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芸術地域デザイン学部

有田キャンパス

地域が学び舎

佐賀県と長崎県をまたぐ肥前地域は、古くからの焼き物産地で、有田焼・伊万里焼・波佐見焼・唐津焼といった伝統的な焼き物文化が地域に
集積され、現代の技術を取り入れながら引き継がれています。そして今尚、焼き物生産の一大拠点として全国に芸術・文化を発信しています。
佐賀大学は、そんな肥前有田に有田キャンパスを開設し、焼き物でこれからの日本の文化を開拓する人材を養成します。

地域をひらく 芸術でつながる
昭和28（1953）年4月に特別教科［美術・工芸］教員養成課程とし
て九州で佐賀大学のみに設立された特設美術科の歴史の流れを汲
む佐賀大学文化教育学部美術・工芸課程は、学部改組に伴い課程を
発展させ平成28（2016）年4月、佐賀大学芸術地域デザイン学部と
して新たにスタートしました。芸術表現や理論、有田の焼き物を専門
に学ぶ芸術表現コースと人文科学、社会科学とデザインを融合する
分野を学ぶ地域デザインコースで構成され、物事の本質にふれ創造
の力で社会と向き合います。そのうち芸術表現コースの有田セラ
ミック分野は、日本磁器発祥の地有田を中心とした肥前陶磁器生産
地域をフィールドに高度陶磁器産業人養成教育を開始します。
「地
域をひらく 芸術でつながる」はそのキャッチフレーズです。佐賀県
立有田窯業大学校の国立大学法人佐賀大学への移管をきっかけと
して、創業400年の有田焼の伝統を背景に、佐賀大学が有する表
現、科学、マーケティングを融合させた他に類のない「焼き物」の専
門課程です。
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佐賀大学
有田キャンパスでの
教育理念
芸術地域デザイン学部は、九州を拠点として芸術の力で地域をデ
ザインし陶 磁 器 文 化と産 業 、地 域を開 拓・牽 引する人 材 の 養 成を
ミッションに、
「 陶磁器に対する高い専門性を養うと共に、多様な分
野と協働できる」
「 グローバルに地域全体の視点から陶磁器産業を
考えることができる」を教育目標に掲げ、新たな地域のあり方を構
築する人材の養成を目指します。具体的には、分業の一部を担う作
り手であっても地域全体の視点からグローバルに陶磁器産業を見
渡して仕事ができる人材、他業種とアイデアや生産体制について意
思の疎通ができる人材、マーケティングや商品開発ができる人材、
技術革新を商品につなげられる人材、海外のデザイナーやアーティ
ストと交流し新しい視点の作品を開拓できる人材、様々な生産活動
で地域を再構成し地域の活性化につなげることができる人材など
多 様 な 人 材 像を描 いています。ちょうど現 代 のインターネットが
ボーダレスのつながりを見せているように、他者と協働できる、つな
がることができる専門性と協働する力を持った産業人の養成です。

005

学 部トピック

教育学部
『教師へのとびらプログラム』
憧れの教師へ、高校から踏み出す一歩
佐賀大学では、高大連携活動の新しいかたちを目指して、将来、教師を目指す県
内の高校生を対象とした新しいカリキュラムを開始しました。
これは、高校3年間と
大学4年間をあわせた7年間で「未来の教師」
を育成しようというものです。本カリ
キュラムは、佐賀大学だけでなく佐賀県教育委員会の協力も得て実施されるもの
です。
これからの高大連携活動として、継続的に参加し、
ポートフォリオ*などの成果
物を制作することが大きな特徴です。

初年度は県内から100名の生徒が参加

＊ここでのポートフォリオとは、学 習 課 程における
個人の技能・考え・興味・成果などの 書類をまとめた文 書のこと

ここがPOINT！
■高校３年間を通じた育成・継続型のカリキュラム
■アクティブラーニングを積極的に導入
■参加者はポートフォリオを作成
■所定のカリキュラムの修了者には「修了証」
を授与
他校の生徒とともにグループ作業

