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取 組 の 概 要 

本取組では、豊富なオホーツク地域の農林水産資源を最大限に活

用し、原料生産から加工、流通、経営という本学部の特色を活かし、

食品産業に関連する幅広い知識を総合的・学際的に学生へ習得させ

ることで地域産業の振興に貢献しうる人材を育成しながら、教育課

程の体系化を図る。またプログラムの修了者には、一定の専門技術

や知識の修得を証明する「オホーツク・フードマイスター」の称号

を授与することで学びの質を保証し、学士力の向上に繋げる。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

学内に「フードマイスター事務局」を設置し、研究員および事務員を配置して、事

務処理や授業の準備、学生への対応などを行った。運営は学内の各学科より選出され

た 8 名（学部教務職員の約 11.4％）と、学外の研究機関、製造会社、流通業者、行

政より 4 名が加わったプロジェクト委員会を設置し、実施プログラムの策定や運営方

針などの検討、および受講学生の評価などを行った。また、講義担当者は学内の教員

だけでなく、食品会社において実際に商品開発、品質管理業務にあたっている実務者

や、知財管理においては特許事務所の弁理士などにも依頼し、食品産業界における最

新の情報も教育できる体制を整えた。そして、授業担当者には各科目の概要について

執筆を依頼し、冊子「オホーツク・フードマイスターへの道」を作成し、テキストと

して使用した。また、運営にあたってはプロジェクト委員長、副委員長、事務局員に

よる事務局会議を毎週開催し、指導内容等についての確認を行った。大学の支援体制

としては、学部教員の協力はもちろん、本学部内に組織している生物資源開発研究所

内のオホーツク実学センターおよび教務担当事務所管の全面的な協力を得て進めた。

(２)取組の実施内容について 

平成 21 年度は実施に向けた準備期間とし、カリキュラム構築に向け食品加工、地

域ビジネスに関する国内各地の企業、団体を訪問するとともに関連のイベントなどに

も参加し、情報を収集した。また、地域の企業概要データベースを購入し、市場構造

および動向の調査を行った。さらに次年度以降の実習のため加工機械や分析装置など

を購入して体制を整えた。2 月には、4 月からの受講について周知するため在学生に

対して本プログラムの説明会を実施した。 

平成 22 年度は、4 月に改めて在学生に対し本プログラムの概要を説明した後、学

部全４学科の 2 年、3 年生を対象に履修希望者を書類選考して 50 名（学部在籍学生
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の約 2.9％）を選抜した。当初の予定では 2 年次生 40 名を定員としていたが、3 年次

