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［人間力育成のイメージ図］

［人間力育成プログラムのポイント］

“大分”をキャンパスに人間力を育む

学びのフィールド

４年間を通したプログラムで人間力を育成しています。
NBUの人間力とは、自立した一人の人間として力強く生きていくための「こころの力」
「職業能力」「社会人基礎力」「専門能力」の総合力。
学生一人ひとりが自分らしい生き方を考えられるように、全教職員でサポートします。

「生徒から学生へ」大学生活に慣れ
るための準備期間。友達づくりや、
高校までの学びとの違いを知る。

“学び”のきっかけをつくる
スタートアップセミナー

STEP１
物事を様々な角度から考える
習慣を身につけ、多面的に見
る力を養う。社会の一員とし
て生きること、自分は何を為
すべきか、学ぶ意義やテーマ
を深く考える。

チームで取り組むプロジェクトで学び方を学ぶ。授業以外
の時間を有効活用し、正課科目と連動した学びを体験する。
（社会との関わりの中で人間力をさらに磨く）

●ボランティア活動
●資格講座
●エコ活動
●文化・教養講座
●系列校（医療）連携プログラム

●クラブ・サークル活動
●学友会活動
●地域貢献活動
●女子プログラム
●留学　など

●入学時からの個別面談
●企業見学会
●OB・OG懇親会
●インターンシップ
●公務員対策講座

●SPI・一般常識対策講座
●マナー・メイクアップ講習
●グループ面接・個別面接対策
●内定後のフォローアップセミナー
　　　　　　　　　　　　　 　など

就職先をみつけるだけではなく、就職後も自ら課題を発見
し、主体的に行動できる能力と意識、職業観を養う。（働くこ
との意味を考える。社会人としてやりがいを見出しながら、自
分のキャリアを自分で切り拓く力を養う。）

NBUのある大分は、豊かな自然環境や地域文化に恵まれており、さらに第１次
産業から第３次産業まで、幅広い産業を身近に感じることができます。このよ
うな環境を学びのフィールドとして、様々なプログラムに取り組み、人間力を育
んでいきます。

「学びの主体性」を引き出す
アクティブ・ラーニング

「人間力」を育てる教育手法

「人間力の育成」で最も重要なことは学生が主体的に
学ぼうとする姿勢です。
NBUでは、様々な施設に専門スタッフを配置し、いつで
も学べる体制をつくっています。
さらに、「アクティブ・ラーニング」という教育手法を取り
入れ、スタッフと学生が相互にコミュニケーションを図
る双方向型学習により、学生の意欲を引きだします。

人間力の土台をつくる
教養基礎科目

STEP２

所属している学部・学
科の専門的な知識や
技術を身につける。専
門分野を活かして、地
域の課題解決に取り
組む。

スペシャリストとしての
真の実力を養う
専門教育科目

STEP３

少人数制で議論を重
ね、主体的に学習を進
める。

習得した知識や技術を
活かして主体的に動く
ゼミ活動

STEP４

自分自身で問題を発見
し、テーマを設定。自
分で考え、取り組んで
いく。

「自然への畏敬」
「自分らしい生き方
を考える力」

「健康的な生活」
「相手を思いやる力」

など

「前に踏み出す力」
「考え抜く力」
「チームで働く力」

社会の一員とし
ての自覚や誇り、
そして社会の発
展に貢献しよう
とする気構えを
持って、NBUで
培った「人間力」
を発揮。柔軟かつ
スピーディに対
応できる人材とし
て、めまぐるしく
変化する社会や
産業界の現場で
活躍します。

「職業意識」
「実践力」
「情報スキル」

など

各学科の
専門教育科目で
身につく力
など

NBUで
培った力の集大成
卒業論文・研究

STEP５

P.11参照P.９参照

意欲的な学びが「人間力」の幅を広げる
NBUチャレンジプログラム

働きつづけるための意欲と実力を養う
就職サポートプログラム

NBUの４年間で
身につける力

実社会で
「人間力」を
発揮する

こころの力 社会人基礎力

職業能力 専門能力

社会が求める４つの力が結集した

［人間力］

プロジェクト・ベースド・ラーニング（PBL）

専門性を有しない１・２年生が地域貢献型プロジェク
トなどにチームで取り組みます。これらの活動を通じ
て、実践力を養うとともに、学生の学びの主体性を引
き出していきます。