佐賀大学教育学部の教育実習と
附属施設について
幼児・児童・生徒の学びと成長を連続的に
捉えることのできる実践型の教育指導者を養成
1年次から学校現場に触れるフイールド演習科目を設け、年次の進
行とともに教育実習へ向け実践を積み上げていきます。
また、いじめ•
不登校などの生徒指導に取り組む力を身につけるため、事例研究を
通したロールプレイングなどで疑似体験をし、生徒指導を行う際の基
本を修得します。

佐賀県教育委員会との連携•協力事業
教職員の養成を担う佐賀大学教育学部と、教育行政を担う佐賀県教育委員会とが、佐賀県教
育の振興と教育水準の向上のために相互に連携・協力することで、使命感と実践力を備えた教
職員の養成•確保学校教育上の諸問題へのより効果的で質の高い対応を図ります。
具体的な活動として、例えば、
「教員養成
専門部会」では、佐賀大学の教員志望学生
へ向けた活動として、教員としての資質や
意欲を向上するための教育ボランテイア活
動や、高度な専門性を有した教員養成を目
標とする大学院教育実習、発達障害や心身
症•不登校への支援力を身につけるための
臨床教育実習、教職課程修了時に、教師と
しての必要な基本的資質について確認する
教職実践演習を実施しています。
臨床教育実習は、発達障害や心身症・不

教育ボランテイア活動

登校への支援力を学生に養成することを目的としています
（平成19年度GP）。主に、文化教育
学部の教育学選修、教育心理学選修、障害児教育選修の学生、教育学研究科学校教育専攻の
大学院生が履修しています。実習生は実習チームを組み、各チームに担当教員が付いて指導し
ます。
アセスメント、長期目標の設定法、個別の指導計画の作成法、指導の実施と結果の評価法
幼稚園での教育風景【左上】小学校英語活動の授業実践【左下】
教職実践演習（4年次）4年間の学習の総仕上げ【右】
幼・小・中・特別支援学校の4つの附属学校（園）
を設置しているほ

について実地に学修します。実習内容は学習支援、行動社会性改善、心のケアと多岐にわたって
います。
この取組を発展させて、教師、医師、保健師など子どもの成長・発達に共に携わる職業
を目指す学生に平成22年度より共通科目を開設しました
（文科省特別経費プロジェクト支援事

か、
「教育臨床」
「教育実践」
「教育支援」の3部門から構成される附属

業）。
また平成24年度より大学コンソーシアム佐賀の取組として、佐賀県内4大学と連携し、発

教育実践総合センターがあります。

達障害のある幼児を支援できる幼保専門
職業人の養成に取組んでいます（文科省
大学間連携共同教育推進事業）。

附属教育施設
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臨床教育実習

芸術地域デザイン学部
芸術地域デザイン学部、芸術表現基礎・地域デザイン基礎の試み
芸術地域デザイン学部は芸術で地域を活性化することを理念としてしています。本学部では芸術表現コースと地域デザインコースの二つのコー
スがあります。
１年次前期には両コースの根本的な考え方を実践を通して学ぶ芸術表現基礎・地域デザイン基礎（以後共通基礎）
を履修します。共通
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基礎では絵画、彫刻、工芸、
デザイン、
フィールドワーク、
マネジメントの６課題を学んでいきます。例えば表現者を目指す人は、
マネジメントやフィー
ルドワークを学び、学芸員や地域行政で働く専門員を目指す人は表現を学んで専門の学びに強みをもって取り組んでいきます。

インプットからアウトプット、
そしてプレゼンテーションへ
共通基礎では２、
３年次に自分の専門を選択する前に多
様な分野の考え方を学び、多角的な視点を得ることができ
ます。そして、新たな視点をカタチにするプロセスを学び、
さらにプレゼンテーションすることで発信力を身につけて
いきます。

