Tottori Innovation Facility Network (TIFNet)

理念・目標等

とっとりイノベーションファシリティネットワーク

沿革

「とっとりイノベーションファシリティネットワーク
（TIFNet）」
は、鳥取大学を中核として鳥取県、県内高等教育機関及び公
設試験場等の8機関が有機的に連携し、研究用設備の共同利用及び技術支援人材の交流を推進するネットワークで、平成
27年9月より活動を始めています。TIFNetは、参画機関の研究開発力を強化するとともに、地域産業の高度化と地域イノ
ベーションの創出を支援します。

“Tottori Innovation Facility Network (TIFNet)” is a network of the prefectural government, higher education institutions, and
regional research institutions of Tottori prefecture for sharing research facilities and technical exchange among the participating
institutions and is started by eight institutions including Tottori University as the core of the network on September 2015. TIFNet is
to support the research and development of the participating institutions and to create the local innovation.

運営体制等

TIFNet

学部・大学院
学生の状況
各種施設
大学の戦略

•
•

プロジェクト等

国際交流

HP

地域貢献
財務状況
キャンパス
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理念・目標等

文部科学省

地(知)の拠点大学による地方創生推進事業

「知の発展的循環プロセスの構築による地域拠点整備事業」（ＣＯＣ事業）
“Center of Community (COC) Project” supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology in Japan
The Regional Base Formation by Construction of Progressive Circulation Process of Intellect

沿革

鳥取大学は基本理念に
「知と実践の融合」
を掲げ、
「 教育」
「 研究」
「 社会貢献」の各分野で地域の知の拠点として貢献してき
ました。近年、我が国は急激な少子高齢化とそれに伴う地域コミュニティの衰退、経済活動のグローバル化に加え、人口の東
京一極集中と地方における大幅な人口減など社会の急激な変化に直面しており、それらの課題解決に地（知）の拠点として
地方大学の果たす役割が一層重要になっています。

運営体制等

Under its basic philosophy of “Fusion of Knowledge and Practice”, Tottori University has been contributing as the Center of
Community in the region focusing on Education, Research and Social Contribution. In recent years, our country has faced drastic
social changes such as globalization of economic activities, rapidly declining birth rate and aging society, excess concentration
of population in Tokyo and significant decline in provincial areas. The need to address these social changes has made the role of
provincial universities as center of communities even more and more important.

学部・大学院

概 要

学生の状況

「知の発展的循環プロセスの構築による地域拠点整備事業」
は、平成２５年度文部科学省ＣＯＣ事業に採択され、地域社会と
連携しながら、地域課題の解決に資する人材育成や教育研究、社会貢献を一層推進させようとするものです。
「教育」
では、地域志向科目を開設し、地域の特性や現状について学ぶことを可能とするとともに、主体的に地域課題を解決
する力を養成する教育を推進しています。
「研究」
では、地域の要望に応え地域課題の解決を目指した研究を進めています。
「社会貢献」
では、
これまで連携自治体との間で積み上げてきた実績などをもとに、地域との緊密な連携を一層推進します。

Overview

各種施設
大学の戦略

“The Regional Base Formation by Construction of Progressive Circulation Process of Intellect” is a Center of Community (COC)
project adopted in 2013 by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. The project closely
collaborates with the local community and aims at further enhancing contribution of the university in solving regional challenges
through education, research, social contribution and cultivation of human resources who are capable of solving these problems.
In education, we provide region-oriented courses in which students not only learn about the specific characteristics and current
situation of the region but also proactively develop their skill of solving regional problems.
In research, we promote research works which aim at meeting the needs of the local community and solving regional problems.
In social contribution, based on the cooperative relationship we have established with the local governments so far, we promote
close collaboration with the local community.

