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21世紀、食水土資源の世界的危機に立ち向かい、
地球的問題群の解決に寄与できる国際的パイオニアリーダーを育成するための

文理融合型大学院

－平成 29年 4月設置－

Welcome to 
Graduate School of Global Food Resources

国際食資源学院
君とともに世界の未来を拓こう



1いま、何が問題か！

食・水・土資源の世界的危機
２１世紀は、人口爆発に伴い食資源 、水資源、・土地（農地）が不足し、偏在する。遺伝資源や食品にも
汚染が懸念され、流通、廃棄物処理さらには経済格差、貧困など人類の生存が世界的危機を迎える。
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耕地面積の限界と1人当たり耕地面積の減少
資料：1）Statistical Databases (国連食料農業機関)
資料：2）World Population Prospects: The 2000 
資料：2）Revision, 2001年（国連経済社会局人口部）

耕地面積は頭打ち
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資料：http://www.maff.go.jp/j/nousin/keityo/mizu
資料：_sigen/pdf/panf02

遺伝資源・食品の危機土地の危機（沙漠化）

水資源の危機

2014年現在〈65億〉

出典：国連Revision of the World Population Estimates
and Projections 1988)

2050年〈90億〉
人口爆発



2問題解決に必要な大学院

世界的パイオニアリーダーの必要性
これら21世紀の食水土資源の危機を解決するには、広く世界を見渡しながら、地域の問題に取り組むような
パイオニア精神をもったリーダーが必要であり、そのために「グローカル人材」の育成が待望されている。

乾燥・塩害・
砂漠化

廃棄食品

健康と衛生 食品汚染

貧困・経済格差

食の教育

飽食

飢餓

水質汚濁

環境汚染

農地の荒廃

水資源の枯渇

世界に広がる
食水土資源の危機

しかし、
食料・水・土地に関わる科学技術は，
農・工・水産・保健衛生・経済・地理・
教育など様々な専門分野に分散

そこで、
食・水・土にかかわる、一貫した技術体
系の確立と、その成果に基づく人材育
成の場を創造しなければならない！

今こそ求められる
国際食資源学院

21世紀の地球的問題群（食水土資
源の危機）を世界的視野から解決す
る総合技術が必要！



農林水産省、環境省、全農、国際協力機構(JICA)など
国際企業〈日本水産，味の素，キューピー，雪印，三菱
商事，大成建設、サントリー，ヤンマーなど〉

3養成する人材像

世界的規模での問題解決に卓越した
ジェネラリスト的素養を具備する人材

多面的多次元的に問題解決策を提案できる
総合力のあるスペシャリスト的素養を具備する人材

主な進路

主な進路
研究機関〈農林水産省，農業・食品産業技術総合研究機構，
協和発酵研究所，サントリー研究所，ヤンマー研究所など〉
国際機関〈国連,FAO、UNESCO〉、国際稲研究所（IRRI），
国際協力機構(JICA）など〉

修士課程

博士後期課程

地球規模で拡大する食水土資源問題の解決のために，専門家としてまたチームを率いるリーダーシップを発揮
できるような国際人マインドを持った人材を養成する。

修
士
課
程

修士号の授与

博士号の授与

【ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ型学習】
 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習
 事前・事後演習

行 動 力
【文理融合ｶﾘｷｭﾗﾑ】
 総論科目
 テーマ科目

融 合 力
【学外実務者の指導】
 食資源特別講義
 食資源特別演習

組 織 力

【Problem Based 
Learning】

卓越した
問題解決力

【Active Learning】
 食資源学演習
 食資源学研究

基礎的な
問題解決力

博
士
後
期
課
程

英語による教育を実施

博士後期課程については設置構想準備中です。
記載内容は予定であり，変更する場合があります。



4特徴的なカリキュラム編成（修士・博士共通）

世界レベル外国人教員招致
食料、水、土地資源に関わる基礎科学分野と流通・政策・貿易・食文化などの各分野の海外専門家を招致
最先端研究や国際共同研究への参画体験（Problem based Learning(PBL)等のプログラム）

文理融合教育
異なる専門分野の教員による研究指導と，現代の世界情勢・経済，歴史,民俗や思想の理解などマルチエデユケーション
農・工・保健等の「理系」と教育・経済等の「文系」が参画する文理融合教育

