理念・目標等

教育支援・国際交流推進機構
教育支援・国際交流推進機構は、鳥取大学における教育関係支援組織の連携により、機能的な組織を形成し、大学教育及び学生
支援等の充実を図ることを目的として、平成２9年４月に設置された組織で、現在、入学センター、教育センター、学生支援センター、
教員養成センター、
キャリアセンター及び国際交流センターにより構成されています。

沿革

The Organization for Educational Support and International Affairs was established in April 2017. It consists of the Admissions Center, the
Education Center, the Student Support Center, the Teacher Education Center, the Career Center and the Center for International Affairs.
It aims at forming a functional educational support group and enhancing university education and student services through strengthening
cooperation between the centers.

運営体制等

入学センター
Admissions Center

学 生 募 集 及び 入 学 者 選 抜 試 験 の 実 施
入学前教育の実施

●
●

高等教育研究開発部門

●

共通教育開発部門

●

Department of General Education Development

学部・大学院

教育センター
Education Center

外国語部門

●
●

健康スポーツ部門

●

学生の状況

学生支援部門

各種施設

学生支援センター
Student Support Center

Department of Student Support

学生相談部門

Department of Student Advice

大学の戦略

教員養成センター
Teacher Education
Center

プロジェクト等

キャリアセンター
Career Center

国際交流

国際交流センター
Center for
International Affairs

附属学校連携部門

Department of Affiliated Schools

教員養成部門

Department of Teacher Education

学生への経済的支援
課外活動支援
●事件・事故・
カルト問題対応
●学寮の運営
●
●

障障がい学生の修学支援
学生相談室の運営
●なんでも相談窓口の運営
●学生相談委員会の運営
●
●

大学教育と附属学校教育との連携支援

●

全学体制による教員養成カリキュラムの
整備・充実コーディネイト
●教員免許の更新制企画
●教育相談、
教育臨床、
教育実践
●

キャリア教育の企画・実施
インターシップの推進
●教育相談、
就職情報の収集・提供
●卒業生、
社会人の就職等支援
外国人留学生に対する日本語・日本事情
教育の企画・実施

●

留学生部門

●

海外指導部門

●

グローバル教育部門

●

Department of International Students
Guidance and Counseling
Department of Overseas Safety Education

地域貢献
財務状況
キャンパス
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健康スポーツ科学教育の企画
体育施設等の管理運営

●

●

日本語・日本事情教育部門

Department of Global Education

入学センター

外国語教育の企画
大学教育の国際化推進

●

Department of Education on Japanese
Language & Japanese Affairs

保健管理センター
Health Science Center

全学共通教育の企画・運営・改善
米子地区共通教育マネジメント
●GP等教育事業対応改善
●

Department of Foreign Language Education
Department of Health and Sports Science

教育支援・国際交流
推進機構
Organization for
Educational Support and
International Affairs

学学士課程，
大学院課程の制度設計等
教授法の研究開発とFD等教授法改善

●

Department of Higher Education Research

外国人留学生に対する日本文化・社会教
育の企画・実施
海外渡航時の安全教育の企画・実施

グローバル教育の企画・実施

健康診断並びに健康の保持増進
健康相談及び応急処置
●環境衛生の維持、
改善
●
●

Admissions Center
入学センターは、本学への入学に関しての総合的なサービス窓口です。大学
が掲げるアドミッションポリシーに対応した学生募集を行うための組織として、
入学者選抜制度の改善及び入学者選抜の円滑な実施を図るための企画立案、
実施運営、調査研究、広報活動の業務を行います。

The Admissions Center deals with general affairs related to student admission
to Tottori University. As the official body in charge of student recruitment
implemented according to the university's admission policy, it carries out publicity,
research, planning and admission of recruitment programs aimed at ensuring a
smooth admissions system and at improving the student admission process.

教育センター

理念・目標等

The Organization for Educational Support and International Affairs
Education Center

沿革

全学的な立場による、大学教育の円滑な実施を図るとともに大学教育改善のた
めの企画及び開発等を行い、
大学教育及び教育面での学生支援の充実に寄与する
ことを目的とします。

学生支援センター

運営体制等

The Education Center is in charge of planning and conducting university education
as well as job-related support along with continuous efforts to implement smooth
management with a view to pursuing the enrichment of our overall services for both
academics and students.

Student Support Center
学部・大学院

学生支援センターは、
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、
総合的な支援を行っています。

各種施設

教員養成センター

学生の状況

The Student Support Center offers a range of advices and supports for students'
general activities in Tottori University, to lead satisfying University life from
entrance to graduation. A comprehensive support is also available for students who
require special consideration on study, in cooperation with faculties and graduate
schools.

Teacher Education Center

大学の戦略

教員養成センターは、
「開放養成制度」
を活かし、本学の特徴である学部間の壁
を越えた、全学体制による質の高い教員の養成を目指します。鳥取県教育委員会
等との連携により教員養成機能を強化し、
また、附属学校園との協働により教育実
習方法の高度化を図り、その成果を広く地域の学校や教育関係者に還元すること
を目的とします。

キャリアセンター

プロジェクト等

The Teacher Education Center provides the high-quality teacher education program supported
by the whole university beyond faculties as a unique feature of Tottori University under "open
system". The aim of this center is to strengthen the function of teacher education program in
collaboration with Tottori prefectural board of education and other relevant organizations, to
plan advanced methods for practice teaching in cooperation with Tottori University affiliated
schools, and then to provide local community and schools with the results of them.
Career Center

国際交流

キャリアセンターでは、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在学生のさまざまな志望業界・職種に対応した就職活動
支援を担当しています。

Center for International Affairs

財務状況

国際交流センター

地域貢献

Career Center promotes career education and internship with a view of raising
students' sense of purpose and independency and supports their job searching
activities corresponding with various type of job such as private companies and
public agencies.

キャンパス

国際交流センターでは、外国人留学生への日本語・日本事情教育や生活面のサ
ポートを行っています。また、日本人学生には、海外語学プログラム、実践教育プ
ログラム、交換留学などの派遣プログラムの実施や海外安全教育を行っていま
す。本センターでは、学内のグローバル化を推進するとともに、地域の国際交流の
一翼をも担っています。

The Center for International Affairs offers Japanese Language and Japanese Culture
& Society classes to international students. The center also provides a wide range of
supports to international students to make their stay in Tottori safe and fruitful. For
Japanese students, the center organizes different overseas programs such as shortterm language trainings, practical education programs and exchange student programs
and offers overseas safety education. The center also plays crucial roles in promoting
campus globalization and international exchange in the local community.
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