フィールドを観察して
柔軟な発想を生み出す
地域には歴史と人の力が潜在しています。それらを調査
して、いろいろな気づきを共有し、試行錯誤しながら目に見
える形にしていくことで独自の作品や空間を生み出してい
きます。学生は自分の得意な分野の力で役割を担い、プロ
セスと結果を生み出していきます。

実際の経験から説得力ある
プレゼンテーションに
共通基礎では個人制作やグループ制作を行います。グ
ループ制作では、
どのように相談していくのか最初戸惑い
ますが、
フィールドに出て経験することや素材に触れた実感
を共有していくことで打ち解け、活発に意見交換し議論を
深めていきます。グループで一つの形にしていくプロセス
はかけがえのない経験となります。そのプロセスで学んで
つかんだ実感によって、
プレゼンテーションに説得力が生ま
れていきます。
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経済学部
現役経営者や実務家に学ぶ
経済学部では、社会の第一線でご活躍の方による授業が
たくさんあります。
例えば、
「 現代の経営」は、佐賀県経営者協会および佐賀
県経済同友会の協力をえて開講されます。授業では、現役
の佐賀県内企業の経営者の方に、現代の企業をとりまく経
営環境、経営戦略、経営組織の形成、企業文化の醸成、地域
社会への貢献などについて、講義していただきます。
経済学部では、このほかに、
「 野村證券」や労働組合「連
合」、会計事務所、弁護士による講義もそろえています。
株式会社ワイビーエム代表取締役会長
吉田哲雄氏による講義風景

世界で学ぶ
「国際交流実習」の目的は、経済や経営の理論をグローバルな現場で理解すること、異文化理解力を高めること、英語によるプレゼンテーション
能力を養うことなどです。学生は事前に訪問国の文化や経済状況について学習します。訪問国では、学生は、
レクチャーを受け視察を行ったあと、
現地の大学生との共同セミナーに参加し、英語によるプレゼンテーションを行います。本年度はスリランカのペラデニア大学を訪問する予定です。

インドネシアの手工業の調査風景

地域で学ぶ
授業科目「演習」はゼミとよばれていて、学生が主体的
に学び研究する少人数授業です。ゼミは教員の専門分野
によって、学ぶ内容だけではなく、その進め方もさまざま
です。
例えば、
「 都市経済論」のゼミでは、様々な地域に出かけ
て行って、ヒアリング調査やアンケート調査などを行って
います。

門司港にて、
クルーズ船の乗客に
ヒアリング調査をしているところ
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学生によるプレゼンテーションの様子

医学部
ドクターヘリ
2016年3月時点でドクターヘリは国内において38道府県46機の配備がされています。佐賀県に
おいては2014年1月17日
（災害の日）
から佐賀大学医学部附属病院高度救命救急センターを基地病
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院として週5日の運用、連携病院として佐賀県医療センター好生館救命救急センターで週2回の運用
を行なっております。2施設運用は佐賀県の救急医療従事者の輪を大きくするために行なっている運
用形態です。過去の出動事案の中には劇的な救命例事案もあり佐賀県民の皆様への救急医療体制充
実に関与している事業だと思います。2014年12月26日からは出動時の重複要請の問題を解決すべ
く佐賀県と福岡県のドクターヘリ相互乗り入れが開始され、2016年には佐賀県と長崎県の相互乗り
入れも検討されており、北部九州全体の救急医療体制の向上にも隣県と取り組んでいます。また、
2015年11月30日から開始された交通事故車両からドクターヘリ基地病院に事故情報が自動通報さ
れる救急自動通報システム
（D-Call-Net）の試験運用の初回9施設にも佐賀大学は加わっており、佐
賀県の交通事故減少を目指して交通事故対策の研究チームも学部横断的に取り組んでおります。