ワンダーフォーゲル型学習（フィールドワーク科目）
現場を重視し，国内外各地での中・長期滞在学習を通して実学精神を養成

チュートリアルシステム
インターネットシステムを用いた，国内外で学ぶ学生の進捗管理，安全管理

英語による教育
講義・実習・演習のすべてを英語で教育

技術体系一貫教育
食料生産から環境保全まで一貫した教育により世界で通用する国際交渉力をもったパイオニア人材の育成

社会人−一般学生混合教育
企業や行政等からの幹部候補者の学び直しを受け入れ，多様な学生が切磋琢磨する開かれた大学院専門教育

文理融合の幅広い視点から問題をとらえ解決したい
国内外の現場での実践的な体験型教育を受けたい

パイオニア精神を持って国際社会でも活躍したい
コミュニケーション力,チーム力,行動力を身につけたい

研究だけでなく様々な実務分野にキャリアパスしたい

問題の探索,発見,解決,提言,評価を自力でしたい

入学を期待される学生

こんなことを考えている人にぜひ来てほしい

これまでにない独特のカリキュラム

博士後期課程については設置構想準備中です。
記載内容は予定であり，変更する場合があります。



5多彩な教員団による文理融合教育と
循環型国際社会の実現

• 食資源生産論
• 生物生産技術特論
• 農業の多様性

① 生産基盤の創成

• GMO，食，農業
• 動物生殖工学

② 遺伝資源保存

• 持続的生産特論演習
• バイオエネルギー

③ 生産

• ポストハーベスト技術特論
• ワイン生産学

⑤ 加工・貯蔵

• 経済政策論
• 近代農村政治史

⑦政策

• 分析経済学特論
• 応用計量経済学

⑧流通

• 環境資源特論
• 水･エネルギー･食料連環

⑨ 資源循環

• 食資源環境論
• 環境管理特論演習
• 水土管理特論

④ 環境管理

• 食資源ガバナンス論
• 国際食資源経済学特論

⑥ 配分管理

• 食と健康特論演習
• 食文化論

⑩安全･安心，6次産業

農学研究院 高橋 昌志
北方生物圏フィールド科学センター

山田 敏彦

農学研究院 曾根 輝雄

保健科学研究院 武田 晴治

農学研究院 高須賀太一

工学研究院 船水 尚行

農学研究院 井上 京

地球環境科学研究院 川口 俊一

農学研究院 加藤 知道
農学研究院 内田 義崇

水産科学研究院 松石 隆

メディア･コミュニケーション研究院
鍋島 孝子

経済学研究科 久保田 肇

農学研究院 齋藤 陽子
農学研究院 小林 国之

カリフォルニア大学デービス校
Shota Atsumi

マサチューセッツ大学
アマースト校
Amanda Bayer

ウィスコンシン大学マディソン校
Brian Grant Fox

アイオワ州立大学
Lance H. Baumgard

シドニー大学 Luciano Adrián González
Michael Alan Kertesz
Brian Joseph Jones

西オーストラリア大学 David Pannell

パリ第7大学
Nicolas Delbart

キングサウード大学 Guizani Mokhtar

フランス農学開発国際
協力研究センター

オレゴン州立大学
Susan Capalbo

ストックホルム経済大学 Rickard Sandberg

カセサート大学
Methee Kaewnern

カリフォルニア大学デービス校 Robert Hackman

農学研究院 川村 周三

農学研究院 柏木淳一

農学研究院 中谷 朋昭

教育学研究院 大塚吉則
農学研究院 高牟禮逸郎

パリ第4大学
Jean-Robert  Pitte

(元)在スリランカ日本特命全権大使 粗 信仁

農学研究院 石井一暢

カリフォルニア大学デービス校
Roger Brett Boulton

循環型国際
社会の実現

外国人教員団

日本人教員団

Philippe Karpe



6ワンダーフォーゲル型実習

科目の名称 主な年次 単位数 目的・内容 主な訪問先

ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習Ⅰ １ 必修 １ 先進国における食資源問題の解決や改善に向けた取り
組みを主体的に学習する。 デンマーク

ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習Ⅱ １ 必修 １ 途上国における食資源問題の解決や改善に向けた取り
組みを主体的に学習する。 ミャンマー

ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習Ⅲ ２ 選択
必修 １ 世界各地における様々な食資源問題の解決や改善に向

けた取り組みを主体的に学習する。
複数用意
（オセアニア等）

ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習Ⅳ ２ 選択
必修 １ 日本国内の農業団体・自治体等において，課題を認識

し，解決や改善に向けた取り組みを主体的に学習する。
複数用意
（国内各地）

ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習Ⅴ ２ 選択
必修 ［１］

専門性を深化させ，海外・国内の行政・研究機関・企業
等の学外現場において修士論文研究・特定課題研究の
研究を行う。

複数用意
（海外国内各地)

趣旨

体験の共有

評価

安全管理

 食資源に関わる現実課題と向き合い，国内外の現場を体験
 世界の食資源問題を認識

 自己の課題として取り組むための契機
 主体的・積極的に自身の関心とも関連づけて学習を発展

 「実習」と「事前・事後演習」それぞれについて，以下の統一的な基準に基づき，複数教員による合議で評価

 事前・事後の学習を重視し，教育学習効果を高めるため，実習関連科目として「事前・事後演習」を配置
 学生同士がそれぞれのワンダーフォーゲル経験についてディスカッションすることで，「体験の共有」と「チーム意識の向上」を狙う

