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取 組 の 概 要 

本取組では、食品に関連した公的機関や産業に、「食」に関する知

識・技術およびサイエンスコミュニケーション能力を備えた、実践力

と即戦力を持つ人材を輩出することを目標とした。学問体系が異なる

獣医学科と植物バイオサイエンス学科の学生に対して共通の講義・実

習プログラム提供し、畜産物や農産物として利用される動物と植物の

相互の関連性を理解させる実践的教育を行い、生産から消費までの過

程を科学できる能力を付与した。 

 

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 

 本取組の円滑な実施のために本学部に動植物融合教育支援室（教育 GP 支援室）を

設置した。また、プログラム実施に主導的な役割を果たす動植物融合教育検討委員会

と教育実施委員会（「生産地教育」、「衛生管理教育」、「食料流通教育」）、本取組に対

する自己点検・自己評価と外部評価を主導的に実施するための動植物融合教育評価委

員会を設けた。これらの実施体制によって、プログラム目標を効率的に達成させるべ

く取り組んだ。すなわち、講義・実習・演習それぞれについて、カリキュラム内容の

改善を図り、教育効果を客観的に評価・分析するとともに教育目標が忠実に達成され

るようにプログラムの見直しを行った。また、これらを統括する立場として 2 名の

GP コーディネーターを配置し、学生へのアドミッションポリシーの明示、動植物融

合教育プログラムのカリキュラムポリシーの明示、到達目標の評価と教員の意識改革

の誘導に指導的役割を担った。さらに、外部の協力体制として、国内外の大学機関、

大阪府関連機関、大手スーパーマーケット等と実習・見学受け入れ等の教育連携を行

い、またこれらの機関の教員、職員等を非常勤講師として招聘し、講義やフォーラム

を実施した。なお、実施体制の基盤として、Web を用いた評価支援システムを構築し、

アンケート調査や習熟度テストを行う等、学生、教員、協力施設間の本取組に関する

情報の共有を行った。 
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 (２)取組の実施内容について 

 食に関する総合的な教育プログラムとして、獣医学科と植物バイオサイエンス学科

の既設科目の一部を共通開講する横断的カリキュラムである「交流型プログラム」と、

食料の生産、加工、流通、消費に至るフードシステムの構成要素について体系的な講

義・実習を行う独自のカリキュラムである「融合型プログラム」を構築し、「食生産

科学ツインプログラム」として計画通り実施した。 

 初年度には、実施体制の整備・確立のために、動植物融合教育支援室と以下の動植

物融合教育委員会を設置し、さらに、学部教員 21 名、学部外教員 2 名、学外の大学

関係者および食関連企業 5 名の計 28 名から成る動植物融合教育検討委員会、教育実

施委員会、評価委員会をそれぞれ設置した。また、TA と学生サポーターを適宜任用

した。さらに評価支援システムを構築し、ホームページを早々に開設して運用した。

遠隔講義を可能とするビデオ会議システムを導入し、次年度以降のカリキュラム実施

にむけて準備した。演習、実習科目による教育効果を向上させるための準備として

FD ワークショップを実施し、両学科から 30 名が参加した。さらには大学関係者や関

連する公的機関等から 5 名の講師を招聘して「食」に関するフォーラムを実施し、学

内外から 44 名が参加した。なお、国内外の多様な演習サイトにおける効果的な教育

実施のために現地調査を行った。この他、フードシステム全般に関する意識調査を両

学科の学生 416 人を対象に行うとともに、学外の食生産・流通関係機関 345 ヶ所へ大

学に求める「食教育」に関するアンケート調査を実施した。 

 22 年度からカリキュラムを実施し、両学科の新入生の中からプログラム参加学生

各 10 名を選抜してツインプログラムの 1 年次履修科目を開講した。両学科の既設科

目については、ビデオ会議システムを用いて遠隔中継し、離れたキャンパス間で同時

開講した。また、各種委員会を開いて 23 年度開講科目の学内・学外講師の選考と依

頼、シラバスの作成等を行った。海外演習に向け、演習地の下見と現地スタッフとの

打ち合わせを行い、演習内容を検討した。FD ワークショップと食フォーラムを実施

し、それぞれ 25 名と 36 名の参加者があった。なお、初年度に構築した評価支援シス

テムとホームページを改修し、さらなる効率的な運用を図った。 

 23 年度は計画通り 2 年次科目を開設した。取組内容を改善しながら新たな参加学

生を各学科 10 名受け入れた。また、海外演習として、中国、タイ、オーストラリア

において食品加工場、衛生管理会社、生産農場、大学等を訪問した。カリキュラム実

施内容については、評価支援システムを用いたアンケート調査を実施した。なお、FD

ワークショップの参加者は 25 名、食フォーラムの参加者は 39 名であった。また、評

価委員会を開き 3 年間の取組への評価と今後の取組への改善提言を受けた。 

 

(３)社会への情報提供活動について 

 毎年度に本プログラムの活動状況を掲載した広報用パンフレットを作成し、学内外

に配布した。また、初年度に開設した本プログラム独自のホームページを適宜更新し、

本取組についての情報配信に積極的に努めた。なお、本取組が産経新聞（2010 年 10

月 30 日付）に紹介され、広く周知される機会となった。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

