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①講座の開催（実施概要） 

事業名称 新事業創出人材育成セミナー 詳細参照頁 

プログラムの特徴 
（改良方針） 

 

1 多様な講師陣 
2 オープン講座の設置／女性が参加しやすい講座設定 
3 追加講座の設定 
4 実践的演習プログラム（農場演習 チャレンジファーム）の実施 

講座内容 

＜基礎編＞   
 
●科目① 1・2・3次産業基本論（15コマ） 
       実施日時：平成24年8月11日（土）～12日（日）、8月25日（土） 
       実施場所：京都大学農学部 総合館 5F W-522号室 
 
●科目② 経営・マーケティング基本論（15コマ） 
       実施日時：平成24年8月26日（日）、9月1日（土）～9月2日（日） 
       実施場所：京都大学農学部 総合館 5F W-522号室 
 
＜応用編＞ 
 
●科目③ ６次産業化実践論（15コマ） 
       実施日時：平成25年2月2日（土）～3日（日）、2月9日（土） 
       実施場所：京都大学農学部 総合館 3F W-322号室 
 
●科目④ 新事業創出実践論（15コマ） 
       実施日時：平成25年2月10日（日）、2月16日（土）～17日（日）  
       実施場所：京都大学農学部 総合館 3F W-322号室 
 
 
＜農場視察、加工品生産実習＞ （科目①） 
       
●農場視察実習 
       実施日時：平成24年9月8日（土） 
       実施場所：PASONA チャレンジファーム IN 淡路 
 
●加工品生産実習 
       実施日時：平成24年9月9日（日） 
       実施場所：PASONA チャレンジファーム IN 淡路 

●各科目とも1コマ90分×15コマを３日間で実施 
  ※科目１の農場視察実習、加工品生産実習は各１日間で実施 

受講生の募集 

募集期間：平成24年6月28日（木）～平成24年7月31日（火） 
募集方法：ホームページにて告知（ｈｔｔｐ：//www.jtb.co.jp/shop/hojinosaka/info/jtbusiness_info/） 
       募集要項の配布 
募集人数：87名（募集締切時） 
       ※各コマ30名程度（20名以上）を目標に募集（女性受講者5割程度） 

受講評価 

事業成果の把握や受講生の理解促進のため、各科目において受講評価を実施。 
受講生に「講座の理解度」「ティーチング・メゾッド」についてアンケート及びレポートを提出して 
いただき、事務局・講師で評価を実施。 
 

受講生の 
フォローアップ 

講座の修了認定を受けた受講生を対象に、㈱パソナ農援隊とも協力して新事業創出に向けて知 
識を深めたり、学んだことを実際の現場で展開できるよう継続的なフォローアップを実施。  

成果報告会 

実施日時：平成25年２月24日 （日） 14：00～17：00 
実施場所：京都大学 益川ホール 
参加人数：42名 
参加者属性：講座受講生/自治体/経済団体/関心の高い企業/大学生 等 

１．講座概要 



平成24年度新事業創出人材育成委託事業 報告書 
 

4 

統括コーディネーター 

事務局／講座運営・実施／報告会実施 

㈱JTB西日本 法人営業大阪支店 

【事業管理責任者】 執行役員 宇田川 雄彦 

【精算管理責任者】  業務課長 松村 尚 

公務営業部 

【事業実施管理者】  
【事   務   局】  

部長 
事務局長 
担当 

西川 太郎 
阿部 貴昭 
大山 恵史 
濱村 紘史 

農林水産省 
食料産業局 

新事業創出課 人材養成班 
課長補佐 藤田 茂 
係長 福田 一恵 

 
近畿農政局 

経営・事業支援部 
事業戦略課 

事業戦略専門官 宮路 典彦 
流通・企業係長 山本 芳史 

専門職     小幡 徹 

事業運営協力 

講座プログラム監修／講師のコーディネイト／講座実施 

京都大学大学院 農学研究科  

【担当】  農学博士・教授 小田 滋晃、准教授 長命 洋祐、助教 川崎 訓昭、長谷 祐 

再委託 

事業運営協力 

受講生募集／講座実施（農場実習）／受講生フォローアップ 

㈱パソナ農援隊 

【担当】      コンサルティング事業部  マネージャー 中川 正樹 

協力 

【検討委員会】 
 ・JTB西日本（西川太郎、阿部貴昭、大山恵史） 
 ・京都大学大学院（小田滋晃、長命洋佑、川﨑 訓昭、長谷 祐） 
 ・近畿農政局（宮路典彦、山本芳史、小幡 徹） 

