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１. 調査の目的

◆クールジャパン戦略

外国人がクールととらえる日本固有の魅力（アニメ、マンガ、ゲーム等のコンテンツ、ファッション、食、伝統文化、デザイン、ロボットや
環境技術など）を①情報発信、②海外への商品・サービス展開、③インバウンドの国内消費の各段階をより効率的に展開し、世
界の成長を取り込むことで、日本の経済成長につなげるブランド戦略。

◆本事業の目的

◆「クールジャパン人材育成検討会」の設置
人材カテゴリーを以下の6つに整理し、第一次取りまとめを実施
①プロデュース人材、②高度経営人材、③高度デザイン人材、④専門人材、⑤外国人材、
⑥地域プロデュース人材・・・地域のクールジャパン資源を発掘し、集積・編集して新たな価値を
付与することを通じ、海外のニーズを掘り起こす「商品」としてプロデュースできる人材

国内外の大学等で実施されている地域活性化に資する人材育成カリキュラムや、地域で
の実践的なプロジェクト、地域プランニングを学ぶ民間の取組等を調査し、地域プロデュース
人材を育成するプログラムの参考となると考えられるカリキュラム要素について整理

Ø 本事業の目的は以下の通りである。
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２. 調査概要

Ø 本事業では、国内20機関、海外3機関の大学等の事例について、公知情報に基づき調査を行い、カリキュラムや取組内容を
分析した。また、7機関に対してはヒアリング調査を実施した。

Ø また、有識者からの助言を得て、クールジャパン地域プロデュース人材育成プログラムの要素について整理。
（調査実施期間：1月下旬～3月中旬）

Ø 本資料は、当該調査結果の概要。

北海道大学大学院
国際広報メディア・観光学院 観光創造専攻

事業構想大学院大学

高知大学 地域協働学部
愛媛大学 社会共創学部

信州大学「ローカル・イノベーター養成コース」

新潟薬科大学 生命創造産業学科

近畿大学「日本版DMOの人材育成プログラム」
金沢大学 観光学・文化継承コース

京都大学経営管理大学院 観光経営科学コース

中村学園大学 フード・マネジメント学科

宮城大学 フードマネジメント学類

吉備国際大学 地域創成農学科

佐賀大学 芸術地域デザイン学部

九州大学大学院 デザインストラテジー専攻

宇都宮大学 地域デザイン科学部

京都造形芸術大学 芸術学部

情報科学芸術大学院大学・産業文化研究センター

内閣府「地方創生カレッジ」

シブヤ大学
尾道自由大学

（海外）
イタリア食科学大学
ミネルヴァ大学
エストニア「e-Residency]

調査実施対象 教育機関等

※ 赤字はヒアリング対象機関
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３. 事例調査の概要

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

１ 内閣府
地方創生カレッジ

eーLearningにより地域リーダーを育成

• 「地方創生カレッジ」では、地方創生の本格的な事業展開に必要な人材を育成・確保することを目的として、e-learningに
よる授業を提供している。カリキュラムは地方創生を担う人材が共通で身に着けるべき基盤知識を提供する科目と、専門性
の高い人材育成（総合プロデューサー・地域コミュニティーリーダー等）のための科目も分かれる。

• マーケティングやDMO概論、DMOの経営と観光地域の経営（DMOに必要なマネジメントスキル等）等のDMO関連の講
座や、ジビエビジネス、伝統野菜などを基軸にした地域活性化、地場産業のブランディング等地域資源を活かした商品プロ
デュース、まちづくりといった講義を提供している。

• 「地方創生に関する施策紹介」など、地域で活動を行う上で活用可能な制度について学ぶことができる講座もあるのが特徴
である。

■国系カリキュラム
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３. 事例調査の概要
■地方創生系カリキュラム
＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

２ 高知大学
地域協働学部

フィールドワークを主体とした実践的な地域協働リーダー育成

• 高知大学では平成27年に38年ぶりとなる新学部『地域協働学部』を開設し、少子高齢化、産業の脆弱化、中山間地
域の疲弊に起因する地域課題を解決するための人材育成を開始した。

• カリキュラムでは、3年間で600時間を超えるフィールドワーク(事前学習・現場実習・事後の振り返り)を用意しており、地域
における課題解決の現場を直接体験させ、地域への愛着や誇りを育てる教育プログラムとしている。

• また、講義科目においても、地域協働論、地域組織論、地域社会学概論、産業論、経済学入門など、社会科学をベー
スとした基礎知識を1年生で学習し、2年生以降はコース別に分かれて経営・会計、フードビジネス、地域福祉等専門分野
に合わせた学びを行う。

• その他、COC+事業「高知イノベーションシステム」では国家戦略プロフェッショナル検定「食の6次産業化プロデューサー
（LEVEL１～３）」への対応、JETRO高知と連携したグローカルプログラムなどがあり、産業界と連携した人材育成がなさ
れている。

３ 愛媛大学
社会共創学部

フィールドワークを重視した地域産業育成に資する人材育成

• 愛媛大学は平成28年4月に文理融合型の新学部『社会共創学部』を設置した。本学部では、様々な地域社会の持続
可能な発展のために、地域の人達と協働しながら、課題解決策を企画・立案することができ、地域社会を価値創造へと導
く力を備えた人材を育成する方針を掲げている。

• 地域産業と連携する「産業マネジメント学科」、水産業・紙産業・ものづくり産業と連携する「産業イノベーション学科」、自
然環境や社会環境の総合的デザインを扱う「環境デザイン学科」、農山漁村・文化・観光・スポーツ・健康を扱う「地域資
源マネジメント学科」の4学科を備えている。

• カリキュラムは、地域社会におけるフィールドワークや地域企業へのインターンシップを重視しており、フィールドワーク科目11単
位、インターンシップ科目２単位を学部の必修科目としている。

• また、１年生で「社会共創学概論」、「リーダーシップ入門」、「地域調査方法入門」、「フィールドワーク入門」などの講義科
目において基礎力を身に付け、2年生以降では産業マネジメント、事業創造、海洋生産科学、紙産業、ものづくり、環境サ
ステナビリティ、地域デザイン・防災、農山漁村マネジメント、文化資源マネジメント、スポーツ健康マネジメントの10コースに
分かれて専門科目について学ぶ構成となっている。



© 2017 NTT DATA Corporation 5© 2018 NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTING, Inc.

３. 事例調査の概要
■地方創生系カリキュラム
＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

４
信州大学

ローカル・イノベーター
育成コース

ローカル・イノベーター養成

• 信州大学では、学部生を対象に1年次後期から2～3年間、専門に加えて学ぶ全学横断型の特別教育プログラムとして
ローカル・イノベーター養成コースを開設している。

• カリキュラムは、1年後期におけるスタートアップゼミ（地域を知るためのフィールドワーク、地域内の企業、自治体職員等から
話を聞くゲスト講義、地域企業等へのインタビュー調査、地域への提案やプロジェクトの立ち上げ等）と、2年前期、後期、
3年前期に開催される集中講義形式の専用科目がローカル・イノベーター養成コースに用意された授業として必修になって
いる。

• その他に1年生が所属する全学教育機構（専門課程に分かれる前の教養過程）における80以上の認定科目から選択
をして単位を取得することが修了認定要件となっている。認定科目には信州の生活、文化等を学ぶ授業や、モノづくり入門
ゼミ、地域ブランド実践ゼミなどが用意されている。

５ 新潟薬科大学
生命創造産業学科

フィールドワークを通じて実際に商品開発・販売の機会を創出

• 新潟薬科大学では、薬学部、応用生命科学部の基盤を活かしつつ、文系学部として応用生命科学部生命創造産業学
科を設置した。

• カリキュラムは、食品科学概論、基礎科学実験など科学系の要素を用意しつつ、食品管理論、ブランド構築論、産業経営
管理論、社会調査論など、食品に関す地域活性化を考えるために必要な基礎的な経営学・社会学的な要素を学ぶこと
ができる構成となっている。

• 食文化論、歴史・風土から見た食環境など地域の文化を学ぶ授業や、2次産業論、3次産業論、6次産業化論という地
域産業を学ぶ授業、生命産業デザイン論、ブランド構築論、情報共有論などデザインや情報発信、表現につながる授業を
とりそろえている。

• 課外活動として、地域の企業との協力で、地域のコメを活かした商品開発（甘酒）を行い、都内の大型百貨店での販売
体験などの取組も見られる。
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３. 事例調査の概要
■観光系カリキュラム

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

６ 近畿大学

DMO人材育成カリキュラム（専門科目と実践的科目）

• 近畿大学ではDMOの経営・中核人材育成を想定し、社会人向けに20科目（28年度12、29年度8科目）を開発し、
1科目あたり15コマの教育を行うプログラムを開発した。JTB総研を通じて、各地のDMOに短期研修にも対応し、29年度
に5か所120名へのプログラムを提供することを予定している。

• DMO人材の育成カリキュラムは、国際観光事業持論等のマーケティングマネジメント分野、DMOマネージャー実務演習等
の組織マネジメント分野、観光プロジェクト演習等のエリアマネジメント分野で構成している。演習やフィールドワーク等、実践
的科目を設け、学んだ知識をアウトプットすることで知識を体得させることを促している。

７

金沢大学
地域創造学類
観光学・文化継承

コース
(2018年4月設置予定)

インバウンド観光ビジネス創出人材の育成

• 金沢大学地域創造学類は、地域課題に実践的に対応できる地域づくりのリーダーを育成することを目的に設置された。
2018年4月からは新たに「観光学・文化継承コース」が設置されることとなった。

• 観光学・文化継承コースのカリキュラムには、地域文化論、コミュニティ・デザイン論、観光政策論、地域経営論など、観光
振興による文化継承の方策を探る授業が多く用意されている。