 現地の情勢に詳しい受入機関教職員と密接な連絡
 政情不安・伝染病等の情報把握・早期帰国勧奨等

 チュートリアルシステムの活用
 定期的な連絡の義務付け

1. 多様で複雑な食資源の課題を理解し認識したか
2. 実習で学んだ事柄と，自らの関心や研究を関連づけているか

3. それらのことを適切に表現し伝えることかできているか

費用負担  入学金・授業料は，大学の規定に従い個人負担（これまでと同様）
 ワンダーフォーゲル実習Ⅰ・Ⅱは，学院負担の予定，ワンダーフォーゲル実習Ⅲ・Ⅳ･Ⅴは一部個人負担の予定



7

デンマーク
（１週間程度を予定）

スウェーデン

スキャーン

先進国型の食資源問題
 先進国が直面する食資源問題は、環境と調和した持続可能な
農業生産の実現である。

 そのためには、農業者、政府・地方自治体、研究者が三位一体と
なって問題解決に向けて取り組むことが求められる。
研究者：問題の同定と技術的な解決策の提示
政府・地方自治体：試験研究への支援および政策を通じた
技術普及のバックアップ

農業者：環境と調和した農業経営の実施
実習の目的
水環境と酪農・畜産業との調和に着目して、酪農王国デンマークの事
例から、持続可能な農業生産がどのように達成されてきたのか、農業
者・地方自治体・研究者の取り組みについて当事者から直接学び、
先進国型の食資源問題解決に向けた方策を提案できる力を涵養す
ることを目的とする。
実習の特徴
 酪農王国・デンマーク西部のリンケビン・スキャーン市に滞在
 農業者、地方自治体担当者による講義および関連施設の視察
 オーフス大学フォールンキャンパスにおける講義聴講
 同大学サマーユニバーシティとの共同開講のため、世界中からの留
学生とともに学習

フォールン

オーフス

ドイツ

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ（必修科目）
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Pathein

Yangon
Chaungtha

ミャンマー
（２週間程度を予定）

ワンダーフォーゲル実習Ⅱ（必修科目）



9ワンダーフォーゲル実習Ⅴ（選択必修科目）（Ver.アジアの事例）

「知と技」ネットワークアジア（先端研究コンソーシアム）
学生の主体的な学びを促し、また研究成果の社会実装をめざして、 ミャンマー連邦共和国を核とするインドシナ半島を中
心に教育研究コンソーシアムを構築し、躍進するアジア農業を牽引する中枢的リーダーを生み出して、世界農業を牽引する
人材ネットワークを形成する。

大学院生
（留学生・日本人学生）

留学希望学生

現地技術者または行政
担当者(社会人Dr.)

指導教員

北海道大学プラットフォーム

熱帯アジア農業地域
の対象地域選択

↓
技術課題抽出

↓
課題解決のチーム形成

↓
課題解決方法の選択

チーム共同研究・フィールド教育

サテライト
からの参加者

1回以上／年 大学での研修

熱帯アジア新興農業地域における
生産基盤開拓新技術の社会実装

アジア諸国行政官
（各国の行政指導者）

国際的技術者
（国際企業幹部）

アジア諸国大学教員
（学長学部長クラス）

国際機関職員
（国連機関等職員）

先端的研究論文

プラットホームにおける
進捗モニター

（講義＋チーム討論）

修士コー
スワーク

博士コー
スワーク

先端的
農地開拓技術

所定単位の取得
（現地での講義セミナー）

生み出される研究成果

テレビシステム

中枢的人材
ネットワーク
の形成

日本
（北海道大
学）

研究成果の
社会実装 人材育成

社会人博士号

博士論文

博士号 修士号

博士論文 修士論文

平成29年度設置を目指し，修士課程については文部科学省に設置計画書提出中です。
博士後期課程については設置構想準備中です。
なお，全ての記載内容は予定であり，変更する場合があります。



10履修モデル

M2M1

テーマ科目 【6単位】
 環境資源特論
 水土管理特論
 環境解析とﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ特論演習
 国際食資源経済学特論
 比較農村社会学特論演習
 食資源統計学特論演習

選択科目【2単位】
 国際理解
 食資源特別講義

演習・研究科目【2単位】
 食資源学演習Ⅰ

演習・研究科目【6単位】
 食資源学演習Ⅱ
 食資源学研究Ⅰ

総論科目 【9単位】
 食資源学総論
 食資源生産論
 食資源環境論
 食資源ガバナンス論
 食資源倫理論

ワンダーフォーゲル実習Ⅱ
ﾐｬﾝﾏｰ・ﾊﾟﾃｲﾝ大 ２週間
発展途上国での食料生産・
土地管理・水資源管理と人
間開発

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ
ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｵｰﾌｽ大 １週間
先進国型農業における酪
農・畜産と物質循環・環境
管理の取組み

