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国立大学法人 高知大学 

土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 

【平成29年度食Pro.コース受講生募集要項】 

 

 高知大学は、「土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業」の平成29年度食Pro.コース受講生を

募集します。 

本事業は、平成 28 年度から高知県としてはじめて、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（食 Pro.）」の育成プログラム機関に認定されました。本コースは土佐 FBC 修了

生皆様の受講履歴を活かし、さらに食の6次産業化を担う人材の育成に必須な研修を実施するものです。 

貴方も食品の専門知識を身に付け、食 Pro.資格取得を目指して本プログラムを受講してみませんか。

皆様のご応募をお待ちしています。 

 

１．募集人員及び受講期間 

土佐FBC－食Pro．コース  10名以内  1年間（40時間以内） 

 

２．食Pro.資格取得 

土佐FBCⅡを修了することにより、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（食Pro.）※」レベル1及びレベル2を取得することができます。 

※詳細はホームページ（https://www.6ji-biz.org/）を参照してください。 

 

３．受 講 資 格  

（１）所属長の推薦を得られる方※1 

（２）平成 22 年度以降に開講された土佐 FBC カリキュラムを履修し、土佐 FBC-A コース、 

土佐 FBC-B コースもしくは土佐 FBC-C コースを修了した方※2 

（３）研修プログラムに８割以上参加可能な方 

      ※1 個人参加の場合は「所属長の推薦」は不要です。 

      ※2 土佐 FBC1～2 期生（平成 20～21 年度の修了生）は認証対象外となります。 

食 Pro.資格制度が、平成 22 年に施行された「六次産業化・地産地消法」に基づき実

施しているためで、資格を取得するには、再度土佐 FBC を受講する必要があります。 

 

４．受 講 料（修了までに要する費用） 

   7,500円 

※ 食Pro.資格を取得するには、食Pro.事務局（一般財団法人食農共創プロデューサーズ）に

修了生が自ら申請する必要があります。平成29年2月現在における申請料金は、レベル1は

5,400円、レベル2は16,200円であり、レベル2は別途書類審査に合格する必要があります。

土佐FBC修了証書を添えることが申請の条件となっています。 

 

５．受講料納入方法 

（１）応募書類ご提出後、土佐FBCⅡ企画運営室からの決定通知を経て、大学が発行する請求書

にて銀行振り込み（恐れ入りますが、振込み手数料をご負担ください。）で受講料をお

支払いいただきます。窓口納付を希望される方は、高知大学朝倉キャンパス経理課、物

部キャンパス物部総務課での窓口支払いも受付（8:30～17:15）いたします。 
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（２）受講料の納入期限は５月末日とします。 

（３）受講料を納入期限までにお支払いいただけない場合は、延滞金が発生しますのでご注意

ください。 

（４）受講料の納入が遅滞し、規則で定める期限までにお納めいただけないときは、除籍処分

となりますので、ご留意下さい。 

 

６．受 講 期 間 

平成29年５月 ～ 平成30年２月（この間に40時間以下を受講） 

※ ５月12日（金）に開講式を予定しています。詳細は別途連絡いたします。 

 

７．受 講 時 間 

     講座は、平日、火曜日 17：30～19：30、金曜日 16：30～20：45 

           土曜日  9：30～11：30 

を中心に行います。また、食Pro.特別プログラムは平日昼間に実施予定です。 

マネジメントの一部の講義については現在調整中です。 

 

８．受講場所  高知大学物部キャンパス（〒783-8502 南国市物部乙 200） 

高知県工業技術センター（〒781-5101 高知市布師田 3992-3） 

高知県立大学永国寺キャンパス（〒780-8515 高知市永国寺町 5-15） 

株式会社南国スタイル（〒783-0036 南国市福船 372） 

旭食品株式会社（〒783-8555 南国市領石 246） 

 
９．授業科目一覧と履修科目 

  （１）平成 22～24 年度修了生用 

 

 

 

 

科目名 時間数 講師名 講師の所属 

食 Pro.単元を満たす指定講義 【18.5 時間】 

マーケティング 2.0 時間 峠 篤士 高知県産業振興センター 

マーケティング 1.5 時間 村瀬儀佑 高知大学・高知工科大学名誉教授 

販売戦略論 6.0 時間 奥谷敦子 奥谷商売研究所 

マーケティング 2.0 時間 吉澤文治郎 （株）ひまわり乳業 

マーケティング 1.5 時間 松田高政 （株）こうち暮らしの楽校 

マーケティング 1.5 時間 平島輝之 高知商工会議所 

食品衛生学 4.0 時間 小野邦桜 高知県食品・衛生課 

食 Pro.特別プログラム 【10.0 時間】 

農産加工実習※1 3.0 時間 上東治彦 他 高知県工業技術センター 

農産物現場実習 2.5 時間 中村文隆 （株）南国スタイル 

物流センターの視察 1.5 時間 朝倉和也 他 旭食品（株） 

申請書作成講座 3.0 時間 松田高政 （株）こうち暮らしの楽校 

自由選択講義 【11.5 時間以内】※2 

合 計 40 時間以内   
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  （２）平成 25～26 年度修了生用 