 地域連携パートナー 広報協力／受講生募集協力 

地方自治体 
滋賀県、京都府、大阪府、 
兵庫県、奈良県、和歌山県 

6次産業化サポートセンター 
（府県6次産業化プランナー） 

 

近畿農業・農村6次産業倶楽部 

近畿圏の大学・専門学校等 
近畿圏の地方銀行等 

近畿圏の商工会議所等 

２．実施体制図 

①講座の開催（実施概要） 
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実施時期 全体 講 座 

6月 

募集チラシの作成 

講座受講生の募集 

（6月28日～7月31日） 

7月 

受講必要書類の作成 

講座受講生募集締切 

（7月31日） 

講座テキストの作成 

8月 

第一回検討委員会の開催 

講座テキストの作成 

受講評価アンケート実施 

科目１：【１・２・３次産業基本論】の講座実施 

 8月11日、12日、25日 

科目２：【経営・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ基本論】の講座実施 

 8月26日 

9月 

受講評価アンケート実施 科目２：【経営・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ基本論】の講座実施 

 9月1日、2日 

農場視察実習 9月8日 

加工品生産実習 9月9日 

10月 

受講評価分析 

11月 オープン講座募集チラシ作成 

12月 オープン講座募集開始 

1月 
講座テキストの作成 

2月 

受講評価アンケートの実施 

成果報告会参加の案内 

成果報告会の開催 

科目３：【６次産業化実践論】の講座実施 

2月2日、3日、9日 

科目４：【新事業創出実践論】の講座実施 

2月10日、16日、17日 

成果報告会の開催 

2月24日 

3月 

受講評価分析 

修了証の発送 

事業実施報告書の提出 

受講生フォローアップ開始 

３．全体スケジュール 

①講座の開催（実施概要） 
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実施時期 場所 参加者 

第一回 
8月2日（木） 

15:00～16:00 
近畿農政局 

・JTB西日本  

 大山恵史 

・京都大学大学院 

 小田滋晃、長命洋佑、川﨑 訓昭、長谷 祐 

・近畿農政局 

 宮路典彦、小幡 徹 

【内容】 

・募集状況の報告 

・講義の運営方法について 

・修了認定の確認 

１．検討委員 

②検討委員会の開催 

【検討委員】 
 ・JTB西日本（西川太郎、阿部貴昭、大山恵史） 
 ・京都大学大学院（小田滋晃、長命洋佑、川崎 訓昭、長谷 祐） 
 ・近畿農政局（宮路典彦、山本芳史、小幡 徹） 
 

２．検討委員会の開催 
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１．調査目的 ：新事業人材育成事業のテキスト作成のための先進事例調査。  
 
２．調査実施者：４名 ○京都大学 大学院    
   1.教授   小田 滋晃   
   2.准教授   長命 洋佑  
                        3.助教  川﨑 訓昭   
  ○日本学術振興会 
   4.特別研究員  長谷 祐 
 
