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はじめに

茨城大学農学部は平成29年に3学科体制から
「食生命科学科」と「地域総合農学科」からな
る2学科4コース制へと改組しました。この改
組では、食生命科学科に「国際食産業科学コー
ス」を設置し、1学期間の海外留学を必修とす
るカリキュラムを通じ、食品関連分野でグロー
バルに活躍できる人材を育成することを目指し
ています。

今回は、改組に至った経緯から現在建築中の
フードイノベーション棟を活用した教育までを
紹介させていただきます。



改組の背景
‐初年次からの食のリスク管理教育プログラム‐

「大学教育推進プログラム（H21)」

• 「農場から食卓までの食の安全管
理」を体系的におこなう教育プログ
ラムを農学部の教育課程の中に実現
し、食の安全にかかわるすべての分
野についての知識基盤をもち指導的
役割を果たせる「食のファシリテー
タ」の養成を行なう。



改組の背景
‐食と健康に関する取り組み 茨城大学農医連携事業－



全国第２位の農業産出額
を誇る「茨城」の利点を
活かした、農産品のブラ
ンド化、国際化と地域活
性化

 茨城県産品のブランド化・高付加価値化
 農産物輸出
 ６次産業化と農商工連携
 女性や若手を含む担い手の育成

茨城県からの要請

 TPPの大筋合意に伴う農業の強化
 食産業の海外展開
 農林水産物の輸出促進

農業の質的転換

「食品製造と流通の関係を理解し、
国際的な視点による食品の高度化
や安全確保に携わる技術者」

「農業と経営あるいは農業と地域
づくりを総合的に学び、農業を核
とした新産業創出や地域コミュニ
ティ再生に貢献する専門人材」

改組の背景‐地域からの要請－



 輸出入の実務に当たる英語力の強化
 HACCPなど食品安全に関する国際標準の理解

農産品の輸出企業からの要請

 コミュニケーション能力や課題発見・解決力、独創力の涵養
 農産物の流通などの社会科学の知識の強化
 海外企業とコミュニケーションを図る語学力
 被災地の復興に意欲的な職業人

企業からの要請

改組の背景‐地域からの要請－



茨城大学農学部ディプロマポリシー

国際的な視点による食料・食品の高度化及び農業を核とした新産業創出に主体的か
つ意欲的に取り組み、地域の農業と地域コミュニティの活性化を支える実務型農学
系人材を育成することである。

世界の俯瞰的理解：多様な文化と価値観を持って、グローバル社会における農業・
食料問題を包括的に理解している。

専門分野の学力：総合科学としての農学分野の専門知識と技術を修得している。

課題解決力･コミュニケーション力：「生命を支える食料と食品」の課題を科学的
視点から多面的に検討し、他者と協調しながら解決する能力を修得している。

社会人としての姿勢：農学系専門職業人として、生涯に渡り主体的に学び続け、自
然との共生社会の実現に貢献する意欲を有する。

地域活性化志向：獲得した専門性を活かし、地域社会の持続的発展に寄与する意欲
を有する。



茨城大学農学部の改革





食生命科学科・国際食産業科学コースの
カリキュラム

•英語力の強化を図る専門教育の実施
•ビジネス英語 I 及び II
•英語コミュニケーション I 及び II
•食品安全分析学、食品保蔵学、毒性学、食
品衛生学等の英語による開講

•経営学的観点の付与
•経営学概論、マーケティング論

•海外での活躍に必要な他文化理解とコミュニ
ケーション力の修得
•国際食産業科学海外講義



国際食産業科学コースカリキュラムマップ

ビジネス英語II 英語コミュニケーションII
栄養化学 食品製造学 食品微生物学
食品保蔵学 食品衛生学 食品安全科学実験
食品学実験II HACCP概論 マーケティング論
食品機能学 畜産物安全学 等
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経営学概論 ビジネス英語I
英語コミュニケーションI 食品安全分析学
毒性学 食品学実験I 食品加工実習

基礎生態学 細胞生物学
動物科学総論 分子生物学
代謝生化学 微生物生態学
酵素化学 遺伝子工学
動物栄養学 等

地圏生態化学
応用微生物学
生物有機化学
動物保健衛生学 等

コース専門科目 コース横断科目

学科共通科目（必修） 卒業論文（８単位）・ゼミナール（１単位）

― 専門科目―

一般化学I 基礎生化学
基礎微生物学
食の安全・倫理学
化学実験

学部共通科目

基礎有機化学 基礎土壌学
食品化学 動物生理学
植物生理学I 一般化学II
生物学実験

キャリア開発論 機器分析実験
食生命科学演習

インターンシップ
国際インターンシップ

国際食産業科学海外講義I～V

リベラルアーツ
指定する科目群

共通基礎科目
プラクティカル

イングリッシュ(PE)
情報リテラシー
心と体の健康
科学の基礎

入門科目
大学入門ゼミ

茨城学

― 基盤教育科目―

学科共通科目

卒業要件
基盤教育科目・専門科目

合計124単位以上

学部共通科目
農学入門 I 農学入門 II （１年次） 農学実習（２年次）

学科基礎科目
物理学入門 地学入門 統計学入門 （２年次）

化学I・II 生物学I・II （１年次）

赤太字は学科必修科目を表す
下線斜体の科目名はコース必修科目を表す



講義実例
－農学入門II 1年後期－

講義概要

•農学入門Iで修得した、食、生命、環境の科学に関す
る種々の事象に対する知識を礎に、茨城県を中心と
する地域の農業と周辺産業が抱える諸課題等を実例
に基づき理解し、「農学の立場から」課題の解決に
導く思考力と行動力を養います。