生からの履修希望者も多く、100 名（学部在籍学生の約 5.8％）を超える希望者があ

ったため、実験や実習の実施に支障がない範囲の 10 名を増員することとした。プロ

グラムは 4 月から 1 月までの通年科目とし、講義科目 13、実習 5、実験 2、視察研修

2、意見交換会 4、製品企画検討会 3、成果報告検討会 3、最終発表会およびコンペ１

回を実施し、グループごとの製品開発では 6 品目が考案された。また、学内教員によ

る現地調査を国内および海外で行い、その結果を授業に盛り込み、学生指導に活用し

た。出席とレポート内容、最終報告などを総合して評価し、最終的に 44 名（学部在

籍学生の約 2.5％）に「オホーツク・フードマイスター」の称号を授与した。 

平成 23 年度は前年度と同様に説明会を行った後、2，3 年次生 50 名（学部在籍学

生の約 2.9％）を選抜して講義科目 16、実習 5、実験 2、視察研修 2、意見交換会 6、

成果報告検討会 4、最終発表会およびコンペ 1 回を実施し、グループごとの製品開発

では 7 品目が提案された。この年も前年同様に評価し「オホーツク・フードマイスタ

ー」の称号を 47 名（学部在籍学生の約 2.7％）に授与した。また、平成 22 年度の開

発製品で、製品化の可能性があるものについてはその後も支援を行い、試食会でのア

ンケート調査やキャンパスベンチャーグランプリ北海道（日刊工業新聞社主催）への

応募支援、さらに実際の製造会社との製品化に向けた打合せなどを行った。 

本取組では、地域との連携という点において、製品開発の段階で地元の菓子製造販

売店の協力を得て技術的指導を受けたほか、地元の企業や団体などの協力を得て小麦

粉やエゾシカ肉、行者菜などの地域食材の入手などでも支援を受けている。また製品

開発についても、本学のベンチャー企業である株式会社東京農大バイオインダストリ

ーの事例紹介を盛り込みながら進めたほか、実際の製品化について検討する場合も地

域の団体や企業の協力を得ており、地域産業および地域資源を最大限に活用してプロ

グラムを実施した。 

(３)社会への情報提供活動について 

 大学ホームページにて学内外へ情報発信するとともに、本学学生の父母向けの冊子

「農大学報」（約 1 万 5 千冊）、卒業生向けの新聞「校友会ニュース」（8 万部）、学内

外への月刊冊子「新・実学ジャーナル」（8 千冊）、大学の概要を学内外に広報する「News 

Tokyo Nodai」（約 3 万部）などの本学刊行物に本プログラムの取組内容等を掲載した

ほか、受験生向けの大学・学部案内でも独自の教育プログラムとして紹介し、本プロ

グラムを高校生やその保護者、高校教員へ周知した。また、食品業界で広く読まれて

いる月刊誌「New Food Industry」には平成 22 年度の取り組み実績と成果が掲載され

た。マスコミ関係では地元の「網走タイムス」、「北海道新聞」にプログラム概要や成

果報告会などの記事が掲載されたほか、NHK 北見支局の制作番組では平成 22 年度の

成果品を菓子店で試作している様子が放映された。さらに地方局の FM 世田谷でも受

講学生やプロジェクト委員の教員などのインタビューが行われ、放送された。このほ

か、大学の文化祭である収穫祭で各グループの開発製品についてパネル展示を行い、

地域住民中心の来場者へＰＲを行った。以上については、大学の広報部、入試センタ

ー、校友会、教育後援会など、全学関係所管等の支援・協力体制により実施された。
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本取組は、農林水産資源が豊富に存在するオホーツクの地域資源を最大限に利用し