・本取組の計画時における目的と達成目標 

本学部がなすべき「食」教育は、学科構成を鑑みて動物性、植物性という食料の特

異性を教授しながらも、同時に両者に共通する幅広い知識を授けるものでなくてはな

らないと考え、本プログラムを立案した。すなわち、本取組では、動物と植物のそれ

ぞれを専門とする獣医学科と植物バイオサイエンス学科の二つの学科が協力して、食

としての動物と植物の特性の相違点や類似点について、講義だけでなく実習や演習を

通して体験的に理解させ、最終的にフードシステム全体の成り立ちを俯瞰する能力を

身に付けた人材を育成することを目的とした。具体的には、これまで個別に行われて

いた応用動物科学（獣医学科）と応用植物科学（植物バイオサイエンス学科）に関す

る教育を融合・発展させ、食に関する総合的な教育プログラム「食生産科学ツインプ

ログラム」を展開し、動物性食品と植物性食品を生産する「動物・植物生産」から「加

工・流通・消費」までの過程を動物生産と植物生産の両サイドから検証できる人材の

育成を行うこととした。 

・現時点での成果 

 応用動物科学と応用植物科学の融合を基盤に、畜産物と農産物の生産から消費に至

るまでのプロセスおよび食料の循環を体系的に学習させるプログラムを通して、本学

の学士教育における初年次からの食教育の充実を図ることができた。とくに、食品関

連業界の協力を得てカリキュラムを実行したことから、「食」全般に関する知識・技

術および「食」に関するサイエンスコミュニケーション能力等も備えた、実践力を持

ち即戦力となる人材の輩出への企業サイドからの期待感にその責務の大きさを感じ

ているところである。本プログラムでは、植物バイオサイエンス学科では 3 年間、獣

医学科では 4 年間でプログラムを修了することから、文部科学省からの助成が終了し

た 24 年 3 月時点では、本プログラムはいまだ継続の段階にある。しかし、本プログ

ラムに参加した学生が有する「食」のエキスパートとして活躍したいという意欲は高

く、23、24 年度入学生の本プログラムへの意欲を喚起し、現在に至っていることは

大きな成果である。また、TA や学生サポーターとして参加した上回生のモチベーシ

ョンも高く、海外演習等への参加希望者もいる点は、「食」に関する学士教育から大

学院教育への継続性を教員に意識させているところである。ややもすれば学生の負担

が大きくなる副専攻的なプログラムに対して、履修生が継続して意欲的に取り組めて

いる理由の一つに、本プログラムの特色の一つである少人数教育の利点が活かされて

いる点があげられる。すなわち、2 年次に実施した国際食料流通演習では、タイ、中

国、オーストラリアに 5−7 人のグループで学生がそれぞれ参加し、また、神戸大学の

協力で実施した食料生産実習では履修生 20 人のみが参加し、限られた人数で動植物

生産に関する内容に富んだ演習、実習を実施するこができ、上記の高い勉学意欲に繋

がっている。さらに、国内の食品企業の安全監視体制の講義や少人数での市場のバッ

クヤード視察を企業の協力で実施できたことは、教育目標の達成にとって大きな成果