地域を志向する3つの柱

財務状況

● 地域づくりを実践する教育プログラム
自治体職員など現場の人びとと連携し、地
域の課題解決を実践的に学ぶ授業を実施
します。

キャンパス

● 地域看護等人材育成プログラム
地域基盤型のチーム医療教育実習プログ
ラムを開発し、教育実践の拠点づくりを地
域とともに進めます。

究

● 地域志向型教育研究プロジェクト
自治体等との共同研究により、課題解決策
や課題解決支援手法、教育内容を全学的
体制で開発します。

（例）中長期の地域社会動態シミュレーション、
産業・ビジネスモデル創造、中山間地域
型の保健医療福祉システム、少人口でも
機能する生活支援サービス など

● 研究ステップアップ支援プログラム
教育プログラムで取り上げるテーマを実
践・展開型研究にステップアップするシス
テムを確立します。

社会
貢献

大 学 と 地 域 との緊 密 な 連 携 を 進
め︑社会貢献を推進します︒

地域貢献

● 地域や日本文化を学ぶ教育プログラム
鳥取の特色や現状、日本文化について学
ぶ科目を、全学生が履修できるよう充実さ
せます。

研

地 域 課 題 を テ ー マに し た 研 究 を
推 進 し ︑﹁ 社 会 の し く み に 対 す る
イノベーション﹂
を創出します︒

国際交流

育

地 域 を 知 り ︑課 題 解 決に取 り 組 む
学 び で ︑﹁ 地 域 を 志 向 し 活 力 と 実
践力のある人材﹂
を育成します︒

プロジェクト等

40

教

● 地域課題を考えるサイエンスカフェ
自治体関係者や一般市民などが情報や意
見交換できる場を作り、課題の共有や解決
につなげます。
● 外部サポートスタッフ育成・派遣システム
自治体や民間企業などから人材を募り、学
生実習など現場で指導していただくしくみ
をつくります。
● 学生ボランティア派遣支援システム
ＮＰＯ法人などと連携し、学生へのボラン
ティア登録、情報提供、派遣を促すしくみ
をつくります。

文部科学省

地(知)の拠点大学による地方創生推進事業

理念・目標等

「学生と社会の相互交流による人材育成・地元定着促進プログラム（COC+事業）」
“Center of Community Plus (COC+) Project” supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology in Japan
“Human Resources Development and Local Community Establishment Promotion Program Through Exchange Between Students and Society”

沿革

鳥取大学は、基本理念に
「知と実践の融合」
を掲げ、
「 教育」
「 研究」
「 社会貢献」
を中心に地域における地（知）の拠点として
貢献してきました。しかしながら、近年、地方と都市部の経済格差や人口の偏在化など、我が国の将来の在り方に関わる様々
な問題が深刻化しており、地（知）の拠点として地方創生の推進に果たす地方大学の役割は一層重要になってきています。

運営体制等

Under its basic philosophy of “Fusion of Knowledge and Practice”, Tottori University has been contributing as the Center of
Community (Knowledge) in the local community focusing on “education”, “research”, and “social contribution”. However, in
recent years, various problems pertaining to the existence of Japan have become serious such as economic disparity between rural
and urban areas and uneven distribution of population. Amid this, the role played by local universities as a Center of Community
(Knowledge) has become even more important in order to promote regional revitalization.
概 要

学部・大学院

「COC+ (Center Of Community Plus)事業」
は、鳥取大学を中心に県内の高等教育機関が連携し、地域社会が求める
人材の育成に向けた教育カリキュラムを構築し、地方公共団体や企業等との協働を通して、魅力ある就業の場の創出・開拓
により、地方創生に資する人材の地域への集積を目指す事業です。
鳥取大学では、COC+事業を推進するため、
「 地（知）の拠点大学による地方創生推進室（COC+推進室）」
を設置し、県内
の高等教育機関と共に目標の達成に取り組んでいます。

学生の状況

Overview

各種施設

“COC+ (Center Of Community Plus) Project” is a project where higher education institutions located within the prefecture
collaborate with Tottori University at the center, and they develop education curriculum for development human resources required
by the local community. In this project, the higher education institutions would collaborate with local government and companies
for attracting human resources capable of contributing in building the community by creating and developing attractive employment
opportunities.
In order to pursue “COC+ project”, Tottori University has set up “COC+ Implementation Department” and it works on achieving
the goals of these projects along with the higher education institutions located in the prefecture.