•講師：農林水産省、茨城県農林水産部、JETRO茨城、
JA茨城、いばらきコープ、横田農場、プリマハム





講義実例
－食品加工実習－

講義概要

• 本実習では、加工食品の製造において、食品材料の特性がどう
活かされるかを学ぶ。とくに実習では食肉加工品および乳加工
品の製造を行う。すなわち、食肉加工品では、ソーセージ、ハ
ムの製造を行う。また、乳加工品では、乳酸菌飲料、アイスク
リームの製造を行う。

到達目標

• 食品の加工技術の原理と実際の製造実習の体験により知識習得
をテーマとする。とくに食肉製品での塩漬・くん煙の効果およ
び乳製品での成分分離・発酵・エイジングの効果など食品の加
工・保蔵に関する理解力の向上を到達目標とする。



講義実例
－食品加工実習－

１．全体ガイダンスおよび食肉加工に
関する概要説明
２．原料肉の衛生的な取り扱い
３．塩漬液の調製および原料肉の塩漬
工程
４．塩漬肉のカッティング
５．塩漬肉の充填処理
６．塩漬肉の乾燥・くん煙処理
７．製品の低温殺菌および真空包装
８．肉製品の官能評価およびまとめ

９．乳加工に関する概要説明
10．生乳の低温殺菌・脱脂乳とク
リームの分離
11．脱脂乳の乳酸菌発酵
12．発酵乳を用いた乳酸菌飲料の調
製・充填・殺菌
13．クリームのホイップとオーバー
ランの測定
14．アイスクリームの製造・エイジ
ング
15．乳製品の保存性の評価・まとめ



講義実例
－食品加工実習－



国際食産業科学海外講義

• 3年後期にアジアの協定校へ留学（１学期間）

•英語で開講される食品産業に係る科目を履修

•修得単位の内、最大10単位までを国際食産業科学
海外特別講義として専門科目の単位として認定

派遣予定校一覧

•ボゴール農科大学、ガジャ・マダ大学、スリウィ
ジャヤ大学、ジェンデラルスディルマン大学

•カセサート大学、キングモット工科大学、ナレス
アン大学

•マレーシア国家大学



国際食産業科学海外講義（例）

ボゴール農科大学（インドネシア）

• Food Microbiology

• Basic Food Biochemistry

• Principles of Food Engineering

• Food Fermentation Technology

• Food Safety and Sanitation

• Sensory Evaluation of Foods

• Characteristics of Food Materials

• Food Packaging and Storage

• Functional Foods

• Food Additives

• Halal Quality Assurance

カセサート大学（タイ）

• Food Sanitation

• Tropical Field Crop Production for 
Food, Feed and Fuel

• Biotechnology in Food Industry

• Unit Operation in Agro-Industry I 

• Principles of Food Chemistry 

• Principles of Food Microbiology 

• Standard and Regulations for 
Agro-Industrial Products 

• General Agricultural Product 

• Development Packaging in Food 
Industry



フードイノベーション棟のねらい
―国際標準「HACCP」教育と食の6次産業化の中核を担う教育研究拠点―



フードイノベーション棟の完成予想図



HACCP対応食品加工室とその利用

エアーシャワ―

食品加工室

写真はイメージ

食品加工室（食品保存室と原料前処理室を含む）は、食品の
汚染を防ぐため、普通ゾーンと清潔ゾーンに分かれている。

用途：学生の食品加工実習や「HACCP
システム構築を行うことができる人材
育成」講座の開講、市民講座や食育授
業の充実、自治体や地元NPO法人を対
象とし地場産品を用いた食品加工開発
及び加工技術の講習および指導をする
予定である。



リカレント教育の取組み
‐いばらき農業アカデミー・食品衛生講座‐



グループワーク実例

HACCP概論（３年次開講）でも実施予定



今後の課題

•カリキュラムの点検と改善

•実習設備の充実と効率的な運用

•大学院レベルでの食品安全教育の推進

•社会人のためのリカレント教育の充実



フィールドサイエンス教育研究センターから国際フィールド農学センターへ

ネットワークカメラによる
モニタリング

フィールド
モニタリング

生産工程プロセスの
データべース化
農産物価値の”見える
化“実現

フィールドデータ活用に
よる最適作物管理

ＩＯＴによる海外フィールドとの
リアルタイムコンタクト茨城大学農場の“強み”

●学部に隣接する農場として国内最大
●平坦な地形を生かした
大規模農業の展開
●首都圏への
食の供給基地

国際フィールド展開による
地域産業イノベーションの高度化

●研究展開圃場（Research Development Field）、企業共
同事業圃場（Business Incubation Field)、地域連携圃場
（Service Learning Field)の整備
●オンサイト型のオープンラボの整備
●産学官共同研究のフィールド展開
●グローバル化に対応した農業戦略野フィールド展開

国際標準のフィールド実習の展開による
新しい農場教育拠点の提案

●国際水準GAP取得による国際化対応農学実習
●IOT活用による海外フィールドでの新しい実習
●留学生・研修生への国際標準の農場実習
●英語開講による新しい国内フィールド実習
●COC+と連携し協定大学へのフィールド体験実習

●いばらき農業アカデミーと連携した農業人材育成の
フィールド展開

国際基準に準拠した農業生産工程管理を有する教育・研究フィールドの整備



GAPとHACCP
食と農のスペシャリスト育成へ

グローバル社会における
食と農の実践的農業人材育成へ！



ご静聴ありがとうございました