• 観光学・文化継承コースでは、地域の文化資源を深く理解するとともに、海外ニーズの把握やICTを活用したサービスの提
供など、地域性と国際感覚を習得できる新しいインバウンド創造の教育カリキュラムにより、観光分野の専門人材を養成す
る。内容は、スーパーグローバル大学の資源を活かし、インバウンド促進に向けた海外連携も含め、産学官連携のインバウン
ド推進の観光ガイド・インターンシップ教育を行うことを予定している。
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３. 事例調査の概要
■観光系カリキュラム
＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

８
北海道大学大学院
国際広報メディア・
観光学院
観光創造専攻

地域の観光産業に関する講座を開講して実践力を磨く

• 北海道大学大学院 国際広報メディア・観光学院観光創造専攻は、地域社会等で観光創造分野をリードし、幅広い専
門的能力を有する高度な専門家の育成を目的としている。

• カリキュラムでは、地域資源の保護・活用、それらを通じた観光振興の方策や関連法制度、観光関連産業の市場構造や
事業運営の仕組み、観光政策や観光振興を目的とした官民連携・協働のあり方や資金調達の手法、旅行者の誘致に
資する効果的なプロモーション手法等に関する講義を提供している。

• 演習科目では国内外の地域社会と連携した実践的なプロジェクト型演習を開講している。
• 2017年度より株式会社JTB北海道との連携協定に基づき「観光マーケティング戦略論連携分野」が開設され、実務経験

に即した実践的な観光マーケティング戦略論に関する教育・研究指導が実施されている。

９
京都大学経営管理

大学院
観光経営科学コース

MBAの能力に加え、観光分野の専門知識と応用能力を習得
• 「観光経営科学コース」(2年制)は、観光分野に関わる企業、行政機関、文化機関及び非営利組織とくにDMO

（Destination Management Organization、観光地経営組織等)の経営管理についての高度に科学的な知識と
応用力を持つ人材の育成を目指して開設された（２年制の社会人コース）。

• カリキュラムではＭＢＡ基礎科目（経営戦略、組織行動、マーケティング、会計学、統計学）が必修科目となっており、専
門科目（デスティネーション・マネジメント論等）で観光の専門知識を学習する。更に、実務科目（ツーリズム産業論,京
都・観光文化論等）やワークショップを実施して、技術の体得を目指す。
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３. 事例調査の概要

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

10
中村学園大学
フード・マネジメント

学科

地域の食産業と連携したプログラムによる人材育成プログラム

• 管理栄養士養成校である中村学園大学では、新たな食産業を創出する「食のスペシャリスト」を育成することを目指しフー
ド・マネジメント学科を2017年に設置した。

• カリキュラムは、地域の30を超える食分野企業・団体と連携して作成したプログラムに則して、食品化学・加工、基礎栄養
学などの基礎知識の習得に加え、食品ビジネス戦略論、食品企業経営戦略論、フードマーケティング論、6次産業化論な
ど、食のマネジメントに関する幅広い授業構成となっている。

• またゲストスピーカーを交えた海外食文化研修では、日本と異なる食文化を考察し、対象国・地域の海外展開用の食品
開発や海外ビジネスに必要なスキルを学ぶ機会を提供する。

11
宮城大学

食産業学群 フード
マネジメント学類

実践的な授業によるフードサイエンス人材を育成

• 食材生産からスタートし、加工・流通・外食を経て消費者の口に入るまで「食産業」の全過程について、基礎から専門まで
を学ぶ。農学、栄養学、食品衛生学、食品科学のような自然科学系科目と、食料経済論やマーケティング論のような社会
科学系科目の両方を学び、文理融合の教育で食産業全般の知識を持ち、地域に貢献する人材を育てている。

• 食品マーケティング、食品マーケティング演習では、宮城の伝統野菜の活用メニューの検討、及び提供する飲食店のコンセプ
ト検討等、地域の食文化を活かした商品開発から顧客への販売方法まで、学生が実践的に学ぶ授業を提供している。

• 食品衛生学では日本だけでなくEUにHACCPの基準を教え、実験・演習を通じて食品管理の国際基準を満たす検査スキ
ルやハザード対策について学ぶことが出来る。

■食系カリキュラム
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３. 事例調査の概要

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

12
吉備国際大学
農学部

地域創成農学科

食と農の発展による地域の活性化を通じて、地域創成に貢献できる人材を育成

• 吉備国際大学では、「淡路島まるごとキャンパス」と謳い、淡路島全体をフィールドとする実践的教育を実施している。
• 農業生産、加工、経営全般にわたる専門的知識と実用的技術を幅広く身につけ、地域社会や国際社会における農業の

現状や課題を的確に捉える能力を養い、食と農の持続的な発展による地域の活性化を通じて、地域創成に貢献できる
人材を育成する。

• 大学1・2年次の教育プログラムでは、学問分野（地域学概論、南あわじ農業学等）の科目を通して、農学の知識を習
得する。また、海外を意識した科目（吉備国際大学から世界へ）が設けられており、著名人を招いた講義を通じて地域と
世界の多様性や共通点を学び、世界を見据えた幅広い視野を身につける。

• また、南あわじの歴史と文化、日本の伝統実技といった地域文化・風土を学ぶ科目が用意されている。
• 「フィールド実習」や「南あわじ農業学（施設見学を含む。）」などを淡路島にこだわった授業を展開しているのが特徴である。

■食系カリキュラム
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３. 事例調査の概要

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

13 佐賀大学
芸術地域デザイン学部

地域課題を芸術の力で解決

• 佐賀大学では、文化教育学部等の再編を行い、「芸術を通した地域創生のための人材」の育成を目的として平成28年に
芸術地域デザイン学部を設置した。地域が有する問題や状況に芸術を手段として柔軟に対応し、芸術を社会に紹介した
り、芸術で社会を活性化したりできる人材の養成を目的としている。

• 芸術地域デザイン学部は、有田セラミック等を題材とする「芸術表現コース」と地域コンテンツデザイン、キュレーション、フィー
ルドデザイン等を行う「地域デザインコース」に分かれる。

• カリキュラムは、芸術の理論・技能のみならず、キュレーション、経済・経営、都市デザイン、セラミック工学などの教育も行い、
幅広い視野と知見を培うことができる構成としている。

• 学生がチームを組み、地域の地理や文化・芸術資源を継続的に調査し、地域の協力を得て、地域資源を活かした企画を
地域の中に入って展開する「地域創生フィールドワーク」や「国内外芸術研修」等実践的授業を行う。

14

九州大学
大学院芸術工学府
デザインストラテジー

専攻
/九州大学未来デザ
イン学センター

国際競争力のあるデザインストラテジー

• 九州大学大学院デザインストラテジー専攻は、大学として長年培ってきた「高次のデザイン教育」の理念を、来るべき社会の
要請に適応、発展させていく専攻として修士課程に設置された。さらに、学内共同教育研究センターとして未来デザイン学
センターを設置し、国際的なデザイン学の研究拠点として、デザイン学と学内外の多様な研究分野、及び、産官民との連
携を推進する体制を整えている。

• デザインストラテジー専攻は、国際競争力の基盤を確立し、持続的に経済発展するために、デザイン分野における新しい型
の高度専門職業人であるデザインプロデューサー、デザインストラテジストを育成するための教育をすることが狙いであり、地域
デザインコースと芸術表現コースに分けられる。

• デザインストラテジー専攻のカリキュラムでは「デザインイノベーション」、「ブランドビジネスデザイン」、「まちづくりデザイン」など
様々な講座・演習が用意されている。また、「国際コミュニケーション」講座も用意されており、英語によるプレゼンの演習を
行っている。

■デザイン・コンテンツ系カリキュラム
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３. 事例調査の概要

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

15 宇都宮大学
地域デザイン科学部

コミュニティデザインから都市計画までまちづくりを広くカバー

• 地域デザイン科学部は、①地域社会の社会集団や制度をデザインするコミュニティデザイン学科、②建築技術を基礎として
居住空間をデザインする建築都市デザイン学科、③建設技術を基礎として社会基盤をデザインする社会基盤デザイン学科
で構成される、文理融合した教育課程をもつ学部である。

• 専門科目として、コミュニティデザイン学科では地域デザイン学、社会統計学等の社会科学、建築都市デザイン学科では建
築デザイン、建築インターンシップ等の授業を提供している。

• 3年次には、「地域プロジェクト演習」を必修科目とし、３学科混成5人1グループに分かれ、各学生が修得した学部の共通
科目や学科の専門科目の内容を総合して、自治体や地域プロジェクトパートナーが実際に抱える課題を解決するためのグ
ループワークを行う。栃木県内の多様な主体を対象に、自らの力で地域探索やヒアリング、各種調査を実施し、収集した
データを分析して、問題の明確化やそれに対する解決策を提案する。

16
京都造形芸術大学
芸術学部 学科・

コース

専門性を育てるための13学科23コース

• 京都造形芸術大学では、美術工芸、マンガ、キャラクターデザイン、プロダクトデザイン、空間演出デザイン、環境デザイン等
13学科を設け、芸術的な発想を社会で活かし、社会を変える人材を育てている。

• 産学連携の取り組みをカリキュラムに盛り込み、在学中から学年・学科を超えたチームで企業や自治体が持つ実社会にある
課題をデザインを通じて解決するプロジェクトを行っている。現場でのフィールドワークから特産品であるお箸のデザインを行うお
ばま×箸（かけはし）インターンシップや、雲南市の認知度向上のため、学生が現地で製造できるお土産のデザインを行う
雲南市吉田たたら商品開発プロジェクト、不動産会社と連携し、学生がワンルームマンションをデザインするプロジェクト等が
実施されている。

• キャラクターデザイン学科がフランスのジャパンエキスポにブースを出展し、自らの作品を海外に向けて発信する機会を設けて
いる。

■デザイン・コンテンツ系カリキュラム
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３. 事例調査の概要

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

17

情報科学芸術大学
院大学

（IAMAS）・
産業文化研究セン

ター
（RCIC）

未来社会の新しいあり方を創造的に開拓する「高度な表現者」を養成
• 情報科学芸術大学院大学（通称IAMAS）は、科学的知性と芸術的感性の融合を目指した学術の理論及び応用を