大学の戦略

人材育成・地元定着

学生

豊富かつ多様な交流・接触の機会

自治体・企業

活動１

活動２

こと始め，こと起こし人材づくり

学生と社会との関わりづくり

創造的な仕事づくり

① キャリア教育の再編
② 起業・ビジネス科目の新設
③ キャリア・プロジェクト体験科目の
充実
④ スモールプロジェクト科目の充実

① 実務家教員制度の創設
② 協働型インターンシップの改善
③ 企業への移動支援システムの創設

① 対話・試作機能をもつ地域ニーズ窓
口の創設
② 企業による教材持ち込み制度の創設
③ 卒業論文・修士論文と連動した研究
支援制度の創設
④ 企業のグローバル展開のためのイン
ターンシップの充実

学生と自治体・企業とのマッチング
機能の向上

活動３

創造的な自治体・企業活動の促進

① 学術的な検証に基づくFD活動の展開
② 企業・自治体の人材育成に資する指導経験の蓄積・
体系化
③ 県外者のIJUターンに資する大学の役割に関する検討

① とっとり地域志向人材育成・定着イニシアティブ会
議の創設
② 教育プログラム開発委員会の創設
③ コーディネーターの配置

財務状況

活動５

地域貢献

活動４

人材育成ならびに地元定着に関する研究成果の蓄積

国際交流

事業協働地域が要請する人材の育成

プロジェクト等

大卒者に魅力ある職場

事業協働地域への関心

事業協働地域との連携を推進する体制の整備
キャンパス

COC+事業の目的と活動内容
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鳥取大学グローバル人材育成推進プロジェクト
本学は、
「 教育理念」
である
「知と実践の融合」
の下、グローバル人材の育成のために、長年にわたって育んできた乾燥地域に
おける教育研究を中心に、海外での実践的な教育研究活動を展開してきました。特に本学が最も強みとする乾燥地域に位置す
る開発途上国、新興国へ比較的長期間
（数ヶ月）
１年間～学生を派遣し、実施してきたフィールド重視の実践教育は
「多様な文化
を受容できる国際感覚」
と
「厳しい自然、社会環境での高い国際活動能力」
を兼備した心身ともにタフで国際通用性のある人材
の育成に大きな成果を上げています。
このような背景の下、本学は文部科学省
「スーパーグローバル大学等事業経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成
支援～開発途上国・新興国をフィールドにした実践教育によるグローバル人材育成」
(平成24～28年度)が採択され、異文化、
多言語、異環境をキーワードとして、教育、社会環境の厳しいアジア、アフリカ、ラテンアメリカ等の開発途上国、新興国をフィー
ルドにした実践教育を展開し、グローバル社会の中核として活躍出来る人材育成を行ってきました。
文部科学省からの事業終了後は、本事業で得られた成果を引き継ぎ、継続的に学生が主体的に学び続ける教育システムを構築
し続けるために、本学独自の予算により、後継事業である
「鳥取大学グローバル人材育成推進プロジェクト」
を実施しています。

In line with its educational philosophy of “Fusion of Knowledge and Practice” and with the aim of nurturing global talents, Tottori University
has been undertaking a number of practical overseas education and research programs, most of which focus on dry land sciences. In particular,
the university has made considerable achievement in terms of cultivating global talents who are tough both physically and mentally by sending
students to developing and emerging nations of arid regions for relatively longer periods (a few months to one year), where students stay in a
relatively harsh environment with different culture, language and climate and participate in field-oriented education and research programs.
As a result, the university’s global human resource development program was adopted as a Go Global Japan (GGJ) project and financially
supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology from 2012 to 2016. Under this project, which has “crosscultural”, “multi-lingual” and “different environment” as its key words, the university has undertaken practical education programs in
developing and emerging nations in Asia, Africa and Latin America with the objective of nurturing global talents who can play central roles in a
globalized society.
After the GGJ project phased out in March 2017, in order to establish an education system whereby students can study independently and
enhance their global awareness in a sustainable manner, the university has started a self-sponsored project for “Promotion of Global Human
Resources Development”, which builds on the achievements of the GGJ project.