であった。これらの実施状況を鑑みて、大学として学域内副専攻「食生産科学プログ

ラム」を 24 年度からスタートできたことは大きな成果であると考えている。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本取組では、動植物融合教育評価委員会、動植物融合教育検討委員会、動植物融合

教育実施委員会を設置した。まず、毎年度の申請内容と取組実施内容について、動植

物融合教育評価委員会から教育の有効性、優先性、実効性等の観点から評価提言を受

けた後（外部評価）、次年度に向けた改善点と新たな達成目標を定め、動植物融合教

育検討委員会に諮問した。検討委員会では、取組に対する自己点検・自己評価と評価

委員会による外部評価を基に、教育効果を客観的に評価・分析した内容と教育目標が

忠実に達成されるよう見直した教育プログラムを動植物融合教育実施委員会へ提言

した。実行委員会は、改善点と設定されたその達成目標を効率的に教育プログラムに

反映させるために、講義・実習・演習それぞれについて、具体的なカリキュラム内容

およびシラバスへの見直しを行い、取組を実施した。 

具体的には、以下に示すように毎年度末に評価委員会を開き、委員会から提言され

た評価および改善については年度当初に検討委員会を開催し、協議、改善を図った。

初年度に実施した評価委員会では、広報活動および海外演習の候補地等に関する指

摘を受けた内容を検討委員会で協議した結果を、実施委員会に提言した。 

次年度は取組の本格稼働を踏まえて検討委員会を二度実施し、学外講師の選出や海

外演習地の下見報告、実習候補地の決定等を行った。年度末に実施した評価委員会で

は、ビデオ会議システムの問題点や海外演習の学生費用負担について、またプログラ

ム継続に向けての事前準備等について積極的な意見交換を行った。 

最終年度は講義・実習・演習の感想や要望について学生にアンケート調査を行うと

共に評価委員会を実施し、1 年間の活動報告ならびに 3 年間の実績報告を行った。 

 学生の学習成果を測る方法として、実習前に与えた課題を発表する課題発表会を設

け、実習後にもレポート課題と実習成果報告会を行い、学生の理解度を評価した。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

申請書に記載した財政支援期間終了後の大学における取組の展開の予定 

財政支援期間終了後も本教育プログラムは完了していない(「総合衛生管理学」、「総

合衛生管理学実習」は最終年度の翌年開講)ことから、引き続き取組を実施すると共に、

取組の最終年度に取組全般の検証・評価のための「食」教育に関するセミナーを開催す

る。その後についても、教育設備(テレビ会議システム、動植物融合教育・評価支援シス

テム等)が整備されていることから、「動植物融合教育支援室」を存続させ、本教育プロ

グラムを継続する。 

本取組の財政支援期間終了後の動植物融合教育支援室の事務職員雇用費、システム保

守費、国際食料流通演習の費用、外部講師謝金等に関しては、学長裁量経費、部局長裁

量経費等による予算措置を行う。 

 