た食品加工および起業化の手法を学びながら技術力と創造力を養い、高品質な地域の

食品ブランドづくりを目指し、地域産業の振興に貢献しうる人材の育成を目的とし、

本学の教育理念である「実学主義」を実践できる学部全体の教育プログラムとして事

業を展開してきた。 

学生は「食品ものづくり」（製品開発）ということを通して 1 年間のプログラムを

受けることにより、徐々に積極的に授業に参加するようになった。それは数回の講義

の後に検討会という時間を設け、いろいろな意見交換をしていくうちに受け身であっ

た授業態度が大きく変化し、積極的な「ものづくり」への姿勢が出てきたためと思わ

れる。グループで製品開発をするという最終目標も明確に示しているため、皆が協力

して進めることができ、製品づくりだけでなく、グループにおけるリーダーシップや

協調性、コミュニケーション能力などが養われ、人間としての大きな成長が見られた。

また、地域食材をできるだけ使うことにより、地域資源の種類や生産状況などを学生

に理解させ、原料を意識した加工を実践させることができた。これは、担当教員が具

体例を示しながら学生とともに考える双方向型の授業を実施したことによるもので、

「食」をキーワードに、教員はその知識を学生目線で伝え、物事の考え方を幅広く教

示した結果が教育内容の質の強化につながったものと思われる。このほかプレゼンテ

ーションやパネル展示の準備などでは、パソコンソフトを活用させたことによりその

スキルも向上した。以上のような本取組での経験を、3 年次から所属する研究室選択

の参考にする者、就職活動に活かし履歴書に「オホーツク・フードマイスターの称号

取得」という記載をする者など、独自の主体性で活用する学生も見られた。 

一方、本取組を進める過程で、学生の変化が顕著になるにつれ、学生指導に対する

教員の積極的な参加、支援が得られるようにもなった。また、このプログラムの成果

は地域からも注目され、最終成果発表会には関係者だけでなく興味を持った一般市民

の参加もあった。さらに、食に対する知識の幅を広げてもらうことおよび地域の食材

を理解することを目的として札幌商工会議所主催の「北海道フードマイスター検定」

を受験させたところ、2 名が合格した。 

 平成 22 年度に開発された製品の一つは、学生が製品開発に関わった取組に対して

審査する日刊工業新聞社主催の「キャンパスベンチャーグランプリ北海道」に応募し、

「努力賞」を獲得した。この結果は 23 年度の受講生にとっての一つの目標ともなり、

大変よい刺激になった。 

本教育プログラムは、食品関連の業界における広い知識を修得させ、技術力や創造

力を磨き、将来社会に出た時に役立つ人材育成を目標に進めてきたが、受講生におい

ては様々な面での成長が見られ、外部審査員からも学生の成長に対する好評価を得た

ほか、それ以外の部分でも、当初の計画にない派生的な成果をあげることができたと

評価している。学生の満足度を調査した結果も、「大変満足」「満足」の回答を合わせ

ると平成 22 年度、23 年度ともに 94％となり、教育効果の高かったことが確認できた。
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

プログラムの評価体制は、当初の計画通り学内外で組織するプロジェクト委員会が

行った。受講生の評価も計画通りプロジェクト委員会が行い、出席回数、レポート、

最終報告会などの内容により判断した。なお、本学における自己点検評価委員会およ

び認証評価機関による第三者評価は実施していない。 

出席回数については、講義科目を欠席した場合、授業をＤＶＤに記録しておき、後

日それを見ることにより出席扱いとして救済する支援を行った。また実習科目の多く

は土曜日に設定していたが、学生の履修状況により他の集中授業と重なる場合があっ

たため、該当者には別途補講日を設定してできるだけ多くの学生が受講できる体制を

とった。このように、出席日数が若干不足する学生へのフォローを充実させたことか

ら、2 年間で合計 91 名に対し「オホーツク・フードマイスター」の称号を授与する

ことができた。 

学生へのサポートとしては、毎週行う事務局会議で指導内容や方法を検討し、継続

的に改善を行った。また、より一層の成果向上を目指し、事務室を学生に開放し、学

生の打合せの場、パソコンソフトの習得および使用の場として利用させた。この取り

組みは学生間、教員、研究員などとの意思疎通を活性化する大変よい機会となり、新

しい発想が生まれたり、プレゼンテーションのレベルアップなどにつながった。 

 以上のように、事務局および事務室のサポート体制を強化したことも、本取組が充

実したものとなり、充分な成果が得られた要因と考えられる。 

学生は種々の講義、実習、視察などを通して学んだことを活かし、学生独自で考案

した製品の試作品を作り、その報告を行うことで目標の達成度を測った。6，7 名の

グループごとによる成果品は平成 22 年度に 6 品、平成 23 年度には 7 品が提案され、

いずれも学生の斬新なアイディアによるもので、一般企業が興味を示すものや技術的

指導をも受ける作品もあった。また、グループによってはパッケージデザインまで考

え、地域のイベントなどで試食アンケートをとりその後の参考にするなど、進捗状況

に差はあったが、それぞれの内容はきわめて充実したものであった。このような学生

の取組について評価する「キャンパスベンチャーグランプリ北海道」（日刊工業新聞

社主催）への応募では平成 23 年度に努力賞を獲得したが、これは学生の成果を測る

上で重要な試みとなっており、受講生の意欲向上と開発品のレベルアップにつなが

り、もう一つの目標ができるよい機会になった。 

当初の計画にはなかったが、これだけの実績が生まれ、学生からも継続してさらに

改良を重ねて製品化に向けた取組みを続けたいという希望が多かったことから、本プ

ログラムでは「オホーツク・フードマイスター」の称号を授与することで終わってし

まうのではなく、その後もそのような学生（グループ）にはできる限りの支援を行う

体制を整えることにした。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本プログラムの取組内容や成果は学内外において高く評価されている。特に学部が