教授研究し、その深奥をきわめ、未来社会の新しいあり方を創造的に開拓する「高度な表現者」を養成するとともに、学術
文化の向上及び地域の振興に寄与することを目的に、岐阜県が2001年に開学した大学院大学である。

• IAMASは岐阜県が設置する公立大学として常に地域貢献を求められている。このため授業カリキュラムの中でも地域との
接続を意識するとともに、産学連携部署である産業文化研究センター（通称RCIC）を中心に地域連携に取り組んでおり
限界集落の生活文化による新しい表現活動を行う「根尾コ・クリエイション」や、地元ローカル鉄道会社との連携による”クラ
ブトレイン”などのプロジェクトを実施している。

• カリキュラムとしては、1年次はプロジェクト科目や、研究の基礎となる科目の受講を通じて知識と応用力を養う。2年次は引
き続きプロジェクト科目を通じて研究を進め、主に各学生の修士研究を中心に活動し、その成果として修士作品や修士論
文をまとめ、修士号の取得を目指す。プロジェクト科目は社会との接続を意識しながら、高度な研究成果を目指す実践的
な授業である。RCICにおける地域との連携では、デザインやアート、ものづくりを地域に実装し、新しい地域の未来に貢献す
ることを目指す。

■デザイン・コンテンツ系カリキュラム
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３. 事例調査の概要

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

18 事業構想大学院大
学

DMOによる観光地域づくり事業構想プログラム

• 事業構想大学院大学では、2年間の事業構想修士課程カリキュラムの他、組織も、領域も、業界も越え、新たな事業開
発に挑むプロジェクトを推進している。

• DMOによる観光地域づくり事業構想（第4期）プログラムでは、DMO設立予定者、DMO運営者を対象に「マーケティン
グスキル」「自主財源確保の手法」「地域に適した事業計画」の基礎知識習得して、地域課題を観光によって解決する方
法を見出すことを目的としている。

• 開催期間は1年間（月2回、4時間／回）である。それ以外の期間は、自身の地域で受講生・教授と議論した経験を基
に実践を行う。理想の姿（目的）に近づけるためのプロセス研究である。4時間の内、1時間は教授・ゲスト講演、1時間
は議論、２時間は研究発表と議論を行う。

■社会人向け実践教育カリキュラム
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３. カリキュラムの事例調査

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

19 シブヤ大学

街の多様な主体との協同によるまちづくりプロジェクト

• シブヤ大学は、渋谷の街を大学のキャンパスに見立て、大学教員、企業、NPO団体等の様々な知恵や技術を持った方々を
教員として、地域の誰もが無料で参加できる授業を企画・実施している。

• 地域伝統の鋳造技術とデザイナーとのコラボレーションによって“新しい伝統工芸”を生み出すノウハウに関する講義や、アート、
音楽、ダンス、ファッション、映像など様々なコンテンツを提供する地域活性化イベントを行う等、企業やNPO、町内会や自治
会等、街の多様な主体と協働しながら、地域の活性化や地域の課題解決を目的としたまちづくりプロジェクトを立ち上げ、実
施している。

20 尾道自由大学

地域の資源を活かした学びの場の提供

• 尾道で活動する「ディスカバーリンクせとうち」と、東京で働く若者を中心にした学びの場を展開する「自由大学」が連携し、
2013年に設立。地域の人が誰でも参加できる学びの場を提供している。

• 講義のテーマは尾道の自然や伝統的な文化に関する体験活動から、産業や街に関する魅力の発信、環境活動等の地域の
活動まで様々である。

• 過去にはせとうちサイクリング、ワイン試飲などの地域の魅力を発見・体験するカリキュラムや、有識者・地域での活動の実践者
から地域を活かしたイベントの作り方や地域ブランドの創造を学ぶ実践的なカリキュラムも提供されている。

■学校法人以外のカリキュラム
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３. 事例調査の概要

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

21

ミネルヴァ大学

（オンライン双方向型
＋

実践プログラム）

遠隔参加のアクティブ・ラーニング授業～EdTech（Education×Technology）～

• ミネルバ大学は、2014年9月にサンフランシスコで開校した全寮制の4年制総合大学である。授業はすべてオンラインで実
施され、教授と生徒が双方向にコミュニケーションできるアクティブ・ラーニングの授業形式が特徴である。

• 一般的な大学と比べて、広大で豪華なキャンパスが必要ないこと、学生の学びに直接関係の無い分野への投資を行わない
ことで学校の運営費を大幅に削減し、米国の私立大学の１/4程度という比較的安価な学費を実現している。

• ミネルバ大学は全寮制の大学であり、１年目はサンフランシスコに入寮し、半年ごとに世界の７都市に移り住み、現地の行
政機関や企業、NPO等でのプロジェクト学習やインターンが行われる。カリキュラムの大部分をこれらの学習などの時間に充
てている。

• カリキュラムは、グローバルヒストリー（異文化理解）や芸術と社会変化（デザイン）等の科目を取り扱っている。

22
イタリア食科学大学

（食分野）

世界で初の「食科学大学」
• イタリア食科学大学の学士過程は、食科学・食文化学部のみであり、学士過程に入学した生徒は3年間の家庭で食の生

産から消費まで全ての課程を学ぶ。
• 学部のカリキュラムは３年制となっており、1年に1度のスタディーツアーで世界各地を訪問する。訪問した現地で出会った食

の専門家（生産者や料理人等）からの講義やワークショップを行い、また、現地の食を味わうことで、世界各地の食の現場
を肌で感じ、世界的な食品システムのあり方を理解する。日本にも訪れており、ワークショップや食品生産現場の見学、地
域の食品メーカーによる講演、地域の郷土料理体験等のプログラムなどの交流を行った。

■海外系カリキュラム
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３. 事例調査の概要

＃ 機関（分野） 調査対象カリキュラム

23
エストニア
e-Estonia

(電子政府化)

外国人がエストニアの電子国民になれる制度「e-Residency（電子居住権）」
• 2014年12月1日からは、外国人がエストニアの電子国民になれる制度「e-Residency」を開始した。エストニアに住まずに

海外在住の人が政府が提供するさまざまな電子サービスを受けることができる。「非居住者」なので、住民税などは発生しな
い。

• 最も大きなメリットは、エストニアで起業できることである。エストニア政府は「e-Residency」によるリモートでのビジネスを支
援しており、e-Residencyカードがあれば法人登記、契約書へのデジタル署名、銀行口座開設までをオンラインで完結でき
る。会社設立費用や、申請時間を大幅に減らすことができる。特に、起業のハードルが高い国の人に対して、「エストニアで
登記してリモートで運営する」ことを推奨しており、エストニアと海外の人をつなげる仕組み作りとして機能している。

• 2014年12月に募集を開始して、1週間で世界から8000以上の申し込み希望者が集まった。エストニアは九州ほどの面
積に人口約132万人が住む小国であるが、エストニア政府は、e-Residencyで、2025年までに1,000万人にする目標に
している。

■海外事例（その他）
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４. カリキュラム分析

Ø クールジャパン地域プロデュース人材の育成に資すると考えられる地方創生、観光、食、デザイン・コンテンツなどに関する教育機関
のカリキュラムを公知情報から収集、分析を行った。ベースとする学問分野の観点から大きく「地方創生系」、「観光系」、「食系」、
「デザイン・コンテンツ系」、「その他」に分類し、当該分類別に、各教育機関で実施されている授業について、地域特有の生活・文
化等について学ぶ科目と、地域産業等について学ぶ科目、国際的な視点を学ぶ科目、専門科目、演習・実習等に分け、以下の
通り整理した。

カリキュラムの分類

地域生活・
文化・風土
系科目

地域産業系
科目

国際科目

専門科目 演習・実習

人文・社会・
教育・環境
科目

経営・ビジネ
ス科目

農学・食・サ
イエンス科
目

芸術・デザ
イン・表現・
情報・工学
科目

都市計画・
まちづくり・
行政

DMO 地域系 国際系

地方創生系

u山国信州
の風土とく
らし

u地域協働
論

u四万十方
式・商品開
発ノウハウ

u地域産業
政策論

u 6次産業
化論

u インバウン
ド市場を拓
くマーケ
ティング

u国際ビジネ
ス展開論

u国際農林
水産物市
場論

u社会調査
論

u ソーシャル
キャピタル
論

u比較地域
社会論

u地場産業
のブラン
ディング

u組織経営
論

u産業マー
ケティング
論

u農業振興
論

u食品生化
学

u地域デザ
イン論

u地域ブラン
ド実践ゼミ

u地方創生
に関する
施策の紹
介

u地域計画
論

u地域デザ
イン論

u DMOの経
営と観光
地域の経
営

u観光地
マーケティ
ング

u地域協働
マネジメン
ト実習

u プロジェクト
実践演習

u海外フィー
ルド実習

u海外イン
ターンシッ
プ

観光系

u京都観光・
文化論

u観光と老
舗

u エコツーリ
ズム論演
習

u インバウン
ド・ツーリズ
ム論演習

u デジタル
マーケティ
ング

u プロモー
ション・マネ
ジメント持
論

u サービス経
営論

u観光事業
とまちづくり

u風景計画
論演習

u DMOマ
ネージャー
実務演習

u観光経営
イノベー
ション研究

u観光地域
マネジメン
ト研究

u観光プロ
ジェクト演
習

u観光イン
ターンシッ
プ

■地域プロデュース人材育成に関連するカリキュラム
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４. カリキュラム分析