リハビリ用ロボット
鉄腕アトムは心優しく愛らしく、素晴らしい能力を持っているロボットで、昔から子供たちの
アイドルでした。そんなアトムに幼少時代に触れたことで、
ロボット技術者を志したロボット工
学者たちが日本には多く存在しており、現在の日本の高水準のロボット技術力にはアトムの貢
献が大きいと言われています。そして、そのロ
ボットの技術が、近年、
リハビリテーション医療に
も導入されています。
とくに、佐賀大学医学部附
属病院では、2014年10月よりロボットリハ外来
をスタートさせています。そして今では、全国で
も屈指の数を誇るロボットたちが患者さんのリ
ハビリテーション治療に役立っています。

平成28年度看護学科は就職率100％！
看護学科では変化し進歩し続ける健康へのニーズや医療に対応できる、
高い看護実
践能力をもつ看護職者の育成を目指しています。
看護学科では、
保健師や助産師、
看護師国家試験受験資格が取得できます。
勿論、
国家試験合格率及び就職率ともに100％です。
看護学科で高度な看護実践能力の育成に欠かせないのが、
看護学実習
（臨地実習）

看護実践能力を高めよう
看護学科では、病院や老人保健施設、地域の訪問看護ステーショ
ンなど様々な場所で実習を行い、患者さんや施設の利用者の方と
接する中で看護職者としての技術と役割を学んでいます。実習前か
ら、看護の実践能力をアップさせるために、洗髪や吸引などの技術

です。臨床は看護の現象を学ぶ場として重要であり、実習は学習方法として不可欠で

を繰り返し練習しています。実習室では、様々な技術の練習ができ

す。
１年次から系統的に看護学実習を行い看護の知と技と態度を修得します。
主な実習

るように環境を整えています。看護学科の就職率は100％ですが、

施設となる医学部附属病院とは廊下伝いに移動できるという利便性も特色で、
教室で

新人看護師の教育体制が整っている病院への就職は希望者が集中

の学習と実習による経験を相互に統合できる環境にあります。
学生は恵まれた環境の

し、必ずしも容易ではありません。就職試験においても学生がもつ

中で臨床指導を受け、
看護実践能力を着実に身につけていくことができます。
保健師教育については、
６０名の定員に対して４０名と他大学より、
選択枠を多く設けて
全国でも屈指の就職状況を維持しています。

力を十分に発揮できるよう、就職支援セミナーも企画し、応援して
います。

保健師就職数
18
16
14
12
実習室での練習
（モデル人形を使った吸引） 実習室での練習（洗髪）

10
8
6
4
2
0

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
新卒者、既卒者の合計人数（※既卒者数は、本人からの申し出による）

老年看護実習

就職支援セミナー
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理工学部
大学院教育
大学での４年間の学部教育を修了後、大学院に進学しさらに専門的

教員養成
理工学部で取得できる免許状の種類及び教科

な知識を深めるとともに、高いレベルの研究を行うことができます。
佐賀大学理工学部では４割近くの学生が大学院工学系研究科に進学

免許状の種類及び教科
学科・コース
中学校教諭一種 高等学校教諭一種

しており、学部と大学院が連携をとり、高度な技術者や研究者を育成
しています。大学院では各研究室に所属し、教員と学生との距離感の

数理科学科

数

学

数

学

近い少人数教育を通し、きめ細かな教育を受けることができます。そ

物理科学科

理

科

理

科

知能情報システム学科

数

学

機能物質化学科（物質化学コース）

理

科

こで培った専門的知識や研究を遂行する能力は、卒業後様々な分野
で活かすことができます。

数学・情報
理

科

工

業

機能物質化学科（機能材料化学コース）
機械システム工学科
電気電子工学科
都市工学科
表に掲げる各学科では、所定の単位を修得することにより、中学校
や高等学校の教員免許状を取得することができます。高等学校の教
員には教科に関する高度な知識を要求されることもあり、理工学部で
の学習が活かされます。免許状取得には教職に関する科目、教職実践
演習、介護等体験の履修も必要となるので、教職カルテを作成し１年
生から計画的に履修を進めていきます。
また各学生に教職チューター
を割り振り、面談などを通し学習の指導をしています。