立地する北海道の資源を活用した食品開発ということを通して、幅広い多くのことを

関連づけて学べることは学部の大きな特徴にもつながっている。そのようなことから

平成 24 年度からは 2 年、3 年次の後期開講科目「特別講義（三）」において講義を継

続する。このほか、土曜日などを活用し、実習や外部講師などの授業も継続していく。

当初の計画ではこれまでの GP 後継プログラムとして実施している「オホーツク学」

に組み入れて実施することにしていたが、教育効果がきわめて高かったこと、将来は

一般にもその枠を広げたいことなどから、学部における独立した科目として実施する

こととした。 

実施にあたっては引き続き学内の教員によるプロジェクト委員会を組織するとと

もにフードマイスター事務局を継続し、研究員 1 名、事務員 1 名を配置して学生への

対応、地域や企業との連携などの支援を行っていく。本取組の有用性は大学でも高く

評価されており、事務局経費、実習費などは大学の特別予算によって予算措置が取ら

れているほか、一部を受託研究費によって補う計画もある。また、学外講師の手当等

については非常勤講師に係わる経費として予算計上されている。一方で、学内の教員

もこれまでの実績から協力への理解を示してくれており、学部の教育プログラムとし

て運営する体制が整備できている。 

 学生の成果品については、当初の計画にはなかったが、製品化の可能性のあるもの

は、地域のイベントや展示会などへの出品になどによる市場調査を支援するほか、地

域の食品製造会社に協力を求め、学生とともに開発研究できる場を支援する。そして

今後、毎年開発される製品の 1，2 点は引き続きキャンパスベンチャーグランプリ北

海道にも応募するよう指導を行う。 

一般に食品産業における生産、加工、流通、経営という一連の部門において、これ

らを相互理解できるような幅広い教育はほとんど行われていないが、本取組で行った

ように、全体を知り広い視野に立って見たり考えたりできる人材を育成することは社

会でも求められていることであり、きわめて重要なことである。そこで本学では本取

組を今後も継続し、社会で即戦力となり得る人材育成を推進するため、学部の恒久的

な科目として定着させていく。本取組では学生に対する１つの目標として、商品開発

に取り組んだ学生に対し「オホーツク・フードマイスター」の称号授与を行ったが、

修了者アンケートではコミュニケーション力や積極性の育成効果が見られており、マ

ス教育の中でも希有なプログラムであることが明らかになっている。今後は人間性の

育成も踏まえて称号を与え、この称号が社会で認知される資格になるよう発展させて

いく。  
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本学の教育理念である「実学主義」を実践するため、学部の立地する北海道網走地

域の特徴を活かし、原料生産から加工、流通、経営という一連の食品関連の事業を幅

広く理解することを目的としている。 

本取組の実施科目は学部の共通科目である「特別講義（三）」（前期）、「特別講義（四）」

（後期）を充て、2，3 年次生の 1 年間の開講科目として、平成 22 年度と 23 年度の 2

年間実施した。2 年間で 100 名の受講生を選抜し、6～7 名のグループごとに製品開発

を行うということを課題として、幅広い分野にわたる講義、実験実習、施設見学など

を行った。指導、評価体制は学部のオホーツク実学センター内にフードマイスター事

務局を設置して支援するとともに、プロジェクト委員会が中心となって進めた。実施

するにあたって、各学科の協力はもとより、本学部に設置している食品加工技術セン

ターの全面的な支援により、加工実習や試作などを行うとともに、一般企業や本学の

ベンチャー企業、株式会社東京農大バイオインダストリーなどの協力も得ながら、学

生のレベルアップにつなげた。1 年間のプログラムを修了し、一定の基準を満たした合

計 91 名の受講生には特別講義（三）、（四）の単位（合計 4 単位）を与えるとともに「オ

ホーツク・フードマイスター」の称号を授与した。さらに継続して製品化に取組む意

欲のあるグループには事務局およびプロジェクト委員で支援を行っている。 
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