カリキュラムの分類

地域生活・
文化・風土
系科目

地域産業系
科目

国際科目

専門科目 演習・実習

人文・社会・
教育・環境
科目

経営・ビジネ
ス科目

農学・食・サ
イエンス科
目

芸術・デザ
イン・表現・
情報・工学
科目

都市計画・
まちづくり・
行政

DMO 地域系 国際系

食系
u和食文化
論

u 6次産業
化論

u ローカル
フードシス
テム論

u淡路島牧
場見学

u海外食文
化論

u アジア食
文化事情

u国際食文
化概論

u食品流通
学

u食品経済
学

u食品マー
ケティング
論

u調理科学
u食品開発
論

u食品加工
学

u食品企業
経営戦略
演習

u食品マー
ケティング
演習

u品質保証
システム
論演習

u海外食文
化研修

デザイン・コ
ンテンツ系

u伝統文化
演習

u国際コミュ
ニケーショ
ン

u欧州から
見る、日本
のデザイン

u社会調査
法

u社会調査
と地域

u デザイン産
業事情

u コンテンツ
知的財産
論

u ビジネス財
務

u まちづくり
デザイン

u プロダクト
デザイン特
論

u プロダクト
デザインメ
ソッド特論

u まちづくり
特論

u都市計画
u建設設計
基礎

u地域プロ
ジェクト演
習

u フィールド
デザイン演
習

u地域ブラン
ディング演
習

u コミュニ
ティデザイ
ン演習

u フランスの
ジャパンエ
キスポ出
展

その他
（短期・海
外）

u人に会い
に行く旅を
しよう

u しまなみサ
イクリング

u伝統産業
のこれから
に旅をしよ
う

u地域の活
かし方学

u せとうちワ
イン学

u食品シス
テムと世界
の法律

u スタディツ
アー
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Ø 現在、地域プロデュース人材の育成として実施されているカリキュラムの教育内容を以下の通り要約した。

４. カリキュラム分析
■カリキュラム分析から得られる教育的要素

カリキュラムの分類

地域生活・文
化・風土系科

目
地域産業系

科目 国際科目
専門科目 演習・実習

人文・社会・
教育・環境科

目
経営・ビジネ

ス科目
農学・食・サイ
エンス科目

芸術・デザイ
ン・表現・情

報・工学科目
都市計画・ま
ちづくり・行政 DMO 地域系 国際系

・地域の自然、
歴史、文化、
食などに対する
深い理解を得
るために、知
識・経験を習
得する

・地域内外の
農林水産業、
6次産業、観
光業、他の産
業について学び、
産業の特徴、
課題などの知
識を習得する

・海外の食文
化、商習慣、
流通・販売事
情等を学ぶ
・国際的なデザ
インの視点を学
ぶ
・外国語、プレ
ゼンテーションな
どコミュニケー
ション・情報発
信能力の習得

・社会調査手
法、フィールド
調査等の手法
について学ぶ
・地域社会、自
然等について学
ぶ
・地域での協働
手法（リーダー
シップ、ワーク
ショップ、プレゼ
ンテーション
等）について学
ぶ

・マーケティング、
流通、経済、
経営、起業等
ノウハウを習得
する
・ブランディング、
付加価値の付
け方、伝え方を
学ぶ
・デジタルマーケ
ティング・広告
手法を学ぶ
・アカウンティン
グ・資金調達
手法について学
ぶ
・組織経営、組
織運営等につ
いて学ぶ

・農業生産、農
業経営、販路
等について学ぶ
・生産、加工・
製造、流通等
について学ぶ
・食文化につい
て学ぶ

・地域デザイン
について学ぶ
・プロダクトデザ
インについて学
ぶ
・デザイナー等と
の協働について
学ぶ

・地域計画、都
市計画、建設
等について学ぶ
・地域運営、地
域デザインにつ
いて学ぶ
・自治体行政、
まちづくりや法
制度・資金調
達方法等につ
いて学ぶ
・様々な事例を
学ぶ

・観光地のマー
ケティングやマネ
ジメントについて
学ぶ
・インバウンド観
光客（特性、
プロモーション、
食文化等）に
ついて学ぶ
・DMO組織の
経営について学
ぶ

・地域資源の
活用、地域課
題の解決等に
おいて、地域内
外の協力者を
得て、商品・
サービス等をプ
ロデュースする
・プロジェクトの
企画・運営・実
施を全て担う
・地域企業イン
ターンシップ等に
より、製造、流
通、販売等の
現場の状況を
把握する

・海外における
展示会、見本
市等への出展
などの体験・経
験
・海外企業にお
けるインターン
シップなどの体
験・経験
・国際コミュニ
ケーション能力
の習得
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５. クールジャパン地域プロデューサーに必要と考えられる能力

Ø カリキュラムの調査内容や、有識者からの助言も踏まえ、クールジャパン地域プロデュース人材の育成プログラムにより、養成すべき
能力は以下のように考えられる。

地域の魅力の発見・創出力

プロデュース力・デザイン力

協働力

海外マーケティング・展開力

実行力

クールジャパン
地域プロデュース人材

地域の文化・歴史・生活・食等に対する深い理解や、
幅広い経験と教養・事例などの知識に裏付けられた目利き力 等

地域の魅力を活かした商品・サービス開発を行う力や
それを表現し国内外の消費者に受け入れられるデザイン力 等

地域産業、自治体、NPO、住民等の地域の様々な主体や、
地域外の外国人・企業・デザイナーとも協働で事業を作り上げる力 等

海外の文化や商習慣への理解に基づく“マーケティング”や
“伝え方”で、デジタルマーケティングや展示会等の機会を
利用して地域ストーリーを伝える力 等

困難があっても立ち向かう実行力と継続力
資金調達、会計、法務知識等も含めた実務能力 等
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６. クールジャパン地域プロデュース人材育成に有用と考えられるカリキュラム構成要素

①地域の魅力の発見・創出力に関連すると考えられる授業・プログラム・プロジェクト等

スタートアップゼミ
（信州大学 ローカル・イノベーター養成コース）

京都観光・文化論
（京都大学経営管理大学院観光経営科学コース）

せとうちワイン学
（尾道自由大学）

尾道でブドウ生産からワインづくりを行っ
ている生産者を講師として、尾道をはじ
めとする日本各地のワインについて学
ぶ。基礎知識の習得から、テイスティン
グ、フィールドでのぶどうの剪定作業、ワ
イン紹介プレゼンテーション、ブラインド・
テイスティングなどを通じて日本産ワイ
ンの魅力に対する知見を深める。（全５
回）

写真出典）各機関WEBサイト

現代の京都の観光地としての魅力や誘
因を、長い歴史の脈絡において、かつ
幅広い文化の深みのなかで理解する
ため、京都観光に関わる各界の有識者
を招いて、観光の文化・歴史を考える。

（講義例）
• 京都観光を知る－データで見る京
都観光の現在－

• 国際化する京都観光－欧米とアジ
ア、異なる観光のまなざし－

• 京都の寺院の観光と文化と経営
• 旅館経営の哲学と科学
• 京の春夏秋冬 ～その心としきたり

地域産業の様々な現場を訪問し、地
域の問題の現場を自らの目で確認し、
当事者から生の声を聞き、対話やク
ループワークを通してアクション・リサー
チの基本的な流れを体得する。
また、地元の市長や日本を代表するよ
うな企業の社長、地域で活躍する方を
招聘した講義を行う。

以下の授業科目等にて関連すると考えられる能力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力

Ø 教育機関等におけるカリキュラムを構成する授業科目・プログラム・プロジェクト等の中から、クールジャパン地域プロデュース人材の各
種能力の育成につながり、他機関においても参考となると考えられる構成要素を以下に例示した。
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６. クールジャパン地域プロデュース人材育成に有用と考えられるカリキュラム構成要素

②プロデュース力・デザイン力に関連すると考えられる授業・プログラム・プロジェクト等

事業企画プロジェクト実習
（高知大学 地域協働学部）

地域資源の商品化に向けた事業計画
づくりのプロジェクトを行う。地域課題の解
決に向けた「商品・サービス・事業等」を
具体化するための事業計画等の立案を
行い、実習先と協働して「商品・サービ
ス・事業等」を生み出す。商品開発力、
事業計画力を身に付ける。

（主題）
• 商品（事業）開発及び事業計画の
立案に必要な情報収集

• 商品（事業）開発の構想
• 商品（事業）開発のための事業計画
の立案

• 商品（事業）開発に必要となるス
テークスホルダーとの関係性の形成

プロダクトデザインメソッド特論
（九州大学大学院デザインストラテジー専攻）

プロダクトデザイナーには、対象物に対
して幅広い視野から意見を持ち、総合
的な判断力を持つことが期待される。
デザインとそのアイデア及びコンセプトに
おける関係性について知り、デザインを
行なうためのコンセプト形成あるいはデ
ザイン制作後のコンセプト形成などの方
法を理解する。実際のデザイン及び企
画・プレゼンテーション・論理化など実
際のデザイン課題を通して、一般化と
なりうるデザイン手法の形成とその習得
をめざす。

生命産業デザイン論
（新潟薬科大学生命産業創造学科）

同じ商品でも、デザインの違いにより販
売状況が異なる現状を示し、デザインの
必要性と効果的なデザインについて学
び、市場においてデザインの力を積極的
に活用するプロデュース力を身につける
方法を解説する。
特に、デザイナーと連携して商品特性に
向いたデザインを提案する能力を身につ
ける学習を行う。

（講義例）
・意匠デザイン
・日本的デザイン
・イノベーションのためのデザインプロセス
・コミュニケーションデザイン
・デザインとIT

以下の授業科目等にて関連すると考えられる能力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
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６. クールジャパン地域プロデュース人材育成に有用と考えられるカリキュラム構成要素

③協働力に関連すると考えられる授業・プログラム・プロジェクト等

写真出典）各機関WEBサイト

お歳暮プロジェクト
（宮城大学食産業学部フードビジネス学科）

仙台の百貨店株式会社藤崎、水産加
工業の株式会社三陸オーシャンと共同
し、食産業学部フードビジネス学科の学
生がお歳暮プロジェクトとして商品開発
に着手し「三陸ほや物語」を完成させた。
ホヤの消費拡大につなげるため、学
生がネーミングや包装デザインを考案
し、試食販売会を行った。