３・４年生に習得する専門能力を活かし、地域や企業が
抱える課題の解決に取り組みます。これらの活動を通
じて、実践力と課題解決力、専門能力の定着を目指しつ
つ、学びに対する主体性をさらに引き出していきます。

大学院・研究施設

サービスラーニング

学年、学部・学科を問わず活用できる
学びの場

研究活動を更に深める

キャリア・学修支援体制

大学院

●航空電子機械工学専攻
　情報工学・環境工学の基礎及び応用研究を推進し、広
い視野と高度な専門技術に関する能力を備えた人材育
成を行っています。

●環境情報学専攻
　情報工学・環境工学の基礎及び応用能力を推進し、広
い視野と高度な専門技術に関する能力を備える人材育
成を行っています。

マイクロ流体技術研究所

マイクロ・エコ風車を中心に、生物の機能と工学を融
合し、エネルギーなどの社会問題解決に向けて新しい
視点で世界レベルの研究、開発に取り組んでいます。

進路開発センター

●就職活動に必要な試験対
策・面接指導・履歴書の
添削の他、インターシッ
プのための事前指導を行
います。

P.22,23参照

人間力育成センター

●社会が求める「人間力」を
育むために学生自身が
様々なプロジェクトを企
画実行・検証する場を提
供します。

P.12参照

図書館

●専門書はもちろん多彩な
ジャンルの本や雑誌、新
聞もあります。また、自
主学習やグループ学習の
場としても活用できます。

P.28参照

教育推進センター・AL室

●高校までの基礎学力に自
信が持てない、レポート
の書き方がわからない等、
学び直しのサポートを
行っています。

P.28参照
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［人間力育成のイメージ図］

［人間力育成プログラムのポイント］

“大分”をキャンパスに人間力を育む

学びのフィールド

４年間を通したプログラムで人間力を育成しています。
NBUの人間力とは、自立した一人の人間として力強く生きていくための「こころの力」
「職業能力」「社会人基礎力」「専門能力」の総合力。
学生一人ひとりが自分らしい生き方を考えられるように、全教職員でサポートします。

「生徒から学生へ」大学生活に慣れ
るための準備期間。友達づくりや、
高校までの学びとの違いを知る。

“学び”のきっかけをつくる
スタートアップセミナー

STEP１
物事を様々な角度から考える
習慣を身につけ、多面的に見
る力を養う。社会の一員とし
て生きること、自分は何を為
すべきか、学ぶ意義やテーマ
を深く考える。

チームで取り組むプロジェクトで学び方を学ぶ。授業以外
の時間を有効活用し、正課科目と連動した学びを体験する。
（社会との関わりの中で人間力をさらに磨く）

●ボランティア活動
●資格講座
●エコ活動
●文化・教養講座
●系列校（医療）連携プログラム

●クラブ・サークル活動
●学友会活動
●地域貢献活動
●女子プログラム
●留学　など

●入学時からの個別面談
●企業見学会
●OB・OG懇親会
●インターンシップ
●公務員対策講座

●SPI・一般常識対策講座
●マナー・メイクアップ講習
●グループ面接・個別面接対策
●内定後のフォローアップセミナー
　　　　　　　　　　　　　 　など

就職先をみつけるだけではなく、就職後も自ら課題を発見
し、主体的に行動できる能力と意識、職業観を養う。（働くこ
との意味を考える。社会人としてやりがいを見出しながら、自
分のキャリアを自分で切り拓く力を養う。）

NBUのある大分は、豊かな自然環境や地域文化に恵まれており、さらに第１次
産業から第３次産業まで、幅広い産業を身近に感じることができます。このよ
うな環境を学びのフィールドとして、様々なプログラムに取り組み、人間力を育
んでいきます。