１．鳥取大学 Global Gateway Program
Tottori University Global Gateway Program

鳥取大学では夏休みを利用した語学研修や文化体験など、様々
な海外派遣プログラムを
「鳥取大学Global Gateway Program」
として提供しています。Global Gateway Programでは、各語学
のレベルに応じた海外実践教育プログラムや、語学・異文化理解プ
ログラム、語学研修を提供し、それらの種類とレベルを見える化し、
分かりやすく計画的な学びを支援しています。

プログラムのカテゴリー

海外実践教育
プログラム
海外のフィールドでの
実践教育

初級レベル

中級レベル

上級レベル
協定校への交換留学

メキシコ海外実践教育

プログラム
（8〜11月、3ヶ月）

鳥取大学 ITP

国連大学他との連携による
修士プログラム
（1年間）

各学部の専門教育で実施する海外プログラム
全13プログラム
（地：5，
医：2，
工：3，
農：3）

ウガンダ海外実践プログラム 2月、3週間

語学・異文化
理解プログラム

言語強化＋異文化理解・体験

台湾英語研修
（春）
マレーシア英語研修
（春・夏）

春期アメリカ英語研修
Tottori University, under its “Global Gateway Program (TGGP)”, 語学プログラム
夏期アメリカ英語研修
offers different kinds of overseas language study and cultural exchange 語学力強化。
海外の大学が提供する
夏期カナダ英語研修
programs that are provided during summer or spring vacations. The 語学プログラムに参加。
春期オーストラリア英語研修
programs under the TGGP are classified into three different categories
国内英語研修
（初級、中級、上級）
as (1) overseas practical education programs, (2) language training and
cross-cultural programs, and (3) language training programs and the level of academic and foreign language skills each program requires
is clearly indicated so that students can easy decide which program to participate in.

①海外実践教育プログラム

Overseas Practical Education Programs

メキシコでは、
メキシコ西部カリフォルニア半島の南に位置する、南バハカリフォルニア大学
（UABCS）
とメキシコ北西部生物学
研究センター
（CIBNOR）
、米国カリフォルニア大学デービス校
（UC Davis）
の教員が英語で講義、
調査実習を行います。
メキシコでの３か月間の生活を通して、砂漠化や食料問題をはじめとする地球規模課題に関する理解を深め、英語及びスペイン
語による実践的な教育、
フィールドワークや様々な課題に自ら取り組み課題を見出し、その課題解決に向けた新たなアイデアを提
案できる能力の根幹を育成することを目的としています。
ウガンダでは、
ウガンダの概況、社会経済、文化や歴史等について学び、在ウガンダ日本国大使館及び国際協力機構(JICA)での
ウガンダと日本との関係、国際協力の概要、課外活動として小学校や高校などの教育機関、農業研究センターや農村部における国
際協力活動現場への訪問、青年海外協力隊員やJICA専門家等との対話を通じて国際協力についての理解を深めます。さらに、国
立公園では、
ライオンやゾウ等の野生動物に出会いながら、環境保全・自然保護についても学べます。今後、大きな発展が期待され
るアフリカの醍醐味を味わえるプログラムとなっています。

In Mexico, program participants are taught by professors from the Autonomous University of Baja California Sur (UABCS) and Northwest
Center for Biological Research (CIBNOR), both located in the southern part of Baja California, Mexico, as well as from UC Davis. All lectures
and field surveys are conducted in English.
The three-month Mexico program aims at enhancing students’ understanding about global scale programs such as desertification and food
shortage and developing their basic ability to identify problems by themselves and come up with new ideas to solve the problems.
In Uganda, students take lectures at Makerere University on a wide range of topics covering the socio economic, cultural and historical
aspects of Africa and Uganda in particular. They also visit the Japanese Embassy and JICA office in Kampala where they learn about the
Japan-Uganda relations and JICA’s activities in the country, respectively. Furthermore, students enrich their understanding about the
Ugandan society and environment through visits to elementary and comprehensive secondary schools, health facilities, agricultural research
centers and national parks where they can see lions, elephants and other wild animals. Students participating in this program have the
opportunity to experience the best of Africa, which is a continent expected to grow rapidly from now on.

