課題を抱える現代社会
に対して公共政策的視点から問題解決を提
案・実現する能力、そして人材を育成します。

公共政策コースとは?

地域を知り、地域の未来を創造し、世界を変え
る。地域創生コースでは、日本でもっとも重要な
課題である地域課題を解決する人材を育成しま
す。そのため、本コースでは地域自治体と協働し
地域の中で学生の課題解決能力を育む教育を
行います。地域の未来を創り生み出すために、
「まちづくり・地域づくり」の課題解決法を提案・
実践するための全てをここで学ぶことができま
す。

地域創生コースとは?

児玉  栞奈 （岡山県出身）

心身
健康
コース

公共
政策
コース

地域
創生
コース

私は1年次に学内の異文化交流イベントに参加した際、異なるバックグラウンドを持つ人に興味を
持ち、国際教養コースを選択しました。このコースでは、世界の歴史や文化だけではなく、自国につ
いても学ぶことができるカリキュラムが魅力です。私はイギリス史を専攻しており、現代のイギリス
が抱える問題について歴史的背景を踏まえながら考察し、ゼミ内でのディスカッションを通じて更
なる理解を深めています。また、多様な留学プログラムがあり、私自身、台湾に文化研修、韓国に半
年間の交換留学の機会を得ました。アジア圏にありながらも世界各国から留学生を受け入れ、グ
ローバルな環境で学べることが韓国留学を選んだ大きな理由です。韓国の慣習や価値観を学ぶ授
業では留学生が自国を紹介する機会がありました。日本の文化と比較しながら、他国の文化につ
いてリアルな話を聞くことができ、教科書では学ぶことのできない貴重な経験をすることができま
した。これらの学びを生かし、将来は広い視野を持ち、時代の変化に柔軟に対応できる社会人にな
りたいです。

平野  塁 （徳島県出身）
私たちはたくさんの人と関わり生きています。その中でより良く生きるためには、人間の心や身体に
ついて知ることが大事だと思い、私は心身健康コースを選びました。心身健康コースでは、心理学と
スポーツ健康科学の幅広い領域について学べ、心と身体への理解を深められます。また、心身健康
に関する専門的な資格の取得もできます。私は、特に興味を持った認知心理学の研究室に所属し、
BGMについて認知心理学の観点から研究しました。日常の至るところに存在するBGMですが、時と
場合、曲のチョイスなどによって、心や身体に良い影響を与えることもあれば、かえって作業効率など
に悪影響を及ぼしてしまうことが分かりました。研究のきっかけは純粋に、気になったからですが、関
心のある分野はとことん追究でき、先生との距離が近く困ったら専門的なアドバイスを受けられるの
で、何気ない好奇心でも研究として形にできます。卒業後は、自分自身や周りの人たちがより良く生
きられるよう、学んだことを活かしたいです。

早山 未来音 （徳島県出身）
徳島大学総合科学部ではコースの垣根を越えて自分の好きなことを学ぶことができます。その中で
公共政策コースでは、経営学、経済学、法律学など一つのジャンルにとらわれない幅広い知識を得る
ことができます。主に、資格試験や公務員試験に向けた実践的な学びだけでなく、経営者や公共機
関の方々から直接、講義や問題提示を受け、現場の声をよりリアルに感じることができる学びが魅力
です。その結果、どこか他人事のように感じていた社会問題に対してより身近に感じることができま
した。また、直接受けた問題提示に対して、学生同士がディスカッションを通して、自ら解決策を模索
する中で、自分が想像もしなかった考え方や多様性に出会えます。その「違い」を知り、自分の考えに
組み込むことができるようになったことが最大の学びであったと感じています。この学びを活かし
て、お客様に寄り添いながら、「自分らしさ」を活かして、私に相談してよかったと思われるような人材
になりたいと考えています。

南川 幸太郎 （兵庫県出身）
私は入学前より地域創生について興味があり、このコースを志望しました。お祭りや観光はもちろ
ん、アートや政策、海外との比較など様々な形のまちづくりを学ぶことが出来ました。このような学
びを通して、自分の知らなかった世界を知り今まで以上に興味関心の幅が広がりました。またこの
コースでは、実際に外に出て確かめる「フィールドワーク」を積極的に活用した授業が多いのも特
徴です。私も2年生の頃から講義の中で地域のイベントや行政職員の方への聞き取り調査に出か
け、参加者の側からは絶対に見聞き出来ない貴重な体験をした事が強く印象に残っています。卒
業研究ではフードデリバリーサービスを研究しており、実際にその仕事をしている方へのインタ
ビューをスムーズに行えるのもこの調査の経験があってこそだと感じます。この四年間でたくさん
の「地域創生」を学んできました。この学びをインプットで留めることなく、実践に移してまちづくり
を行う側として地域を盛り上げていきたいと思います。１分で紹介  国際教養の学び