教えるプロジェクト実習
（高知大学地域協働学科）

地域の課題探究、地域への理解促進、
地域協働企画立案、事業計画作成、
事業の実施など、様々な実習を実施し
た後に、地域関係者と共に評価・改善
策を検討する実習を行う。

（内容）
• 個人ベースの事業評価案を基に
チームとしての事業評価案を作成

• 事業評価案の改善案を検討する
ワークショップの実施計画を立案

• 個人の案を基にチームとしての実
施計画案を策定し、実習先関係者
と協働して最終計画を決定

• 当該計画に基づきワークショップを
開催、運営し、合意形成によって
関係者間で事業改善案を策定

デザインストラテジープロジェクト
（九州大学大学院デザインストラテジー専攻）

各自研究テーマを中心として研究内容
及び目標・プロセスを設定する。
九州大学では様々なプロジェクト型の
授業を用意しており、自治体や企業等
と連携したプロジェクト実績も多い。

（例）
• スタイルノート釜山・福岡（市民の
「スタイル」を紹介するガイドブックを
企画・制作）

• イグサ商品ブランドデザインプロジェ
クト

• 福岡・大橋をデザインする－集まり
住むかたち“都市の魅力創出”プロ
ジェクト

以下の授業科目等にて関連すると考えられる能力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
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④海外マーケティング・展開力に関連すると考えられる授業・プログラム・プロジェクト等

国際ビジネス展開論
（高知大学地域協働学部）

国際食文化概論
（中村学園大学フード・マネジメント学科）

国際観光事業特論
（近畿大学・JTB総合研究所）

グローバル市場と観光産業の経営、日
本の宿泊施設において、訪日外国人
旅行者への対応に必要な要素は何か
を理解する。新たな宿泊業態（民泊や
農家民宿）のインバウンド活用について
考える。

（講義例）
• Customer Markets for
Hospitality & Tourism Industries

• Developing the Hospitality &
Tourism Marketing Mix

• Promoting Products; Sales
Promotion

• Direct & Online Marketing
• Destination Marketing
• International Marketing

食文化の地域的比較検討を通して各
国や地域における「食」の特性を学ぶ。
社会学、地理学、経済学、栄養学、食
品学、人類学、歴史学といった異なる
様々な領域からの視点を合わせて学
習する。

（講義例）
• 世界の主食の類型
• 宗教と食事：イスラム教・ヒンズー
教・仏教の食に関する戒律、宗教
戒律以外の食の禁忌、国内で拡大
するハラル食の需要

• 美術面・文学から見る食文化
• 社会学から見る食文化：共食文化
の対岸（孤食・個食）、「おひとりさ
ま」ビジネス拡大の社会背景（韓
国）

中小企業等が輸出事業を展開する場
合の商品戦略、市場戦略、輸出の流
通・販売戦略等に関する講義・グルー
プディスカッション等を行う。また、高知
県の中小企業で輸出あるいは海外生
産を行っている企業の実例を取り上げ、
その特徴、課題、課題の解決策、将来
展望などについて議論する。

（講義で取り上げるテーマ例）
• 「国際適用性」・・自社製品の国際
競争力が最も効果的に発揮できる
市場はどこか

• 「国際適応性」・・自社製品を市場
特性に対してどのように変更したら
その市場における競争力が最も強
化されるのか

以下の授業科目等にて関連すると考えられる能力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
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⑤実行力に関連すると考えられる授業・プログラム・プロジェクト等

自主財源確保の手法等
（事業構想大学院大学）

地方創生に関する施策の紹介
（内閣府地方創生カレッジ）

地方創生をめぐる状況とその理念、現
在の地方創生に向けた取組状況と関
連する施策を紹介する。
地方創生に関する施策の紹介では、以
下の施策の概要と具体的な活用事例
を説明する。

（施策）
• 地域未来投資促進法
• プロフェッショナル人材事業
• 地方拠点強化税制
• 地方創生推進交付金
• 生涯活躍のまち（日本版CCRC）
• 企業版ふるさと納税
• 働き方改革

自主財源を確保するため、海外の先進
的なDMOが実施している取組事例をご
紹介し、それらの事例をヒントに、自分
の地域に最適な財源確保の手法を見
つけ、それを実現するために必要な要
素を整理する。
また、マーケティングの専門家をゲスト
講師として招き実施するマーケティング
基礎講座や、実践的なワークショップを
通してマーケティング手法を学び、自分
の地域に必要なマーケティングプランを
作成する講座や、データを用い、明確
化された課題に対し理想の状態を描き、
そのギャップを埋めるためにどのような
手段が必要になるかを整理する事業
計画作成講座などがある。

リアルワークプロジェクト
（京都造形芸術大学）

アート・デザイン分野の様々な仕事依
頼を請け、プロジェクトが発足される。学
生は学科・コースの壁を超えて、実社
会にある課題に取り組む。たとえば、京
都市東山区と連携し、地域の伝統工芸
にたずさわる職人の実態を調査、新し
い商品提案やイベント企画などを実施
する「手しごと職人のまち東山活性化プ
ロジェクト」を10年に渡って実施している。

写真出典）各機関提供資料

以下の授業科目等にて関連すると考えられる能力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
地域の魅
力の発見・
創出力

プロデュー
ス力・デザ
イン力

協働力
海外マー
ケティン
グ・展開力

実行力
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第１章 調査の目的 
 
産業構造の転換や生産年齢人口の減少等、経済社会の状況が変化する中、クー

ルジャパン関連産業が今後も発展し、我が国の経済成長を支えていくためには、

必要な人材像を明確化した上で、その育成・獲得に向けて包括的・整合的に検討

することが必要である。こうした背景から、平成29年2月に、「クールジャパン人

材育成検討会」が設置され、クールジャパン関連産業の発展に必要な人材を①プ

ロデュース人材、②高度経営人材、③高度デザイン人材、④専門人材、⑤外国人

材、⑥地域プロデュース人材の6つに分類した。平成29年5月に発表された「クー

ルジャパン人材育成検討会第１次とりまとめ」において、⑥地域プロデュース人

材については、「教育機関等における地域プロデュース人材育成に資するモデル

プログラムの確立を検討する（内閣府知的財産事務局）」とされたことを踏ま

え、本調査では、国内外の大学等で実施されているクールジャパン資源を活用し

た地域活性化に資する人材育成カリキュラム等の内容についての調査を行うとと

もに、地域プロデュース人材育成につながるカリキュラム要素の検討を行った。  

地域プロデュース人材の育成については、地域における実践的な実習を豊富に

盛り込んだ教育機関のカリキュラムや、地域プランニングを学ぶ民間の取組など

が始まっているが、このような事例を調査し、地域プロデュース人材に必要と考

えられる能力を養うために有効と考えられるカリキュラムの要素を抽出すること

が本調査の目的である。 

 

 ※地域プロデュース人材…地域のクールジャパン資源を発掘し、それを集積・

編集して新たな価値を付与（キュレーション）することを通じ、海外で受け入れ

られるような「商品」になるようプロデュースできる人材。本報告書では、単に

地域内の産業発展を担う人材ではなく、クールジャパン関連産業の発展に寄与す

る人材を「地域プロデュース人材」と表記した。 
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第２章 調査概要  
現時点における関連資料を体系的に把握し、地域プロデュース人材の育成に資するカリ

キュラム等の先進事例を調査し、地域プロデュース人材育成のために参考になると考えら

れるカリキュラム要素を抽出した。  

 

ア．調査方法  

（Ａ）既存文献調査  

公表資料を元に、国内外の高等教育機関や業界団体等が実施する地域プロデュース人材

育成の先進的なカリキュラム等について公表情報を中心に情報収集し、整理した。  

調査対象大学・団体等一覧 

分野 カリキュラム提供者 学部・コース等 

地方創生 

内閣府 地方創生カレッジ 

高知大学 地域協働学部 

愛媛大学 社会共創学部 

信州大学 ローカル・イノベーター養成コース 

新潟薬科大学 生命創造産業学科 

観光 

近畿大学 - 

金沢大学 
地域創造学類  

観光学・文化継承コース 

北海道大学大学院 
国際広報メディア・観光学院  

観光創造専攻 

京都大学経営管理大学院  観光経営科学コース 

食 

中村学園大学 フード・マネジメント学科 

宮城大学 食産業学群 

吉備国際大学 農学部 

デザイン・コンテン

ツ 

佐賀大学 芸術地域デザイン学部 

九州大学 

大学院芸術工学科  

デザインストラテジー専攻 

/九州大学未来デザイン学センター 

宇都宮大学 地域デザイン科学部 

京都造形芸術大学 芸術学部  

情報科学芸術大学院大学 産業文化研究センター 

社会人向け実践型 事業構想大学院大学 - 

学校法人以外 シブヤ大学 - 
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尾道自由大学 - 

海外 

イタリア食科学大学 - 

ミネルバ大学 - 

エストニア政府 - 

 

（Ｂ）現地ヒアリング調査  

高等教育機関や業界団体等が取り組んでいる先進的なカリキュラム等についてヒアリン

グ調査を行い、第 3章の整理に反映した。 

 

調査対象大学・団体一覧 

分野 カリキュラム提供者 学部・コース等 

地方創生 
愛媛大学 社会共創学部 

信州大学 ローカル・イノベーター養成コース 

観光 近畿大学 - 

食 宮城大学 食産業学群 

デザイン・コンテン

ツ 

九州大学 

大学院芸術工学科  

デザインストラテジー専攻 

/九州大学未来デザイン学センター 

京都造形芸術大学 芸術学部 学科・コース 

その他 事業構想大学院大学 - 

 

 

イ．調査項目  

各機関のカリキュラム等について、以下の項目の調査を行った。 

① 学校・学科概要  

② カリキュラム概要 

③ カリキュラムの特徴  

 

