農学部コンピテンシー
学士力

「学修成果（LCOs）」
日本語

学修目標（学部DP）

教養

専門性

情報力

行動力

目的につながる専門性【専門性】
農芸化学，植物科学，動物科学，および環境生態学にかかわる農学の専門的な学識と
技術を身につけ，それを適切に応用することができる。

とができる。

人類の文化、社会と自然に関す
る知識の理解

Basic Knowledge of Humanities,
Society, and Nature

問題解決に向けて論理的・多角的に考え、話し合うことがで
きる。

Ability to analyze a variety of issues from multiple
perspectives and discuss logical solutions.

問題解決力

Problem-solving Skills

様々な状況の中で他者の意図や感情を理解し、説明するこ
とができる。

Ability to demonstrate empathy to others in various contexts
and situations.

コミュニケーション・スキル

Communication Skills

農学の専門的な知識を習得し、活用することができる。

Ability to apply the knowledge gained from expertise in the
field of agriculture.

問題解決力

Problem-solving Skills

農学の専門的な技術を習得し、活用することができる。

Ability to apply the information gained from expertise in the
field of agriculture.

問題解決力

Problem-solving Skills

習得した専門的な知識・技術を様々な場面で適切に応用する
ことができる。

Ability to apply expertise in a variety of situations.

論理的思考力

Critical Thinking Skills

学習や経験を通じ、エビデンスに基づいた情報を収集すること
ができる。

Ability to draw on learning and experience to collect
evidence-based information

問題解決力

Problem-solving Skills

収集した情報から的確な分析をすることができる。

Ability to critically analyze collected information.

論理的思考力

Critical Thinking Skills

情報の収集と分析を適切に活用することができる。

Ability to use information and results of data analysis
appropriately.

情報リテラシー

Information Literacy

情報の収集・分析・活用から積極的かつ効果的な情報発信が
できる。

Ability to present information and findings effectively and
actively .

情報リテラシー

Information Literacy

異文化を受容しつつ、多言語を習得し、活用することができ
る。

Ability to communicate in a foreign language with respect for
different cultures.

多文化・異文化に関する知識の
理解

Intercultural Skills

他者と共に活動するための言語的または非言語的なコミュ
ニケーション能力を有し、意思疎通ができる。

Ability to communicate effectively using verbal and nonverbal communication skills.

コミュニケーション・スキル

Communication Skills

社会の一員として、自分が果たすべき役割を見出し、実践す
ることができる。

Ability to identify and practice one's role as a member of
society.

チームワーク・リーダーシップ

Teamwork and Leadership

自己管理力

Self-management Skills

効果的に活用できる情報力【情報力】
農学的な知識と情報を収集・分析し，人を含む多様な生物の生存と福祉に有益な活動
のために正しく活用すると共に，効果的に情報発信できる。

時代と社会をリードする行動力【行動力】
地域社会から国際社会にも通じるコミュニケーション能力と社会実践力を有し，地域，社
会，民族，人種，国籍等のあらゆる境界を越えた全人類の生存と福祉に向けて行動で
きる。

自立した個人として自分自身を分析・評価することができ
る。
生涯に亘る自己実現力【自己実現力】
自己実現力 自立した個人として日々を享受する姿勢を一層高め，自己の成長を追求するとともに，
生涯に亘って学習意欲を持ち続け，農業の進歩と農学の発展に寄与できる。

関連するコア・コンピテンシー 関連するコア・コンピテンシー
日本語
英語

Ability to analyze problems and demonstrate interest in a
wide range of issues related to living organisms and the
environment.

生物や環境の多様な問題に関心を持ち、問題を分析するこ

人間性に富む豊かな教養【教養】
持続的な生物生産，環境保全など人類の生存にかかわる多様な問題に対して関心を
持ち，主体的な問題解決に向けての論理的思考力・判断力を有し，人間性や倫理観に
裏打ちされた豊かな教養を身につけている。

「学修成果（LCOs）」
英語

Ability to demonstrate self-awareness using the skill of selfassessment.

常に謙虚な姿勢で自らを省察し、自分自身の向上に努めるこ
とができる。

Ability to practice self-reflection and set goals for self
improvement.

自己管理力

Self-management Skills

自分や社会の未来創造のために、方向性を見出し、計画を
設計することができる。

Ability to find a direction and design plans to create the
future for oneself and society.

生涯学習力

Lifelong Learning Skills