（シートゲス・オラフ先生）
１分で紹介  心身健康の学び
（甲田 宗良先生）

１分で紹介  公共政策の学び
（清水 真人先生）

１分で紹介  地域創生の学び
（中村 豊先生）

卒業後の進路と主な就職先

国家公務員（法務省）、地方公務員（京都市消防
局、瀬戸内消防局）、阿波銀行、今治造船、大塚製
薬工場、オプテージ、東京海上日動火災保険、日
本赤十字社徳島県支部、兵庫県信用保証協会、
大学院進学（徳島大学大学院、早稲田大学大学
院）

卒業後の進路と主な就職先

100%
就職率

94.4%
就職率

地方公務員（徳島県、徳島市、松茂町ほか）、阿波
銀行、キヤノンシステムアンドサポート、JAF、JR
西日本、大和ハウス工業、東京地図研究社、徳島
信用金庫、徳島大正銀行、四電工、大学院進学
（徳島大学大学院、京都大学大学院、筑波大学大
学院）

97.6%
就職率

国家公務員（国税庁、防衛省）、地方公務
員（徳島県、徳島市、泉南市）、鳴門教育
大学、阿波銀行、香川銀行、かんぽ生命
保険、四国銀行、四国電力、徳島赤十字
病院、徳島大正銀行

卒業後の進路と主な就職先

卒業後の進路と主な就職先

中学校教諭一種免許（国語･英語･社会）、高
等学校教諭一種免許（国語･英語･地理歴
史）、日本語教員、学芸員地方公務員（徳島県、兵庫県、丸亀市）、公立学校

教員（愛媛県、徳島県）、近畿大学、阿波銀行、四国
化成工業、セキスイハイム中四国、大鵬薬品工業、
テレコメディア、徳島大学、名港海運 、大学院進学
（徳島大学大学院、愛知県立大学大学院）

208mm

297mm

208mm210mm 210mm



南京大学留学写真南京大学留学写真

本学部では、教養教育で基礎的知識や科学的思考力を涵養し、語学力を身に付けます。また専門教
育科目で、学術的基礎知識や専門的知識・スキルを修得し、実用外国語能力を向上させ、各種資格
科目の修得に努めます。さらに、実践学習科目で、社会的知識・スキルの修得に努め、フィールドワー
クにより、社会的実践能力を涵養し、課題やテーマ別の履修を行います。

カリキュラムの特徴

カリキュラムの流れ

「地域と繋がる学び」

総合科学部
社会総合科学科

● 募集の単位／学部単位 
● 入学定員／170名
● 推薦Ⅰ 20名／推薦Ⅱ 45名
　 一般選抜前期 85名／後期 20名

総合科学部は、人文・社会・地域・情報等の諸科学における専門知識や専門技能、
技術を身につけるとともに、専門分野の融合を図ることでグローバル化する現代
社会の諸問題や地域課題を的確に理解し、問題解決に対応しうる実践的な人材
の養成を目標としています。この目的のために総合科学部は、社会総合科学科と
いう一学科体制をとり、国際教養コース、心身健康コース、公共政策コース、地域
創生コースの4つのコースを設け、「地域」「グローバル」をキーワードに、広い視野
と高い専門知識・スキルを身に付け、社会に役立つ人材の育成を目指すカリキュ
ラムを設けています。

「世界と繋がる学び」

国際教養コース／心身健康コース
公共政策コース／地域創生コース

新田先生：総合科学部では豊富な海外留学の機会を
提供していますが、その中でなぜ南京大学を選んだの
ですか？

島さん：南京は中国史に興味のある人にとってはなん
としても行きたい都市だからです。南京は中国四大古
都の一つで、歴代王朝の首都に何度も選ばれています
よね。日本では三国志の呉の首都、建業が特に有名で
しょうか。それ以外にも、中山陵など様々な史跡が多数
存在するのが大きな魅力です。

新田先生：留学先の授業で学んだ中で、一番印象深い
ことはどのようなことですか？

地域創生コース
考古学研究室

吉田 万里子さん髙橋 晋一
学部長

国際教養コース

南京大学  中国
島 孝嘉さん 新田 元規

准教授

チャットからいつでも相談可能です

チャット進学相談受付中

部活・サークル
総合科学部のある常三島キャンパスには40の
文化系サークル、49の体育系サークル、6つのサ
ポート系サークルがあります。徳島らしいサー
フィン部や、狩猟サークルなどもあり、ヨット部は
全国大会でも活躍しています。95

所属学部への満足度が高い
※全国平均70%

授業満足度が高い
※全国平均60%

ボランティア活動への
参加率が高い
※全国平均37.5%

全国から
総合科学部に！
徳島大学総合科学部は地方
国立大学ですが、県外出身者
が約半数を占めます。つまり中
国・近畿・四国地方を主に、多
様な地域出身者と触れ合い学
ぶことができる拠点大学として
機能しています。大学全体では
約70%が県外出身者です。