理念・目標等

Promotion of Global Human Resources Development
②語学プログラム、語学・異文化理解プログラム

Language Training Programs, Language Training and Cross-cultural Programs

沿革

語学プログラム：カナダやアメリカなどの協定校が提供する語学プログラムで英語の実践的な能力を磨きます。現地の自然に
触れ、
ホームステイを体験することもできます。
語学・異文化理解プログラム：言語強化と異文化理解・体験企画が融合したプログラムで、
マレーシアや台湾の伝統文化や歴史
に直接触れることができるプログラムがあります。

運営体制等

Language training programs: These programs are offered by sister universities in Canada, USA and Australia and students attend these
programs mainly to develop their practical English skills but they also have the opportunity to experience home stay and new living
environment.
Language training and cross-cultural programs: These programs are offered in Malaysia and Taiwan. In addition to language skill
development, students attending these programs can enhance their understanding about the culture, tradition and history of these countries.

２．鳥取大学グローバル人材育成教育（TOUGH）
プログラム

学部・大学院

Tottori University Global Human Resource (TOUGH) Program

TOUGHプログラムは、社会で必要とされるグローバル能力を習得するためのプログラムです。グローバル人材として必要な
基礎力を養うことを目的とした
「基礎力養成コース」
では、大学生活を送る上での目標設定やグローバル人材として必要な教養の
修得、海外での学びをサポートします。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」
では、専門知識
を英語で学び、海外での実践活動のサポートをします。

学生の状況

The TOUGH program aims at developing the necessary skills of students in order to be competent in globalized society. The program
has two courses. The first one is “Basic Skills Development course”. Students who register for this course first set their global goals and
then identify the activities they need to do to achieve their goals. They also take many “designated” subjects to develop their basic skills.
The second one is “Advanced Global course”, in which students aim to achieve a high level global competency by acquiring advanced
language skills and professional expertise.

各種施設

３．鳥取大学の海外教育研究拠点 Tottori University Overseas Offices

大学の戦略

鳥取大学では、研究、教育活動の国際化支援と研究レベルの深化・拡張、研究者交流の促進を目的として、長年共同研究を行っ
てきた海外の学術交流協定校の中でも、乾燥地域における沙漠化防止研究が顕著な地域５校に海外教育研究拠点を設置してい
ます。これらの海外拠点を活用して、国際シンポジウムや留学フェアの実施、職員のスキルアップを目指した拠点派遣などを行い
つつ、各拠点間の情報ネットワークの構築を図り、鳥取大学を中心に相互に連携することにより、国際レベルでの教育・研究活動の
促進を図っています。

中国

中国

新疆農業大学

ハルビン

東北農業大学
国際交流

ウルムチ

プロジェクト等

Tottori University has established five offices with outstanding research output in prevention of desertification in arid regions. The
offices are located in Mexico(1), Egypt(1) and China(3). They are established in collaboration with selected institutions to promote
internationalization of education, improve the quality of research and promote international exchange among researchers. These offices
have enabled us to hold international symposia, run fairs for local students at Tottori University and enhance global competence skills
for staff dispatched to each of the offices. Through the information network established by these overseas offices, our university aims to
promote collaboration in education and research on a global scale

地域貢献
財務状況
キャンパス

エジプト
カイロ

国立水研究センター

中国
北京

中国農業科学院農業環境
及び可持続発展研究所

メキシコ
ラパス

北西部生物学研究センター
（CIBNOR）
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