修士論文
「地域開発における水資
源管理の意義と役割，
課題に関する研究」

食資源の現場を出
来るだけ幅広く知る
ため，広範なテーマ
で科目を選択する。

フィールドワーク
【4単位】

 ワンダーフォーゲル実習Ⅰ・Ⅱ
 事前・事後演習Ⅰ・Ⅱ

修了要件(以下を含み33単位)
• 必修 21単位
• 選必 8単位

必修
選択必修
選択

博士後期課程へ進学

ワンダーフォーゲル実習Ⅴ
国際農林水産業研究センター
JIRCAS 1ヶ月
アジアにおける河川デルタ地帯の地域
開発を促進するための水管理問題

フィールドワーク 【2単位】
 ワンダーフォーゲル実習Ⅲ
 事前・事後演習Ⅲ

フィールドワーク 【1単位】

 ワンダーフォーゲル実習Ⅴ

自分の課題に取り
組む契機とする。

選択科目【1単位】
 食資源特別演習

国際社会で必要と
なるコミュニケーション
スキルを向上させる。

食資源にまつわる幅
広い課題を認識する。

ワンダーフォーゲル実習Ⅲ
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ大学 １週間
先進国型農業における水利用管
理のあり方と気候変動に対する対
応策

博士後期課程については設置構想準備中です。
記載内容は予定であり，変更する場合があります。
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設置年度： H29.4.1 H31.4.1
入学定員： 15 人 9 人

授与する学位： 修士（食資源学） 博士（食資源学）

修了要件：

 ２年以上の在学
 必修科目 21単位以上，選択必修科目 8単位以上
（テーマ科目：6単位，フィールドワーク科目2単位）を含め33
単位以上の修得
 修士論文又は特定課題の研究成果の審査及び試験に合格

 ３年以上の在学
 必修科目を含め15単位以上の修得
 博士論文の審査及び試験に合格

修士課程 博士後期課程

修士論文による修了 特定課題研究による修了
特徴

 国際食資源学院に関わる特定の研究的課題に関して、調
査、実験、試験研究を行い、その結果と成果を修士論文と
してまとめる。

特徴

 国際食資源学院に関わる特定の現実的課題に関して、ワン
ダーフォーゲル実習や演習を踏まえてフィールドワークやケーススタ
ディーを行い、課題の分析と評価、解決法の研究、解決法の
立案提言に取り組み、その成果を研究報告としてまとめる。

メリット
 食資源に関する幅広い知識と経験を持つと同時に、専

門的な学術研究を行うための基礎力を身につけること

ができる。

 国際学会での発表など、プレゼンテーションのスキルを

ブラッシュアップできる。

メリット
 現実的課題の解決のために必要な能力を磨き、実社会で

求められるジェネラリストになるための基礎力を身につける

ことができる。

 ワンダーフォーゲル実習に時間を注ぎ込み、その取組みを

深めることができる。

博士後期課程については設置構想準備中です。
記載内容は予定であり，変更する場合があります。
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３．入試日程（予定）
前期日程

９月中旬 募集要項公表

10月中旬 願書提出締切

11月26日 1日目：小論文試験

11月27日 2日目：口頭試問

12月上旬 合格発表

後期試験※

12月中旬 募集要項公表

1月中旬 願書提出締切

2月4日 1日目：小論文試験

2月5日 2日目：口頭試問

3月上旬 合格発表

※前期試験の合格者が定員に達した場合、後期試験は実施しない可能性がある。

平成29年度 国際食資源学院 修士課程 入学試験（一般選抜）

１．募集人数：15名

２．試験科目
・ 小論文試験…事前に募集要項で提示するテーマに関する課題を出題する。（日本語又は英語）
・ 口頭試問…学修・研究計画、修了後の進路に関するプレゼンテーションと試問を課す。（英語）
※英語能力の審査のため、願書提出時に「TOEFL又はTOEICの公式認定証」の提出が必要。
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３．試験方法（予定）
予備審査後，スカイプ等を用いた面談とメールインタビュー

※渡日せずに受験が可能

平成29年度 国際食資源学院 修士課程 入学試験（外国人特別選抜）

１．対象者：日本国以外の国籍を持つ者

４．入試日程（予定）

外国人特別選抜

9月中旬 募集要項公表

9月下旬 予備審査書類提出締切

10月初旬 予備審査結果発表

10月中旬 出願（検定料の納付）

10月下旬～11月下旬 試験

12月上旬 合格発表

２．募集人数：若干名
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