３．調査内容 ： 

番
号 

分野 
品目 

場所 取り組み主体 名称 

① 

米 

加工 
直売 

北海道長沼町 駒谷牧場 
自家生産米からどぶろくを 
製造・販売 

② 直売 
熊本県 
南阿蘇村 

南阿蘇村おあしす
米生産組合 

米の直産による 
独自ブランドの確立 

③ 

穀作 
そば 

加工 
直売 

レストラン 

北海道 
倶知安町 

アキオアグリシス
テム有限会社 

こだわりのそばを生産から 
加工・販売まで 

④ 
加工 
直売 

レストラン 
栃木県壬生町 

下稲葉営農集団・
農家そば所隠れ家
蕎香 

そばの栽培体験ができる 
オーナー制度を活用して、 
都市との交流による通年的な
地域活性化 

⑤ 

野菜 

直売所 千葉県柏市 アグリプラス 
直売による都市近郊農業の 
活性化 

⑥ 植物工場 千葉県松戸市 (株)みらい 
直物工場による野菜生産と 
直接販売 

⑦ 
加工 
輸出 

熊本県合志市 
有限会社 
吉川農園 

大葉（生葉）の加工による、 
海外を含めた販路開拓 

⑧ 果樹 輸出 秋田県横手市 
横手市大沢ぶどう
生産農家協議会 

高級ぶどうジュース等の輸出
促進による産地の活性化 

⑨ 畜産 
加工 
直売 

レストラン 

秋田県 
にかほ市 

土田牧場 
放牧主体でのジャージー牛乳
の生産と風味豊かな乳製品の
加工・販売 

⑩ 林産 
直売 
観光 

千葉県佐倉市 
有限会社 
佐倉きのこ園 

体験型観光農園 
「佐倉きのこ園」 

３．先進事例調査業務 

②検討委員会の開催 
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番
号 

分野 
（品目） 

場所 取り組み主体 名称 

⑪ 水産 直売 
徳島県 
阿南市 

阿波橘海産 
漁業者による新鮮で旬な魚の
直売と調理指導 

⑫ ツーリズム 
加工 
直売 

栃木県 
岩舟町 

(有)観光農園 
いわふね 

都市近郊での観光農園で農産
物の加工・販売 

⑬ 女性起業 
加工 
直売 

レストラン 

三重県 
多気町 

有限会社 
せいわの里 

女性起業による地場産農産物
を使った加工品の製造・販売、 
レストラン経営 

⑭ エコ 
（リサイクル） 

加工 
熊本県 
合志市 

JA菊池 
家畜排せつ物を活用した成分 
調整ペレットたい肥の製造 

②検討委員会の開催 



目 次 

２.プログラムの改良 
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①プログラムの改良 

 
１．プログラムの改良ポイント 

改良ポイント 改良内容 

1 多様な講師陣 

 

25名の講師を起用、大学教員だけでなく、コンサルタントや料理学校講師等、 

多様なジャンルから講師を招聘 
 

2 オープン講座の設置 
  ／女性が参加しやすい講座設定 

興味はあるが、都合上1科目（15回）の参加は難しいという方のために、 

参加設定数100名規模のオープン講座を設置 

現在女性にとって人気の高い食関連の“女性起業家”を講師として招聘 

3 追加講座の設定 

 
コミュニティービジネス論①② 
資金調達、戦略、資本生産 

4 実践的演習プログラム 

 
 
 
農場演習 パソナチャレンジファームでの実施 
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②著作権の取り扱い 

 
１．著作権の取り扱い 

著作権（財産権）譲渡に関する覚書 
 
 
 

○○○○○○○○○○（以下「甲」という）と株式会社ＪＴＢ西日本（以下「乙」という）は、 
甲の作成した下記講義テキストに関する著作権（財産権）を、乙に譲渡するにあたり、以下の

とおり覚書を締結する。 
 
 
   第1条 本覚書の対象となる著作物は以下のとおりとする。 
 

  １）講義日時 
     20１２年○○月○○日～○○日に講演 
 
  ２）講義場所 
     京都大学農学部総合館 
 
   ３）講義テキスト及び内容 

    
   ４）その他 

    
   第２条 甲は、乙に対し、著作者人格権を行使しないことを約束する。 
 
   第３条 乙は、甲の承諾が無い限り第三者に本件著作権を譲渡することはできないもの

とする。 
 

   第４条 本件の権利譲渡は本覚書締結日を持って効力を発するものとする。 
      

2013年3月12日 
（甲）住所 

                                 
             署名       ㊞ 

 
 
 

                           （乙）住所    大阪市中央区南久宝寺町３丁目
１番８号 

              本町クロスビル１０階 
 
 

              株式会社ＪＴＢ西日本 法人営業大阪支店 
       支店長  徳山 正博 ㊞ 



目 次 

３.講座の開催 
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日 程 実施事項 実施内容 備 考 

 

6月28日（木） 

 

受講生募集開始 
ホームページにて告知。 

募集要項配布 

募集要項 

受講申込書 

 

申込書受領日より 

 ３営業日以内 

 

申込書受領確認 E-ｍａｉｌまたは郵送にて受領確認を通知 

 

7月31日（火） 

 

受講生募集終了 
オープン講義、科目３，４については 

別途ルールに沿った募集を実施 

 

受講講義の 

1週間前と前日 

 

受講生 

最終案内 

E-ｍａｉｌまたは郵送にて最終案内 

 

①受講者の募集 

 
１．受講生募集業務のスケジュール 

 農林水産省及び近畿農政局をはじめ、地方自治体等近畿圏内の各機関・団体の協力を得て幅広く受講生を募集しました。 

※通常講座とオープン講座の2種作成 

 
２．受講生の募集媒体 

表面 裏面 

（１）募集チラシの制作 
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＜下記の各機関よりチラシ配布・ＷＥＢ配信＞ 