「学びの主体性」を引き出す
アクティブ・ラーニング

「人間力」を育てる教育手法

「人間力の育成」で最も重要なことは学生が主体的に
学ぼうとする姿勢です。
NBUでは、様々な施設に専門スタッフを配置し、いつで
も学べる体制をつくっています。
さらに、「アクティブ・ラーニング」という教育手法を取り
入れ、スタッフと学生が相互にコミュニケーションを図
る双方向型学習により、学生の意欲を引きだします。

人間力の土台をつくる
教養基礎科目

STEP２

所属している学部・学
科の専門的な知識や
技術を身につける。専
門分野を活かして、地
域の課題解決に取り
組む。

スペシャリストとしての
真の実力を養う
専門教育科目

STEP３

少人数制で議論を重
ね、主体的に学習を進
める。

習得した知識や技術を
活かして主体的に動く
ゼミ活動

STEP４

自分自身で問題を発見
し、テーマを設定。自
分で考え、取り組んで
いく。

「自然への畏敬」
「自分らしい生き方
を考える力」

「健康的な生活」
「相手を思いやる力」

など

「前に踏み出す力」
「考え抜く力」
「チームで働く力」

社会の一員とし
ての自覚や誇り、
そして社会の発
展に貢献しよう
とする気構えを
持って、NBUで
培った「人間力」
を発揮。柔軟かつ
スピーディに対
応できる人材とし
て、めまぐるしく
変化する社会や
産業界の現場で
活躍します。

「職業意識」
「実践力」
「情報スキル」

など

各学科の
専門教育科目で
身につく力
など

NBUで
培った力の集大成
卒業論文・研究

STEP５

P.12～17参照

P.18～23参照

P.８参照P.７参照P.６参照

意欲的な学びが「人間力」の幅を広げる
NBUチャレンジプログラム

働きつづけるための意欲と実力を養う
就職サポートプログラム

NBUの４年間で
身につける力

実社会で
「人間力」を
発揮する

こころの力 社会人基礎力

職業能力 専門能力

社会が求める４つの力が結集した

［人間力］

プロジェクト・ベースド・ラーニング（PBL）

専門性を有しない１・２年生が地域貢献型プロジェク
トなどにチームで取り組みます。これらの活動を通じ
て、実践力を養うとともに、学生の学びの主体性を引
き出していきます。

３・４年生に習得する専門能力を活かし、地域や企業が
抱える課題の解決に取り組みます。これらの活動を通
じて、実践力と課題解決力、専門能力の定着を目指しつ
つ、学びに対する主体性をさらに引き出していきます。

大学院・研究施設

サービスラーニング

学年、学部・学科を問わず活用できる
学びの場

研究活動を更に深める

キャリア・学修支援体制

大学院

●航空電子機械工学専攻
　情報工学・環境工学の基礎及び応用研究を推進し、広
い視野と高度な専門技術に関する能力を備えた人材育
成を行っています。

●環境情報学専攻
　情報工学・環境工学の基礎及び応用能力を推進し、広
い視野と高度な専門技術に関する能力を備える人材育
成を行っています。

マイクロ流体技術研究所

マイクロ・エコ風車を中心に、生物の機能と工学を融
合し、エネルギーなどの社会問題解決に向けて新しい
視点で世界レベルの研究、開発に取り組んでいます。

進路開発センター

●就職活動に必要な試験対
策・面接指導・履歴書の
添削の他、インターシッ
プのための事前指導を行
います。

人間力育成センター

●社会が求める「人間力」を
育むために学生自身が
様々なプロジェクトを企
画実行・検証する場を提
供します。

図書館

●専門書はもちろん多彩な
ジャンルの本や雑誌、新
聞もあります。また、自
主学習やグループ学習の
場としても活用できます。

教育推進センター・AL室

●高校までの基礎学力に自
信が持てない、レポート
の書き方がわからない等、
学び直しのサポートを
行っています。


