農学部コンピテンシー
学部DP

教養

専門性

情報力

行動力

学部DPフレーズ

人間性に富む豊かな
教養
【教養】

学部DP詳述

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・創造力を有し、
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。

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
目的につながる専門性
学の専門的な学識と技術を身に
【専門性】
つけ、それを適切に応用すること
ができる。

効果的に活用できる
情報力
【情報力】

農学的な知識と経験を蓄積し、人
を含む多様な生物の生存と福祉
に有益な活動を自ら発想できると
共に、効果的に情報発信できる。

地域社会から国際社会にも通じ
時代と社会をリードする るコミュニケーション能力を有し、
行動力
地域、社会、民族、人種、国籍等
【行動力】
のあらゆる境界を越えた全人類
の生存と福祉に貢献できる。

スポーツ・文化活動等に親しむこ
とを含めて、自立した個人として
日々を享受する姿勢を一層高め、
生涯に亘る自己実現力
自己実現力
自己の成長を追求するとともに、
【自己実現力】
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。

コンピテンシー（能力）

コンピテンシー（能力）の英訳

コンピテンシー（内容）

コンピテンシー（内容）の英訳

多様な問題に関心を持つ力

Diverse interests

生物や環境の多様な問題に関心を持ち、
探究心を高めることができる。

Ability to develop a spirit of enquiry
through an interest in diverse issues
related to life and the environment.

論理的・多角的に考える力

Logical and critical thinking
skills

問題解決に向けて論理的・多角的に考え
ることができる。

To solve problems logically and think from
multiple perspectives.

共感できる力

Compassion for others

様々な状況の中で他者の意図や感情を
理解することができる。

Ability to understand the intentions and
emotions of others in various contexts and
situations.

専門的な知識

Discipline-specific knowledge

農学の専門的な知識を習得している。

To acquire specific knowledge of
agriculture.

専門的な技術

Discipline-specific skills

農学の専門的な技術を習得している。

To acquire specific skills in agriculture.

専門的な知識・技術の活用力

Ability to apply disciplinespecific knowledge and skills

習得した専門的な知識・技術を様々な
場面で適切に活用することができる。

Ability to utilize acquired knowledge and
skills in many different situations.

情報収集力

Ability to collect information

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。

To actively collect reliable information
through learning and experience.

情報分析力

Ability to analyze information

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.

情報活用力

Ability to utilize information

情報の収集と分析を適切に活用すること
ができる。

Ability to make use of analysis.

情報発信力

Ability to disseminate
information

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 effectively and actively present
information and findings.

多言語力

Multilingual proficiency

異文化を受容しつつ、多言語を習得する
ことができる。

Ability to embrace many cultures and
communicate in many languages.

コミュニケーション能力

Communicative ability

他者と共に生活するための言語的または
非言語的な意思疎通ができる。

Ability to effectively communicate,
whether verbally or non-verbally, with
other peoples in order to live together.

役割を見出す力

Ability to participate actively

社会の一員として、自分が果たすべき
役割を見出すことができる。

Ability to actively seek one’s role and
collaborate with others as a member of
society.

セルフマネジメント力

Self-management skills

自立した個人として自分自身をコントロー
ルすることができる。

To be mindful and act responsibly.

日常的な自己研鑽力

Self-improvement skills

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。

Constantly to reflect upon oneself and
strive for improvement.

未来を設計する力

Ability to plan for the future

自分や社会の未来創造のために、方向性
を見出し計画することができる。

To plan for one’s own future and society’
s future as a life-long learner.