農林水産省 
近畿農政局 

ＪＴＢ西日本 
※食品事業者ネットワーク 

約1000社を活用 

パソナ人材バンク 
就農支援ネットワーク 

キャンパスプラザ京都 

地方自治体 
（各府県 等） 

６次産業化 
サポートセンター 

近畿圏の 
大学･専門学校 

近畿圏の地方銀行 
商工会議所 等 

①受講者の募集 

（２）ホームページ ＷＥＢ媒体  

 農林水産省及び近畿農政局をはじめ、地方自治体等近畿圏内の各機関・団体の協力を得て幅広く受講生を募集しました。 

（３）募集チラシ配布（設置）/ホームページのリンク先 

●受講者募集ホームページアドレス 
 
  ｈｔｔｐ：//www.jtb.co.jp/shop/hojinosaka/info/jtbusiness_info/ 

●配信期間（募集内容の掲示・閲覧） 
 
  平成２４年 7月3日（火）  ～ 
                平成２４年 8月31日（金）  
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日程 講義名 講師名 

8月11日（土） 

①9：00-10：30 
オリエンテーション 

㈱ＪＴＢ西日本 

部長 西川 太郎 

8月11日（土） 

②10：45-12：15 

地域資源利用パート 

農林水産業の現状と地域産業振興Ⅰ 

京都大学大学院 

教授 小田 滋晃 

8月11日（土） 

③13：00-14：30 

地域資源開発パート 

コミュニティ・ビジネス論Ⅰ 

伊賀市役所 

副参事 小林 康志 

8月11日（土） 

④14：45-16：15 

地域資源開発パート 

コミュニティ・ビジネス論Ⅱ 

伊賀市役所 

副参事 小林 康志 

8月12日（日） 

①9：00-10：30 

地域資源利用パート 

農山漁村の特性と新事業創出 

愛媛大学 

教授 若林 良和 

8月12日（日） 

②10：45-12：15 

地域資源利用パート 

農林水産業の現状と地域産業振興Ⅱ 

大阪いずみ市民生活協同組合 

議長 榎 彰徳 

8月12日（日） 

③13：00-14：30 

加工パート 

食品加工における 安全・衛生管理／関連法規 

農水産ID 

講師 藤井 淳生 

8月12日（日） 

④14：45-16：15 

加工パート 

食品加工論Ⅰ 

㈱モンデ酒造 

佐藤 充克 

8月12日（日） 

⑤16：30-18：00 

加工パート 

食品加工論Ⅱ 

㈱モンデ酒造 

佐藤 充克 

8月25日（土） 

①9：00-10：30 

加工パート 

食品開発における栄養と機能 

大阪夕陽丘学園短期大学 

 助教 成瀬 祐子 

8月25日（土） 

②10：45-12：15 

メニュー開発パート 

フードコーディネート論Ⅰ(理論編） 

テーブルファクトリー 

代表 川淵 智子 

8月25日（土） 

③13：00-14：30 

メニュー開発パート 

フードコーディネート論Ⅱ(事例編） 

テーブルファクトリー 

代表 川淵 智子 

8月25日（土） 

④14：45-16：15 

流通・販売パート 

フードシステム論Ⅰ（基礎編） 

日本大学 

准教授 宮部 和幸 

8月25日（土） 

⑤16：30-18：00 

流通・販売パート 

フードシステム論Ⅱ（動向編） 

日本大学 

准教授 宮部 和幸 

②講座一覧 

１．講座一覧／科目① 



平成24年度新事業創出人材育成委託事業 報告書 
 

16 

②講座一覧 

１．講座一覧／科目① 

 1)9月8日(土)農場視察実習 
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②講座一覧 

 ■実習風景 
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②講座一覧 

 2)9月9日(日)加工品生産実習 
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②講座一覧 

 ■実習風景 
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日程 講義名 講師名 

8月26日（日） 

①9：00-10：30 

経営管理パート 

農業経営と企業経営 

京都大学大学院 

教授 小田 滋晃 

8月26日（日） 

②10：45-12：15 

マーケティングパート 

経営理念とその浸透 

福岡女子大学 

准教授 新開 章司 

8月26日（日） 

③13：00-14：30 

経営管理パート 

経営理念／組織・経営者論 

京都大学大学院 

 助教 川崎 訓昭 

8月26日（日） 

④14：45-16：15 

経営管理パート 

経営戦略 

県立広島大学 

准教授 堀田 学 

8月26日（日） 

⑤16：30-18：00 

経営管理パート 

組織経営と地域ネットワーク形成 

神戸大学大学院 

准教授 伊庭 治彦 

9月1日（土） 

①9：00-10：30 

マーケティングパート 

資金調達戦略／資本政策 

