大学院
Graduate School

■ 学校教育学研究科

■ 地域デザイン研究科

■ 医学系研究科

■ 工学系研究科

■ 農学研究科

■ 鹿児島大学大学院連合農学研究科

実践的・先駆的な研究で、社会の中核となる
研究者・高度専門職者を目指す

医学系研究科
博士課程

学校教育学研究科
専門職学位課程

学 部
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大学院

10年
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4年
3年
2年
1年

教育学部

地域デザイン研究科
芸術地域
デザイン学部

経済学部

医学部
医学科

工学系研究科
博士後期課程

医学系研究科

工学系研究科

修士課程

博士前期課程

医学部 他学部
4年制
看護学科 大学

理工学部

連合大学院
農学研究科

農学部

大学院 ｜ 学校教育学研究科 地域デザイン研究科 医学系研究科
G r a d u a t e S c h o o l o f Te a c h e r E d u c a t i o n

学校教育学研究科

｜専門職学位課程｜

Graduate School of Regional Design

地域デザイン研究科

｜修士課程｜

学校教育学研究科は、教育委員会・学校と大学の連携・協働により

地域デザイン研究科は、芸術、
フィールドデザイン、経済・経営の三方

「学び続ける教師」
を育成するため、教員養成教育の改善・充実を図る

向からのアプローチにより、地域創生をリードできる高度な知識と実践

べく、高度専門職業人養成として教員養成に特化した教職大学院（専

的リサーチ能力を持つ職業人の養成を目的としています。
「地域デザイン専攻」の中に、
２つのコース
（芸術デザインコースと地

門職学位課程）
です。
「教育実践探究専攻」の中に、授業実践探究コース、子ども支援探究

域マネジメントコース）
をおきます。
フィールドデザインについては、芸術と経済・経営という異分野を媒

コースは、学力問題、多様な教育ニーズ、地域社会の変貌に応じた新た

介し両者を総合する分野であるため、いずれのコースにも不可欠なも

な学校づくりに対応したものです。

のと考えています。

現職教員、新規大学卒業者、社会人を対象に、教員としての資質・能

なお、本研究科の「フィールドデザイン」
とは、従来の自然環境的、あ

力を総合的に高いレベルで育成し、各コースに応じて、特定の資質・能

るいは工学的なフィールドデザインではなく、芸術、文化財保護、都市

力を高め、地域の学校教育が抱えている課題を解決し、学校変革に貢

地理学、都市デザインなどの知識とスキルを使って地域にあるさまざ

献できる教員を育成することを目的としています。

まな資源に芸術文化と経済・経営の光をあて、新たな資源の活用法を

大学院

コース、教育経営探究コースの３つのコースがあります。それぞれの

見出し、地域の場（フィールド）
をデザインしていくものです。

Graduate School of Medical Science

医学系研究科

｜修士課程｜博士課程｜

医学系研究科は、医学・医療の専門分野において、社会の要請に応えうる研究者および高度
専門職者を育成し、学術研究を遂行することにより、医学・医療の発展と地域包括医療の向上
に寄与することを目指しています。
本研究科は、
「修士課程医科学専攻」、
「修士課程看護学専攻」、
「博士課程医科学専攻」の3
つの専攻を置いています。
「修士課程医科学専攻」は、医学部医学科以外の理系・文系4年制大学学部出身の多様な
バックグラウンドを持つ学生を受け入れ、医学の基礎およびその応用法を体系的・集中的に修
得させることにより、医学、生命科学、
ヒューマンケアなど包括医療の諸分野において活躍する
多彩な専門家を育成します。
「修士課程看護学専攻」
は、高度の専門性を有する看護職者にふさわしい広い視野に立った
豊かな学識と優れた技能を有し、国内および国際的に看護学の教育・研究・実践の各分野で指
導的役割を果たすことができるような人材を育成します。
また、平成23年度から専門看護師
コースが設置され、
「慢性看護専門看護師」の取得を目指すことができるようになりました。
「博士課程医科学専攻」
は、医学・医療の領域において、
自立して独創的研究活動を遂行する
ために必要な高度な研究能力と、その基礎となる豊かな学識と豊かな技術を有し、教育・研究・
医療の各分野で指導的役割を担う人材を育成します。

◎平成28年度修了生の主な進路先
［修士課程］
佐賀大学医学部附属病院、佐賀大学（教員）、
九州大学病院、
イー・アンド・エム株式会
社、祐徳薬品工業株式会社、独立行政法人国際協力機構JICA、一般社団法人朝倉
医師会あさくら看護学校
（教員）
、
九州大学大学院医学系学府
（進学）など

［博士課程］
佐賀大学医学部附属病院、佐賀県医療センター好生館、防衛医科大学校、
（米）
テキ
サス州立大学MDアンダーソンがんセンター、
（米）
ハーバード公衆衛生大学院、国際医
療福祉大学、福岡県済生会大牟田病院、
伊万里有田共立病院 など
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大学院 ｜ 工学系研究科 農学研究科 鹿児島大学大学院連合農学研究科
Graduate School of Science and Engineering