ウ．参考になると考えられるカリキュラム要素（授業・ゼミ・プログラム等）の

抽出  

調査した内容をもとに、地域プロデュース人材育成のために参考になると考えられるカ

リキュラム構成要素を抽出し、以下の有識者からカリキュラム要素等について意見をいた

だいた。  
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有識者一覧 
氏名 所属 

岩崎 正敏 地域活性化センター 理事 

篠原 靖 
跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 観光デザイン学科 准教授 

内閣府地域プロデューサー 

中嶋 聞多 

一般社団法人 地域活性機構 理事長 

地域活性学会 会長 

信州大学 特任教授 
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第３章 先行事例調査 
主に WEB サイトで公表されている資料を元に、国内外の高等教育機関や業界団体等が実

施する地域プロデュース人材育成の先進的なカリキュラム等について、情報収集し、整理し

た。 
  



6 

 

1. 内閣府 地方創生カレッジ 

e-leaning により地域リーダーを育成 

 
実施主体 内閣府地方創生推進室 

※(公財)日本生産性本部が運営 

学部学科等 - 

所在地 - 

定員 なし 

期間 e-learning のため、講座毎に異なる 

学部設置 2016 年 12 月 

 

1.1. 学校・学科概要 

（1） 実施主体の特徴 

「地方創生カレッジ」は、地方創生の本格的な事業展開に必要な人材を育成・確保

するため、実践的な知識を e ラーニング講座で提供している。 

（2） 実施体制 

「地方創生カレッジ」が、内閣府地方創生推進室の補助事業として公益財団法人日

本生産性本部が運営している。各講座は、現在 3 つの e ラーニングシステム（ドコモ

gacco、ネットラーニング、ビジネス・ブレイクスルー大学）を基に運用を行ってお

り、システムごとに利用できる講座が異なる。 

（3） 活用している予算等 

地方創生カレッジの運営事業を内閣府が予算化し、事業費に充てている。入学金は

必要ないが、講座の受講は基本的に有料である。 一部、受講後のアンケート等に回

答することにより期間限定で無料受講できる場合がある。 

 

1.2. カリキュラム概要 

（1） カリキュラムのねらい・目的 

「地方創生カレッジ」では、地方創生の本格的な事業展開に必要な人材を育成・確

保することを目的としている。地域の総合プロデューサーや各分野別プロデューサー
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（観光・DMO、まちづくり、農業活性化等）、地域コミュニティリーダーの 3 つの

役割・分野に応じた専門性を追求した人材育成にも取り組んでいる。 

（2） カリキュラム実施背景 

現在、各地方公共団体においては地方版総合戦略が策定され、今後より具体的な事

業を本格的に推進する段階に入る。その際、地方公共団体や DMO をはじめとした各

種事業体において、地域の戦略を策定し、戦略を統合・管理する人材、個別事業の経

営に当たる人材、第一線で中核的に活躍する人材など、様々なタイプの人材が必要と

なる。一方、地方公共団体や各種事業体においては、必ずしも、そのような専門人

材、特に高度な専門性を有する地方創生人材が確保できていない状況にあり、地方か

ら地方創生人材確保の支援を求める声があったことから、人材育成に関する支援を内

閣府が実施することとした。 

（3） カリキュラム期間 

講義の内容により期間・構成は異なる。多くの講義はひとつの動画が 10 分～15 分

程度に区切られているが、標準的なもので、1 週間に 60 分学習すると、4 週間程度で

ひとつの講座の学習が終了できる構成となっている。 

（4） カリキュラム構成 

地方創生を担う人材が共通で身に着けるべき基盤知識を提供する講義から、総合プロデ

ューサー・分野別プロデューサー・地域コミュニティーリーダー等の専門性の高い人材育

成のための講義までを提供している。 
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出典）地方創生カレッジポータルサイト（https://chihousousei-college.jp/） 
 

1.3. カリキュラムの特徴 

（1） 地域行政・企業等と連携した実践的教育 

地方創生カレッジの学習効果を高めるため、e-leaning 以外の実地研修や集合研修等の

導入も予定している。 

（2） クールジャパン推進に資する学問的教育 

 
講義名 概要 

地域ビジネスモデル 地方創生の現場で実際におきているビジネスモデル改

革を参考にして、地域経済社会を建設的、発展的な方向

に転換して、地方創生に成功するためのヒントを得る
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ことを目的にしている。具体的なビジネスモデル改革

のパターンを 3 種類、①外の仕事を地域に持ってくる、

②地域を世界に売り出す、③地域中で仕事を作るに分

類し、それぞれ典型的な事例を紹介しながら、ビジネス

モデル設計の理論、ビジネスプラン作成の考え方を学

び、ビジネスモデルを地方創生にどう活かせるかを考

えていく。 

地域産業の開発と運営～

面的スケールアップのケ

ーススタディ～ 

地方創生の実施主体者の視点から、事業戦略の策定そ

の事業化に必要なスキルと意志をあきらかにし、総合

プロデューサーとして必要な数字を見る力、事業創出

後の不確実性への対応方法の習得をサポートする。 

講義に当たり、池田市の町営ワインのケースを例にし

て、マクロの数字から実施主体として意味のあるメッ

セージをどのようにして読み取るのか、それをどのよ

うに経営判断に結びつけるのか、また事業創出後に成

長軌道に乗り切れないときに、どのようにして事業と

して成り立たせるのか統合した考え方を提示する。ま

た、身の回りの事業のタネ、事業主体である地域の企業

の分析、実施主体になった場合の判断のポイントを把

握する。 

観光資源の開発と着地型

商品の造成・販売 

観光資源の発掘と磨き上げの手法の習得と、それを活

かした着地型商品の造成と販売手法についてのノウハ

ウを学習する。「何もない」の発想から、「こんな楽し

みがある」、「地域の宝こそ観光資源」の発想に立って

受講することで、地域資源活用し顧客を獲得するポイ

ントを学ぶ。 

地場産業のブランディン

グ 

ブランディングを通じて地場産業や地域産業の振興に

成功した事例を学ぶことで、地域活性化の方策の知識

を習得する。具体的には、地域におけるブランドの確立

過程を学ぶことで、いかにして地場の産業や農産物か

らブランディングを行うべきかという課題を解決する

ための戦略に関する知識やスキルを学び、その能力を

育成することを目指す。 

地方創生イノベーター講

座～まちづくり仕掛け人

日本全国の地方創生まちづくりで活躍するイノベータ

ーに着目し、その実践事例の分析に基づく解説を通じ
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たちのスタートアップ技

法～ 

て、地域に０から１を生み出すためのスタートアップ

技法を学ぶ。とりわけ、注目度の高いテーマとして、①

オープンイノベーション、②コミュニティデザイン、③

エクスペリエンス、④テクノロジーという４つの切り

口を設定し、それぞれにおいて地域の現場最前線で活

躍するイノベーターたちを取りあげる。結果として、地

方創生イノベーターの最新トレンドを理解した上で、

新しい地域づくりを仕掛けるためのビジネスモデルを

学ぶ。 

地域資源を生かす幸せな

田舎の作り方～小さな経

済の地域力・田舎力～ 

食のテキスト化によるブランド事業、プロモーション、

食のワークショップによる食のレシピ化、食育、食によ

る地域づくりについて学ぶ。 

魅力ある観光地域デザイ

ン 

本講義は、魅力ある(観光)地域づくりとは本来どうある

べきか、中長期的な視点で取り組まれている事例と方

法論を解説する。地方自治体の観光課は目先の数字で

判断される事が多く、長期的な視野で地域を魅力的に

する視点を持つことが難しい。広く文化事業での骨太

な地域づくりをしていくには、従来の観光という枠組

みを超え、自らが積極的に地域に関わり、地域の人材や

外部 NPO などとの協力など従来とは異なるスタイル

が求められる。本講義の議論を通し、これからの地域づ

くりのあり方について考察する。 

伝統野菜などを基軸にし

た地域活性化 

伝統野菜などを基軸にした地域活性化の手法について

学ぶ。伝統野菜の定義や属性から、生産、流通、消費に

いたるバリューチェーン、また自治体の取り組み事例

等を踏まえながら、地域経済に寄与する新しいビジネ

スとしての可能性を学び、実践できることを目指す。 

地域活性化のためのマー

ケティング戦略～WEB マ

ーケティング～ 

地域活性化における WEB マーケティングの展開事例

を取り上げながら、マーケティングの基礎的なフレー

ムワークを学ぶ。具体的には、①顧客ニーズ分析、②顧

客の設定（セグメンテーション、ターゲッティング）、

③提供価値の設定（ポジショニング）、④実現施策の構

築（4P）、⑤顧客の維持・育成（CRM）という５つの

プロセスを習得する。 

地域プロデューサーの地 この講義では地域プロデューサーとして地域貢献でき



11 

 

域への関わり る地方創生人材像を探る。グローカルな活躍ができる

領域や職能を考えることによって、次の時代を切り開

く人材養成を目指す。 

四万十方式・商品開発ノウ

ハウ 

株式会社四万十ドラマの地域の「もの」「こと」をブラ

ンド化する「いなかビジネス」を参考に、地域にある資

源を活かした商品開発や地域づくりによる地域ブラン

ド戦略について学習する。また、地域ブランド戦略を進

めるうえでの、多様な地域や人材との連携・交流の重要

性を学ぶ 

 

（3） 法制度等に関する教育 

 
講義名 概要 

地方創生に関する施策

の紹介 

地方創生をめぐる状況とその理念、現在の地方創生に向け

た取組状況と関連する施策を紹介する。 

地方創生に関する施策の紹介では、①地域未来投資促進

法、②プロフェッショナル人材事業、③地方拠点強化税制、

④地方創生推進交付金、⑤生涯活躍のまち（日本版

CCRC）、⑥企業版ふるさと納税、⑦働き方改革について、

それぞれの施策の概要と具体的な活用事例を説明する。 

まちづくり 地方創生関連法の概観、街づくりの中核的政策であるまち

づくり三法の過去の変遷や現状を学んだ後、まちづくりの

観点からみて地方創生ともっとも関係の深い都市再生特

別措置法、立地適正化計画、エリアマネジメントについて

体系的に学ぶ。次いで、まちづくりの対象とゴール、主体

と持続可能性について考えた後、今後のまちづくりの主流

となると考えられるリノベーションまちづくり、民間主導

の PPP、遊休不動産の活用について考える。 

 