日本アジア投資株式会社 

 特別顧問 佐々木 美樹 

9月1日（土） 

②10：45-12：15 

マーケティングパート 

食のマーケティングⅠ（市場環境分析） 

京都大学大学院 

 准教授 長命 洋佑 

9月1日（土） 

③13：00-14：30 

マーケティングパート 

食のマーケティングⅡ（ＳＴＰ） 

神戸大学大学院 

准教授 伊庭 治彦 

9月1日（土） 

④14：45-16：15 

マーケティングパート 

食のマーケティングⅢ 

（マーケティングミックス） 

京都府立大学大学院 

 准教授 桂 明宏 

9月1日（土） 

⑤16：30-18：00 

マーケティングパート 

食に関する経営情報戦略 

日本食育者協会 

代表理事 藤掛 進 

9月2日（日） 

①9：00-10：30 

マーケティングパート 

財務会計 

日本学術振興会・特別研究員 

講師 長谷 祐 

9月2日（日） 

②10：45-12：15 

経営管理パート 

地域活性化に向けた新事業創出 

京都大学大学院 

教授 小田 滋晃 

9月2日（日） 

③13：00-14：30 

マーケティングパート 

6次産業化と知財管理 

株式会社シードライフテック 

代表取締役社長 落合 孝次 

9月2日（日） 

④14：45-16：15 

マーケティングパート 

商品開発実務Ⅰ 

株式会社シードライフテック 

代表取締役社長 落合 孝次 

9月2日（日） 

⑤16：30-18：00 

マーケティングパート 

商品開発実務Ⅱ 

伊賀市役所 

副参事 小林 康志 

２．講座一覧／科目② 

②講座一覧 
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日程 講義名 講師名 

2月2日（土） 

①9：00-10：30 

オリエンテーション 

コミュニケーション手法 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月2日（土）  

②10：45-12：15 

6次産業化概論パート 

6次産業化の必要性と展開パターン 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月2日（土）  

③13：00-14：30 

6次産業化ケーススタディパート 

融合型6次産業化事例 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月2日（土）  

④14：45-16：15 

6次産業化ケーススタディパート 

連携型６次産業化事例Ⅱ 

凛藤曄 

代表 小野 綾子 

2月2日（土）  

⑤16：30-18：00 

6次産業化ケーススタディパート 

連携型６次産業化事例Ⅰ 

永井農場 

代表取締役 永井 進 

2月3日（日） 

①9：00-10：30 

6次産業化概論パート 

行政機関における6次産業化の 

支援施策と支援機関 

近畿農政局 

事業戦略課 課長 奥地弘明 

2月3日（日） 

②10：45-12：15 

ケースメソッドパート 

ケースメソッドの実施方法の解説 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

＋外部講師 

2月3日（日） 

③13：00-14：30 

ケースメソッドパート 

ケースメソッド：ケースⅠの 

グループワーク 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

＋外部講師 

2月3日（日） 

④14：45-16：15 

ケースメソッドパート 

ケースメソッド：ケースⅠの解説 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

＋外部講師 

2月3日（日） 

⑤16：30-18：00 

海外・実践パート 

輸出型6次産業化事例とそのポイント 

㈱ＪＴＢ西日本 

部長 西川 太郎 

2月9日（土） 

①9：00-10：30 

ケースメソッドパート 

ケースメソッド： 

ケースⅡのグループワーク 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

＋外部講師 

2月9日（土） 

②10：45-12：15 

ケースメソッドパート 

ケースメソッド：ケースⅡの解説 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

＋外部講師 

2月9日（土） 

③13：00-14：30 

海外・実践パート 

海外6次産業化事例 

㈱ＪＴＢ西日本 

部長 西川 太郎 

2月9日（土） 

④14：45-16：15 

海外・実践パート 

食品系の6次産業化実践論 

㈱ＪＴＢ西日本 

部長 西川 太郎 

2月9日（土） 

⑤16：30-18：00 

海外・実践パート 

非食品の6次産業化実践論 

LINK&SUPPORT Consulting Services Pte.Ltd 

 