アクティブ・ラーニング

学生が受動的に学習するのではなく、問題意識をもち能動的に学ぶことは、深い理解を得るために有効です。また能動的姿勢を習得するこ
と自体、将来様々な局面で役に立ちます。理工学部では、実験や演習の授業、卒業研究などにおいて、従来から能動的学習を促進してきました
が、近年では、地域に密着したさまざまな課題を学生自らが主体となって解決する方策を探求する地域創生型の演習科目などが各学科で拡充
されてきています。
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農学部
さがんルビー

バラフ
学 部 ト ピック

農学部附属アグリ創生教
農学部附属アグリ創生教育研究センターが育て上げてきたグレー
プフルーツで、平成25年3月に国産グレープフルーツとしては、全国で
はじめて品種登録が完了しました。ルビー色の果肉と爽やかでビター
な香りが特徴で、現在は佐賀県鹿島市で栽培されています。様々なコ
ラボ商品の開発も積極的に行われています。鹿島市のパティスリーと
コラボしたロールケーキ・マドレーヌ、唐津市の蔵元がプロデュースす
る地酒リキュール、小城市の飲料メーカー提案のご当地サイダーなど
が販売中です。
また、佐賀県の県立高校とコラボし、
クラウドファンディ
ングを活用したリップクリームの商品化
（好評販売中）
も行っています。

バラフスイーツ

バラフ化粧品

農学部の研究により、南アフリカ原産の植物「アイスプラント」
を日本
で初めて野菜化したもので、葉や茎の表面に宝石のようにキラキラ光
る水滴のような細胞がついているのが大きな特徴です。
シャキシャキと
した歯ざわりと塩味があり、今までに経験したことのない全く新しい野
菜で、現在は、
「バラフスイーツ」
（ロールケーキ、
マカロンなど）
や
「バラ
フ麺」のほか、
バラフを原料とした化粧品「バラフジュレ」
や
「バラフソー
プ」
なども販売中です。

悠々知酔
農学部附属アグリ創生教育研究センターで収穫した「ヒノヒカリ」
と農学部で
生成した
「清酒酵母」
を使用し、地場の酒造メーカーと連携して製造した佐賀大学
のお酒です。農学部の学生が、酒質（味・香りなど）の決定、麹造り、仕込み、搾りな
ど全ての工程に参加しています。
「悠々知酔」
とは、悠々と酒を飲みながら知の探
究に酔い、桃源郷のような雲の上でゆっくりのんびり飲む姿をイメージした名前
です。平成26年度からは、佐賀県の原産地呼称管理制度に申請し、
「The SAGA
認定酒」
として認定されています。

IT農業の取り組みを始めました〜佐賀県、
オプティム、佐賀大学
佐賀県、株式会社オプティム、佐賀大学農学部が協力し、
「楽しく、
かっこよく、稼
げる農業」
をキャッチフレーズに、農業とITを融合させるための取り組みを推進し
ています。農作業や農地の様子を農業ビックデータとして記録しながら、植物のリ
モート生育解析、病害虫検出や防除、農作業履歴の自動記録を行うための研究を
進めながら、将来は研究成果や篤農家の豊富な経験をネット上で共有できるよう
なシステム構築を目指しています。株式会社オプティムは、佐賀大学の全学部学
生が履修できるインターフェース科目「2年間でできるがばいベンチャー」
（ 2年
間、4科目のシリーズ）も開講し、起業家教育、ITプログラミング、知財創造ノウハ
ウを学生に伝える取り組みもスタートさせています。未来の農業を担う取組とし
て、佐賀発IT農業の実現に御期待ください。
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