地方国立大学でも
県外出身者が多い！

男女比

徳島大学では障がい学生支援、性の
多様性（LGBT等）への配慮、女性活躍
推進などについて共通理解を深め、全
ての学生が利用しやすい環境作りを行
い、学生生活がよりよいものとなるよ
う、一歩先の取り組みを行います。

海外留学
プログラム

総合科学部では37の
海外留学プログラム
を用意しています。世
界に羽ばたき、語学
習得だけではなく精
神的にも大きく成長し
て帰ってきています。
費用負担へのサポー
トを行っており、留学
者の95%が奨学金を
利用しています。

奨学金を活用した 総合科学部から
県外就職
国の省庁などの国家公務員に加え
各地域の地方公務員、そしてグ
ローバルに活躍する企業や地域
振興の最先端の担い手として全国
で活躍、世界で活躍する人材を排
出しています。

県外就職

「その土地に生きた人々の
 足跡をたどる遺物から当時
 の人々の生活を明らかに」

就職率
令和3年3月卒業生

学部全体（過去3年）23.0％

公務員就職
強い

公共政策コース

大学地域
貢献度3位第 2 0 2 2

砥石で石を研いでいる様子砥石で石を研いでいる様子 西納岩陰遺跡踏査西納岩陰遺跡踏査 蔵本 水田跡 発掘調査蔵本 水田跡 発掘調査

「自分の世界が広がること。
  語学力は結果であって
  目的ではない」

ダイバーシティ
（多様性）への
取り組み

歩
前進しています

島さん：もちろん座学もありますが、プレゼンテーショ
ンの機会が多く設けられていたのが印象的でした。最
上級クラスなんか本当に毎日パワーポイントで発表し
ていましたね。文法や語彙だけではなく、どのように発
音すれば伝わりやすいか、言葉で表現できない場合に
身振り手振りでどう表現するか、実践的なコミュニ
ケーションを学ぶことができました。

新田先生：留学で学んだことを地域の目線で振り返っ
てみるとどのように活用できると思いますか？

島さん：異なる文化を持つ人を受け入れるには、相手
の考え方を排斥せず、理解を示すことが必要だと感じ
ました。地域社会でも世代間の分断が論じられたりも
しますが、そうした分断を乗り越えるための考え方を、
留学を通して得ることができました。中国語でも大丈
夫だったし、日本語が通じる相手なら話し合えば分か
り合えるだろうって楽観性も培えましたね。

新田先生：異なる文化に触れて、地域社会の課題につ
いて違った目線から考えられるようになったのです
ね。総合科学部から世界へ羽ばたき、地域で活躍する
人材が育っているようですね。

学部長：総合科学部の魅力の一つである「多様で学際
的な学び」は、地域で実践的に学ぶ上でどのように役
立っていますか？

吉田さん：私は兵庫県出身のため、調査を行う土地に
ついて知らない場合があります。そのため地理学や歴
史学の観点から徳島の古地図や古文書などを用い、
土地の変容やどのように土地利用されてきたのかを
学習したりしています。

学部長：学びのフィールドがすぐ目の前の地域/Local
にあるということも総合科学部の魅力と言えますが、
考古学という分野では実際にどのような学びをしてい
ますか？

吉田さん：現在大きく分けて二つの研究をゼミでは
行っています。一つは徳島県の岩陰遺跡に関する調査
で、もう一つは徳島県の石といわれる「青色片岩」を用
いた石器づくりに関する調査です。岩陰遺跡は今年2
月に那賀町で発掘調査の前段階である遺跡踏査を行
い、12月頃には発掘調査も行う予定です。石器づくり
はかつて人々がどのように石器を作ったのかを、自分
たちも手作業で石器を作成しながら作り方を研究し
ています。

学部長：地域で学んだことをグローバルな目線で振り
返ってみると、どんな価値があると思いますか？

吉田さん：先ほど説明した青色片岩の石器づくりで
は、ニューギニア島現地民の石器づくりを参考にして
います。そのため、岩陰遺跡や石器製作に関する研究
を通じて得られた結果は、いまニューギニア島現地民
を参考にしているように、日本や世界の他の地域でも
研究として応用できると思います。つまり徳島という
ローカルな場での調査においても、グローバルな視点
を持って考察することが大切なのだと思います。

学部長：なるほど、地域での成果もグローバルな歴史
発展の中で位置付けることが重要なのですね。総合科
学部らしい学びでたいへん興味深いですね。

教養教育科目

教養教育科目

コース基礎科目
コース入門科目
実践学習科目
学部共通科目
専門教育科目

他コース選択科目
コース自由選択科目
コース応用科目
・卒業研究に備えるため
  の専門科目を履修 
実践学習科目
・インターンシップ
・留学（長期・短期）ほか

1年次
前期 前期前期 前期後期 後期後期 後期

2年次 3年次 4年次

卒業研究

就職
（企業・公務員等）

大学院進学

2 3

属
配
ミ
ゼ
時
級
進
年
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