大塚 嘉一 

３．講座一覧／科目③ 

②講座一覧 



平成24年度新事業創出人材育成委託事業 報告書 
 

22 

日程 講義名 講師名 

2月10日（日） 

①9：00-10：30 

オリエンテーション 

プレゼンテーション手法 

日本テクノロジーソリューション㈱ 

講師 木原 奈穂子 

2月10日（日） 

②10：45-12：15 

事業戦略パート 

経営理念の策定 

神戸大学大学院 

准教授 伊庭 治彦 

2月10日（日）  

③13：00-14：30 

事業戦略パート 

6次産業化ビジネス構想 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月10日（日）  

④14：45-16：15 

事業戦略パート 

製品・サービスの設計 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月10日（日）  

⑤16：30-18：00 

事業戦略パート 

事業環境の分析 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月16日（土） 

①9：00-10：30 

事業戦略パート 

事業内容と事業目標の設定Ⅰ 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月16日（土） 

②10：45-12：15 

事業戦略パート 

事業内容と事業目標の設定Ⅱ 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月16日（土） 

③13：00-14：30 

マーケティングパート 

マーケティングの手法 
 講師 吉村 司 

2月16日（土） 

④14：45-16：15 

マーケティングパート 

マーケティングの検討 
 講師 吉村 司 

2月16日（土） 

⑤16：30-18：00 

ビジネスプラン発表パート 

ビジネスプランのリスクチェックと 

実践方法及び全体調整 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月17日（日） 

①9：00-10：30 

マーケティングパート 

収支計画の策定手法 

ISM経営システム研究所 

講師 瀬能 一郎 

2月17日（日） 

②10：45-12：15 

マーケティングパート 

収支計画の策定 

ISM経営システム研究所 

 講師 瀬能 一郎 

2月17日（日） 

③13：00-14：30 

ビジネスプラン発表パート 

ビジネスプランのグループ内分析 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月17日（日） 

④14：45-16：15 

ビジネスプラン発表パートビジネスプランの 

発表会Ⅰ 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

2月17日（日） 

⑤16：30-18：00 

ビジネスプラン発表パートビジネスプランの 

発表会Ⅱ 

京都大学大学院 

小田滋晃・長命洋佑・川崎訓昭 

４．講座一覧／科目④ 

②講座一覧 
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③セミナー受講者状況 

１．セミナー受講申し込み及び参加状況 

●科目別受講者数と修了者数一覧（受講申し込み総人数１04名） 

●農場視察・加工品生産実習の参加状況 

受講者数 修了者数 

科目１ 87 64 

科目2 82 63 

科目3 55 39 

科目4 50 42 

全科目修了者数24名 

9月8日 9月9日 

出席 39 41 
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講師 

受講生 

１．受講評価アンケートの実施 

事務局 

各コマごとに受講評価アンケートの提出 

出席率や講座の理解度・実施方法の妥当性・講師の説明等について評価を得るため、各科目修了時に受講生を 
対象にアンケートを実施しました。 
アンケートの分析結果を成果報告会の場で発表し、人材育成プログラム普及にあたっての改善に役立てました。 
また、アンケートには“受講の成果を今後の活動にどう活かしたいか”とうの記載欄も設け、フォローアップ実施の際の 
参考にしました。 

評価 

●受講評価アンケートフォーム 

人材育成セミナー　受講評価アンケート

受講日： 8 月 11 日 （土） ① 10：45～12：15

講義名： 　地域資源利用パート　農林水産業の現状と地域産業振興Ⅰ

講師名： 　京都大学大学院　教授　小田　滋晃 受講番号：

受講生名：

質問事項
①

非常に感じた
非常に理解できた

②
少し感じた

ほぼ理解できた

③
どちらとも言えない

④
余り感じなかった

余り理解できなかった

⑤
全く感じなかった

全く理解できなかった

各質問に関する意見がある場合、記載欄に記入して下さい。

1 講義内容の理解度 ① ② ③ ④ ⑤

3 講義についての全体的な評価　（講師の話すスピード、わかりやすい説明等）

① ② ③ ④ ⑤

4 質疑応答について　・質問・意見を述べる機会が与えられ、講師は適切に対応していたか？また理解できたか？

① ② ③ ④ ⑤

5 講義に対する講師の熱意を感じたか ① ② ③ ④ ⑤

6 講義は有益であったか？ ① ② ③ ④ ⑤

7 講義で最も印象に残った内容を簡潔にご記入下さい。

9 自由記述　　　

講義についての感想・要望等を具体的にご記入下さい。　※プロジェクターを用いた説明がわかりやすかった。テキストの内容など・・・

質問事項のあてはまる箇所(番号)に　レ　をつけてください。

④受講評価分析 
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