（4） 海外に通じるデザイン・文化理解等の実践的教育 

 
講義名 概要 

祭りを核としたまちづ

くり 

「祭り」の定義や形態、機能などを改めて習得するととも

に、継承されるべき文化資産として、世代間交流の場とし
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て、そして観光振興や経済活性に寄与するコンテンツとし

て、「祭り」 を核としたまちづくりの可能性を学ぶ。 

 

（5） 海外マーケティング・市場開拓等の実践的教育 

 
講義名 概要 

インバウンド市場を拓

くマーケティング  

マーケティングの理論とホスピタリティ・マネジメントの

知識を学ぶ。特にインバウンド市場の分析と観光地の経営

について、国内外の多様な事例の学習を通してホスピタリ

ティ・マネジメント、地域ブランディングや地域の特色を

生かした観光商品開発のさまざまな手法を学びながら、そ

の背後にあるロジックと諸要因を理解することで、受講者

の実践的な能力とスキルを高める。 

 

（6） DMO 人材の育成 

 
講義名 概要 

DMO 特別講座～実践

者による最新事例紹介

～ 

観光地域づくりに長年取り組まれてきた有識者･実践者に

よる特別講座。長年の活動を通じて得られた知見をもと

に、DMO の基本的な役割・機能についての解説から、国

内・海外の DMO の事例、国の施策などについても紹介す

る。 

・由布院の観光まちづくり（生野 敬嗣） 

・雪国観光圏の人材育成（井口 智裕） 

・長野県飯山市における観光の取り組み（木村 宏） 

観光地マーケティング 地域の観光事業者が個別に施策をうつのでは非効率的で

あり、多くのステークホルダーとの調整を進めながら観光

地経営を進めていく観光 DMO が必要となってきた。本講

義では、DMO が担う観光地マーケティングについて観光

地マーケティングの基礎、地域の事例、 

観光集客におけるデジタルマーケティング、RESAS を活

用したマーケティング戦略について解説する。 

DMO 概論 DMO の概論として、DMO 導入の背景、 

諸外国の DMO について、DMO 形成のプロセス、DMO の
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組織・人材・ガバナンスについて解説する。 

DMO の経営と観光地

域の経営 

DMO の経営と観光地域の経営に関連して、CEO/COO が

身につけたい経営の技術、観光地域経営の特徴とスキル、

PDCA サイクルの各段階で求められるスキルについて解

説する。 

国内外の DMO から学

ぶ 

本講座では、国内外の先進事例から、日本版 DMO 普及の

ための重要なファクターについて学ぶ。観光立国ニュージ

ーランドの DMO、オーストラリアの DMO、日本最大規

模のせとうち DMO 、地域ブランディングに取り組む長

良川 DMO、熊野古道を世界に発信する田辺市熊野ツーリ

ズムビューロー等の事例を取り上げる。 

 

【参考文献】 
ü 地方創生カレッジポータルサイト https://chihousousei-college.jp/ 
ü 地方創生カレッジ事業－内閣府地方創生推進事務局ホームページ

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/karejji/  



14 

 

2. 高知大学 地域協働学部 

フィールドワークによる実践的な地域産業リーダー育成     

 
実施主体 国立大学法人 高知大学 

学部学科等 地域協働学部 

所在地 高知県高知市曙町二丁目 5 番 1 号 高知大学 朝倉

キャンパス内 

定員 60 名／年（平成 30 年度） 

期間 4 年制 

学部設置 2015 年 4 月 

 

2.1. 学校・学科概要 

（1） 実施主体の特徴 

高知大学は、少子高齢化や人口減少など、課題先進県としての高知県の状況を踏ま

え、地域力を学生の学びと成長に活かし、学生力を地域の再生と発展に活かす教育研

究を推進する「地域活性化の中核的拠点」として、地域協働学部を 2017 年 4 月に設

置した。 

（2） 実施体制 

地域協働学部では、1 年生から 3 年生の間に高知県内各地をフィールドとした 600
時間を超える実習科目を用意しており、地域の地区や自治会、観光施設、店舗、団体

等が実習パートナーとなって学生の受け入れを行っている。 

（3） 活用している予算等 

① 文部科学省「地（知）の拠点整備事業」 

高知大学では、文部科学省「地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）」にて、

「高知大学インサイド・コミュニティ・システム（KICS： Kochi University Inside 
Community System)化事業」が採択され、平成 25 年から 5 年間事業費を得ている。

KICS では、東西に長い高知県の様々な地域課題に対応し、地域のニーズと大学のシ

ーズをマッチングしていくために、県が 7 地域に設置している産業振興推進地域本部

に大学教員（UBC：高知大学地域コーディネーター）を常駐させる体制をとってい

る。また、県が設置した「高知県地域社会連携推進本部」で県の重要課題について協

議するとともに、高知大学には「国際・地域連携推進機構」を設置し、地域課題を学
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内に共有するとともに、地域志向教育研究経費の活用を行っている。さらに教育組織

改革にも取り組み、地域協働学部の新設を行った。



 

 

 
「高知大学インサイド・コミュニティ・システム（KICS)化事業」 

 

出典）高知大学 COC WEB サイト（http://www.kochi-coc.jp/） 



 

 

 

② 文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」 

高知大学では、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」（COC＋)にて、

「まち・ひと・しごと創生 高知イノベーションシステム（TSi）」が採択され、平

成 27 年から 5 年間事業費を得ている。TSi では、県内の高等教育機関と県、企業な

どが連携して取り組む地方創生事業であり、高等教育機関の県内就職率を向上させる

取り組みと、県内企業の雇用創出力・採用意欲を向上させる取り組みを実施してい

る。具体的には、地域を学ぶプログラムの履修を行い、教育プログラム開発委員会に

よる資格審査を行う「COC+システム認証制度 地方創生推進士」や、産学官連携事

業の支援、起業支援、若手社員の自律化支援、観光人材の育成、食品産業人材育成

（土佐 FBC）などに取り組む。食品産業人材育成（土佐 FBC）では、国家戦略プロ

フェッショナル検定「食の 6 次産業化プロデューサー（LEVEL1～3）への対応や、

JETRO 高知との連携による海外販路開拓支援「土佐 FBC グローカルプログラム」を

実施する。 
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「まち・ひと・しごと創生 高知イノベーションシステム（TSi）」 

 

出典）高知大学 COC+ WEB サイト（http://www.kochi-cocplus.jp/business/） 
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2.2. カリキュラム概要 

（1） カリキュラムのねらい・目的 

地域協働学部では、「地域理解力」、「企画立案力」、「協働実践力」を身に付け

た「地域協働型産業人材」を育成することを狙いとし、①6 次産業化人、②産業の地

域協働リーダー、③行政の地域協働リーダー、④生活・文化の地域協働リーダーとい

う 4 つの地域協働型産業人材を育成することを目指している。 

「地域協働型産業人材」 

 

出典）高知大学 WEB サイト（http://www.kochi-u.ac.jp/rc/about/vision/） 
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（2） カリキュラム実施背景 

卒業後に地域社会の様々な分野において、即戦力として活躍できる人材を送り出す

ことができるよう、県内各地で 600 時間を超えるフィールドワークを基にした実践的

なカリキュラムを策定した。地域（コミュニティ、地元企業、行政、NPO 等組織）

における課題解決の現場を直接体験させ、地域への愛着や誇りを育てる教育を実践

し、地域コミュニティの再生、商店街の活性化、地場産品を生かした商品開発など学

生自らが企画を練り上げ、地域住民と協働しながら、組織・人を動かす力を体得する

ことができるプログラムとなっている。 

（3） カリキュラム期間 

地域協働学部は 4 年制の学部・学科であり、修士課程・博士課程の設置はない。 

（4） カリキュラム構成 

地域協働学部カリキュラム（学科・コース別に科目が異なる） 

  

出典）高知大学 WEB サイト（http://www.kochi-u.ac.jp/rc/curriculum/） 
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2.3. カリキュラムの特徴 

（1） 地域行政・企業等と連携した実践的教育 

地域協働学部では、フィールドワークを重視しており、県内各地と連携した様々な

授業を展開している。 
講義名 概要 

地域協働研究Ⅰ～Ⅲ 

（1 年～3 年） 

（記載なし） 

課題探究実践セミナー 

（1 年） 

高知県の町や村で何が起こっているのか、地域住民が

何を考え、どのように行動しているのかなどを学び、地

域に向き合う作法を身に付ける。 

地域理解実習 

（1 年） 

地域の活動の手伝いやヒアリングを通して、地域の特

性や課題を理解する。 

地域協働企画立案実習 

（2 年） 

地域課題を探し出し、地域資源を活かした企画を作る

実習を行う。 

事業企画プロジェクト実

習（2 年） 

地域資源の商品化に向けた事業計画づくりのプロジェ

クトを行う。商品開発力、事業計画力を身に付ける。 

地域協働マネジメント演

習Ⅰ・Ⅱ 

（記載なし） 

地域協働マネジメント実

習 

事業計画の実施、点検評価を行う。やり抜く力とリーダ

ーシップを育て、協働実践力の基礎を固める。 

教えるプロジェクト実習 実践した事業の結果を地域の人と共に評価して、改善

策を作るワークショップを実施する。ファシリテーシ

ョン力や合意形成力など、地域を巻き込んで活動する

力を育成する。 

 