工学系研究科

｜博士前期課程｜博士後期課程｜

工学系研究科は、高度科学技術社会、国際化社会により一層積極的
に対応していくため、理学と工学の融合を目指しています。科学技術

Graduate School of Agriculture

農学研究科

｜修士課程｜

農学研究科は、近年の科学技術の高度化・情報化・国際化の中で、
社会・国際ニーズにこたえられる高度な専門知識と技能を持った創造

が高度に発達し多様化した社会において、研究者・技術者・職業人とし

性豊かな農学・生命科学に関する研究者・専門家になる人材を育成す

て社会に貢献し、国際的コミュニケーション能力と幅広い基礎知識か

ることを目的としています。本研究科は、
「 生物資源科学専攻」を置い

ら高度な専門知識まで有する独創的で幅広い視野を持った人材を育

ています。

成します。

「生物資源科学専攻」
は、応用生物科学コース、生物環境保全学コー

本研究科には、博士前期課程と博士後期課程の2つの課程がありま

ス、資源循環生産学コース、地域社会開発学コース、生命機能科学

す。博士前期課程には、数理科学専攻、物理科学専攻、知能情報システ

コースの5コースがあります。
また、九州およびアジアの諸地域におけ

ム学専攻、循環物質化学専攻、機械システム工学専攻、電気電子工学

る農業とアグリビジネスの中核を担う農業者の育成プログラムとして、

専攻、都市工学専攻、先端融合工学専攻の8つの専攻があります。

農業技術経営管理学コース
（農業版MOT）が設けられています。

博士後期課程には、
システム創成科学専攻があり、電子情報システム
学コース、生産物質科学コース、社会循環システム学コース、先端融
合工学コースの4つのコースに分かれています。

◎平成27年度修了生の主な進路先
ヤクルト、
キューピー、宮島醤油、農水フーヅ、大塚製薬、祐徳薬品、
カネコ種苗、渡辺パイプ、
西部環境調査、
たらみ、
アルソア、WDB、佐賀県農業協同組合、地方公務員、国家公務員、
鹿児島大学大学院連合農学研究科（進学）など

◎平成27年度修了生の主な進路先
【博士前期課程】
ブリヂストン、
スズキ、川崎重工業、三菱電機、
ダイハツ工業、三菱自動車、富士通ゼネラル、
九州電力、関西電力、三菱電機、東芝、富士通、
日本電気、
パナソニック、
日本国土開発、青
木あすなろ建設、奥村組、国際航業、IAO竹田設計、
ダイワボウレーヨン、
セイコー化成、
ソ
ニーセミコンダクタ、石原ケミカル、新日本非破壊検査、佐賀県農協、
エクシード、
日本電気通
信システム、
ＮＴＴデータ九州、
パナソニックＥＳシステムソフトウェア、三菱電機インフォメション
システムズ、京セラコミュニケーションシステム、
日立ＩＮＳソフトウェア、
エコー電子、富士通九
州システム、宇宙技術開発、電通九州、英進館、
日本ビジネスエンジニアリング、高校教諭、
中学校教諭、佐賀県庁、佐賀市役所、
九州大学（技術職）、佐賀大学大学院博士後期課程
（進学）、
九州大学大学院博士後期課程
（進学)など
【博士後期課程】
山梨県立大学、University of Peradeniya、
日本国土開発、佐賀西部広域水道企業団など

鹿児島大学大学院連合農学研究科 ｜博士課程｜
鹿児島大学大学院連合農学研究科は、佐賀大学の農学研究科、鹿児
島大学の農学研究科、
同水産学研究科、
琉球大学の農学研究科の4つの
研究科の修士課程を母体として編成され、
これらの研究科の綿密な連携
のもとに運営されている新しいスタイルの博士課程大学院です。
学生の
研究指導は、
学生1名について複数の大学から指導教員3名が担当する
ことになっており、
この点が連合大学院の大きな特徴と言えます。

評価される佐賀大学生の研究

2015年度土壌物理学会大会において
土壌物理学会賞を受賞
佐賀大学大学院農学研究科生物資源科学専攻生物環境保全学コースの
平嶋雄太さんが、2015年度土壌物理学会大会において、革新的な農地環
境計測に関する研究発表を行い、得票数第１位で土壌物理学会学会賞（優
秀ポスター賞）
を受賞されました。土壌物理学会は、農業技術および環境科
学の発展に貢献することを目的として、1958年に発足した日本学術会議協
力学術研究団体です。平嶋さんは，諫早湾干拓に広く堆積した粘質土の環
境計測に、COSMOSと呼ばれる最新の宇宙線観測技術を適用し、
リアルタ
イムで広域的な環境変化を捉える方法を提案したことが専門家の間で高く
評価されました。土砂災害が多発する我が国では、その前兆の早期検知の
ための斜面防災アラート技術を構築することが急がれており、平嶋さんの
研究成果はそうした技術への応用が期待されています。なお、
この研究の
功績が認められ、
平嶋さんは本学の学生表彰を受けています。
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受験生へのメッセージ
佐賀大学大学院農学研究科
生物資源科学専攻
生物環境保全学コース 修了

平嶋 雄太
（熊本県立宇土高等学校出身）

大学は、社会人となる前に自分の生き方を決める最
後の場です。大学生活は、勉強、遊び、アルバイトなど
やれることが多く、自由な時間も多いです。自分の生
活を自由にカスタマイズでき、志の高さ次第では、自
分自身を大きく成長させることができます。様々なこ
とに積極的にチャレンジし、自分の夢や理想に向かっ
て突っ走ってください。