①  取組の実施状況 

財政支援期間が終了した平成 24 年度から本学では学域・学類制へと学部教育体制を再

編した。その中で本取組は、食に関する高度な専門技術者の育成を目標として、生命環

境科学域の学域内副専攻カリキュラムとして、取り組みを持続することが決まった。動

植物融合教育支援室の事務職員雇用費、システム保守費、国際食料流通演習の費用、外

部講師謝金等に関する費用については、大学ならびに学域の支援を受けており、また、

教育目的や教育内容に大きな変更がないことから、財政支援期間が終了したことに係る

影響はほとんどない。 

②  取組の成果 

本取組は、植物バイオサイエンス学科の場合 3 年間、獣医学科の場合 4 年間の教育プ

ログラムとなっていることから、助成終了時点で本プログラムの修了者は存在しない。

その理由としては、本プログラムを計画した際に、教育カリキュラムは学年進行ととも

に効果的に配置すべきであり、単年度ですべてのカリキュラムを受講可能とすることは

避けるべきであることと、学生がそれぞれの既存の専門カリキュラムに加えて本プログ

ラムのカリキュラムを受講することになるため、多大な負担を学生にかけることは避け

たいと考えたからである。したがって、学生がこの取組によってどのような知識・技術

を習得したかの検証は 25 年度以降となる。しかしながら、この取組を行っていく過程で

学科を含めた学部における食教育のあり方を提示でき、また、学部外でも食教育の展開

を望む声もあり、大学における食教育の展開を模索する機会となっている。その結果、

大学および学域から財政支援がスムーズに行われた。 

③  評価及び改善・充実への取組 

動植物融合教育検討委員会と実施委員会は存続させ、取組の内部評価を行うと同時に

カリキュラムの見直しやシラバスの作成を行う。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本事業の目的・目標は、右に示す図の通り、食全般に関する幅広い知識を持った人

材を養成することであり、実施に

あたっては、3つの動植物融合教

育委員会を設置し、21年度に6回、

22年度に3回、23年度に2回開催

し、評価・分析・見直しを行った。

また、評価支援システムの構築や

ホームページの開設を通し、教員

と学生との情報共有化や広く一

般への情報配信を行った。事業の

成果としては、下記に示す講義・

実習を学内外の協力の下で行う

と共に、教員・学生を対象としたFDワークショップや食フォーラムを毎年開催し、食

への関心を促した。助成終了後は、学域内副専攻として存続させた。 

 

【21年度】・・・ 次年度開講の実習科目の現地下見、学外講師の選出、遠隔講義システムの導入等

【22年度から開講した講義・実習】
プログラム 科目名 日時 場所 講師

「獣医生理学A」 前期 りんくうキャンパス 学内
「産業資源植物栽培学」 前期 中百舌鳥キャンパス 学内
「植物バイオサイエンス
フィールド実習I」

前期 中百舌鳥キャンパス 学内

「食料生産実習」 9月13日～15日 神戸大学附属農場 学外
「フード・システム概論」 9月29日、30日 中百舌鳥キャンパス 学外

【23年度から開講した講義・実習】
プログラム 科目名 日時 場所 講師

毒性学A 前期 りんくうキャンパス 学内
LMO管理学 後期 中百舌鳥キャンパス 学内
毒性学基礎実習 8月9日～13日 りんくうキャンパス 学内
食料流通論 9月13日～15日 中百舌鳥キャンパス 学外
国際食料流通論 9月29日、30日 中百舌鳥キャンパス 学外

9月7日 イズミヤ(株) 学外
9月9日 (株)生活品質科学研究所 学外
9月12日～15日 中国 学外
9月17日～24日 オーストラリア 学外
9月26日～10月1日 タイ 学外

【24年度から開講する講義・実習】
プログラム 科目名 日時 場所 講師

「栽培植物生産学」 前期 中百舌鳥キャンパス 学内
「獣医公衆衛生学A」 前期 りんくうキャンパス 学内
「食品化学」 前期 中百舌鳥キャンパス 学内
「栄養生化学」 後期 中百舌鳥キャンパス 学内
「食品製造学」 後期 中百舌鳥キャンパス 学内
「食品保蔵・添加物論」 後期 中百舌鳥キャンパス 学内
「食品衛生学基礎実習」 ９月6日～12日 中百舌鳥キャンパス 学外
「総合衛生管理学」 ９月 中百舌鳥キャンパス 学外
「総合衛生管理学実習」 ９月 大阪府下施設 学外

融合型

交流型

融合型

国際食料流通演習

食料流通安全評価実習

交流型

融合型

交流型
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