（2） クールジャパン推進に資する学問的教育 

地域協働学部では、フィールドワークの基礎となる地域協働に関する学問的授業を

数多く展開している。 
年次 講義名 

1 年 地域協働論 

地域組織論 

地域社会学概論 

産業論 
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2 年 組織学習論 

地域計画論 

地域資源管理論 

非営利組織マネジメント論 

経営組織論 

フードビジネス論 

六次産業化論 

地域デザイン論 

地域産業政策論 

農業振興論 

地域福祉論 

生涯学習論 

地域スポーツ振興論 

地域スポーツ社会学 

環境社会学 

コミュニティ振興論 

3 年 社会教育論 

起業・経営実務講座 

実践情報処理 

金融・税務実務講座 

国際ビジネス展開論 

地域産業連関論 

中心市街地活性化論 

食品生化学 

森林経営学 

国際農林水産物市場論 

ソーシャルキャピタル論 

地域防災論 

非営利組織論 
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（3） 法制度等に関する教育 

地域協働学部では、地域の行政に関する理解促進のため、行財政等に関する教育を

行っている。 
年次 講義名 

2 年 行財政論 

3 年 行政実務講座 

 

（4） 海外に通じるデザイン・文化理解等の実践的教育 

地域協働学部では、海外サービスラーニングとして、地域協働学部が協定を結んで

いるイタリア、タイなどの大学において、海外で地域との協働を約 3 週間体験するプ

ログラムを用意している。 
年次 講義名 

3 年 海外特別演習 

外国語特別演習 

 

（5） 海外マーケティング・市場開拓等の実践的教育 

COC+で実施される土佐 FBC グローカルプログラムでは、土佐 FBC 修了生所属企

業及び学生が、食品における海外ビジネスを外国で実際に体験する研修プログラムを

用意している。JETRO 高知の専門家や土佐 FBC 教員とともに海外の展示会に出展す

ることにより、海外販路開拓についてのノウハウを得られる。特に学生にとっては出

展に向けた協議から同席し、自ら考えることを促されることで高度な職場体験になる

ことに加え、海外の嗜好等の視点も養うことができる。 
土佐 FBC グローカルプログラム 

 
出典）高知大学 COC+ WEB サイト（http://www.kochi-cocplus.jp） 
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（6） DMO 人材の育成 

COC+で実施される「観光人材育成事業」では、「こうち観光カレッジ」を開催

し、合計 10 回 34 時間にわたる講義から構成されるカリキュラムと、実習の場を用意

しており、DMO について学ぶ機会も提供している。 
 

【参考文献】 
ü 高知大学地域協働学部 WEB サイト http://www.kochi-u.ac.jp/rc/ 

ü 高知大学 COC WEB サイト http://www.kochi-coc.jp/ 

ü 高知大学 COC+ WEB サイト http://www.kochi-cocplus.jp/ 
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3. 愛媛大学 社会共創学部 

地域産業（漁業・製紙業等）と連携した人材育成 

 
実施主体 国立大学法人 愛媛大学 

学部学科等 社会共創学部 

所在地 愛媛県松山市文京町 3 

定員 180 名／年（平成 30 年度） 

期間 4 年制 

学部設置 2016 年 4 月 

 

3.1. 学校・学科概要 

（1） 実施主体の特徴 

愛媛大学は、文系・理系をあわせもつ総合大学であり、社会共創学部は 2016 年 4
月に文系理系の幅広い専門領域を統合した、地域創生の核となる文理融合学部として

設置された。社会共創学部では、地域社会の持続可能な発展のために、地域の人達と

協働しながら課題解決策を企画・立案することができ、地域社会を価値創造へと導く

力を備えた人材を育成することを目指している。 
社会共創学部 

学科 コース 

産業マネジメント学科 ・産業マネジメントコース 

・事業創造コース 

産業イノベーション学科 ・海洋生産科学コース 

・紙産業コース 

・ものづくりコース 

環境デザイン学科 ・環境サステナビリティコース 

・地域デザイン・防災コース 

地域資源マネジメント学科 ・農山漁村マネジメントコース 

・文化資源マネジメントコース 

・スポーツ健康マネジメントコース 
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（2） 実施体制 

社会共創学部では、地域ステークホルダーの声を学部運営に活かすため、過半数が

地域ステークホルダーの代表者から構成される「社会共創カウンシル」を設置し、教

育研究上の重要事項を審議している。 

 

出典）愛媛大学 WEB サイト（https://www.cri.ehime-u.ac.jp/about/staff_area/） 

（3） 活用している予算等 

伊予銀行・愛媛銀行からの寄附講座を設置している。 
 

3.2. カリキュラム概要 

（1） カリキュラムのねらい・目的 

社会共創学部では、「トランスディシプリナリー教育」を実施すると掲げている。

「トランスディシプリナリー教育」とは、既存の学問分野を最大限活用するととも

に、学生とステークホルダーが「課題解決思考力」と「サーバントリーダーシップ

（仲間やステークホルダーを自らが支えることで、双方の信頼関係を強固にして協働

する能力）」を活用することによって、知の統合を図ることとしている。 

（2） カリキュラム実施背景 

地域社会では、産業振興・事業創造の欠如、地場産業の衰退化、イノベーションの

不足、都市集落機能の衰退化、自然災害の多発、農山漁村の過疎化、地域コミュニテ

ィの喪失など行政だけでの課題解決は難しく、地域に住む人々との協働による課題解

決が求められているため、文系理系の幅広い専門領域を身に付け、地域に生まれ育っ
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た人材を地域のリーダーとして地域に帰し、地域を活性化させることを目的として学

部を設置し、カリキュラムを策定した。 

（3） カリキュラム期間 

社会共創学部は 4 年制の学部・学科であり、修士課程・博士課程の設置はない。 
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（4） カリキュラム構成 

社会共創学部カリキュラム（学科・コース別に科目が異なる） 

 
出典）愛媛大学 WEB サイト（https://www.cri.ehime-u.ac.jp/education/curriculum/） 
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3.3. カリキュラムの特徴 

（1） 地域行政・企業等と連携した実践的教育 

社会共創学部では、フィールドワークやインターンシップを重視しており、様々な

授業を展開している。 
講義名 概要 

フィールドワーク入門 地域社会の課題解決に向けた調査の在り方を学ぶ。 

フィールド基礎実習 「産業」「自然環境」「文化・歴史」「観光・スポーツ」

という幅広い領域についてのフィールドワークを行

う。 

フィールド実習 地域のステークホルダーの方々とのディスカッション

やフィールド調査をチームで行う。 

プロジェクト基礎演習 社会共創に必要な様々な専門分野を活用しながら、地

域のステークホルダーと共に地域の課題・可能性につ

いて考える。 

プロジェクト実践演習 

／プロジェクト応用演習 

地域のステークホルダーと共にプロジェクトを進める

実践力を身に付ける。 

インターンシップ入門 地域の企業や NPO 法人などを実習先とし、２日間にわ

たって、経営者層から従業員まで幅広い就労者にイン

タビューを行うとともに、職場に入り、ジョブシャドウ

イングを通して業務を体験する。 

※インターンシップ実践・応用もある。 

農山村コミュニティ活動

実践 

／農山村資源管理実践 

自然資源や農林水産資源の利用、暮らしや生業に根ざ

す技と知恵の掘り起こし、近代化の見直しと地域社会

の再評価、都市と農山漁村の交流、地域資源を活用した

起業について学ぶ。（地域資源マネジメント学科農山漁

村マネジメントコースのみ） 

農林漁家実習 

／農山漁村団体実習 

／農山漁村法人実習 

／農山漁村自治体実習 

／農山漁村社会学 

／農山村の国際比較 

現場対応力を学ぶ。（地域資源マネジメント学科農山漁

村マネジメントコースのみ） 
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（2） クールジャパン推進に資する学問的教育 

社会共創学部では、愛媛県内の地域を題材にしながら、より豊かな暮らしを実現し

ていくための学問的授業を各学科別に展開している。 
講義名 概要 

地域産業概論 地域企業からのゲスト講師を交えながら、地域の産業特性

について学ぶ。（産業イノベーション学科のみ） 

地域資源融合論 地域資源の新しい活用方法と、複数の資源を融合させた 

地域事業・イベントの事例、課題解決の手法について学ぶ。

（地域資源マネジメント学科のみ） 

地域デザイン論 地域のために、地域（の人々）によって、地域の問題を解

決し、より豊かな暮らしを実現していく営みを学ぶ。 

（環境デザイン学科のみ） 

地域マネジメント論 愛媛県内外の地域の取り組みを題材に、ディスカッショ

ン・グループワークにより農村における地域主体（担い手）

の新たな動きを学ぶ。（地域資源マネジメント学科のみ） 

（3） 海外マーケティング・市場開拓等の実践的教育 

海外事情についての教育の場として、海外フィールド実習等が用意されている。 
講義名 概要 

海外フィールド実習 夏季および春季休業中に実施される学部の選択科目。 

本科目は、インドネシア・ネパール等のアジア諸国におけ

る１週間から２週間のフィールドワークを中心に、事前の

語学研修・文献調査、事後のレポート・プレゼンテーショ

ン作成を行う。 

 
海外インターンシップ 春季休業中に実施される学部の選択科目で、インドネシ

ア・ジャカルタに立地する日系企業での１０日間程度のイ

ンターンシップを中心に、事前の語学研修・文献調査・企

業訪問、事後のレポート・プレゼンテーション作成等を実

施する。 
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SUIJI サービスラーニ

ングプログラム 

SUIJI とは”Six University Initiative Japan Indonesia”

の略称であり、愛媛大学を含む日本とインドネシアの６大

学共同の国際プログラムである。SUIJI の中心となるプロ

グラムは長期の現地サービスラーニング（奉仕学習）であ

り、夏季休業中に四国内７ヶ所、春季休業中にインドネシ

ア４ヶ所で、日本人学生とインドネシア人学生とが共同生

活を送り、地域の暮らしの理解や地域住民との交流を通じ

て、地域課題の発見や解決に取り組みを行う。 

 

【参考文献】 
ü 愛媛大学社会共創学部 WEB サイト https://www.cri.ehime-u.ac.jp/ 
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