 

  （３）平成 27 年度修了生用 

 

  （４）平成 28 年度修了生用 

※1：現場実践学未受講者のみ 

    ※2：座学 160 時間の中から自由に講義を選択できます。選択は講師単位で可能です。 

カリキュラム一覧は別紙をご覧ください。17.5 時間以内の講義を選択する場合、 

例えば、食品化学（受田講師）12 時間、食品分析学（中島悦子講師）3時間、 

食品学（森山講師）2時間を選択することができます。 

科目名 時間数 講師名 講師の所属 

食 Pro.単元を満たす指定講義 【12.5 時間】 

マーケティング 2.0 時間 峠 篤士 高知県産業振興センター 

マーケティング 1.5 時間 村瀬儀佑 高知大学・高知工科大学名誉教授 

販売戦略論 6.0 時間 奥谷敦子 奥谷商売研究所 

マーケティング 1.5 時間 松田高政 （株）こうち暮らしの楽校 

マーケティング 1.5 時間 平島輝之 高知商工会議所 

食 Pro.特別プログラム 【10.0 時間】 

農産加工実習※1 3.0 時間 上東治彦 他 高知県工業技術センター 

農産物現場実習 2.5 時間 中村文隆 （株）南国スタイル 

物流センターの視察 1.5 時間 朝倉和也 他 旭食品（株） 

申請書作成講座 3.0 時間 松田高政 （株）こうち暮らしの楽校 

自由選択講義 【17.5 時間以内】※2 

合 計 40 時間以内   

科目名 時間数 講師名 講師の所属 

食 Pro.単元を満たす指定講義 【7.5 時間】 

マーケティング 1.5 時間 村瀬儀佑 高知大学・高知工科大学名誉教授 

販売戦略論 6.0 時間 奥谷敦子 奥谷商売研究所 

食 Pro.特別プログラム 【10.0 時間】 

農産加工実習※1 3.0 時間 上東治彦 他 高知県工業技術センター 

農産物現場実習 2.5 時間 中村文隆 （株）南国スタイル 

物流センターの視察 1.5 時間 朝倉和也 他 旭食品（株） 

申請書作成講座 3.0 時間 松田高政 （株）こうち暮らしの楽校 

自由選択講義 【22.5 時間以内】※2 

合 計 40 時間以内   

科目名 時間数 講師名 講師の所属 

食 Pro.特別プログラム 【10.0 時間】 

農産加工実習※1 3.0 時間 上東治彦 他 高知県工業技術センター 

農産物現場実習 2.5 時間 中村文隆 （株）南国スタイル 

物流センターの視察 1.5 時間 朝倉和也 他 旭食品（株） 

申請書作成講座 3.0 時間 松田高政 （株）こうち暮らしの楽校 

自由選択講義 【30.0 時間以内】※2 

合 計 40 時間以内   
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10. 修了要件 

修了は、出席状況（研修プログラムの８割以上出席）や試験結果、レポート提出状況にもとづ

き土佐FBCⅡ企画運営委員会で認定します。また、修了者には修了証書を発行します。 

 

11．応 募 書 類 

土佐FBC－食Pro.コース受講申込書（様式１） 

応募書類は下記の「14.請求･提出･問い合せ先」に電話あるいはFAX、メールで請求するか、下

記の土佐FBCホームページからダウンロードしてください。 

 

12．提 出 期 限  平成29年４月14日（金） 17時00分 必着  

  ※１ 応募書類は封筒に入れ、「土佐FBC受講希望」と朱書し、土佐FBCⅡ企画運

営室に持参又は郵送（上記日時に必着のこと）してください。 

※２ 提出された応募書類は、返還しません。 

 

13．選 考 方 法 

応募書類を提出いただいた受講希望者について、書類及び面接により審査を行います。 

※ 選考結果は個別にお知らせします。 

 

14．応募書類の請求・提出・問い合せ先 

〒783-8502 高知県南国市物部乙200 

      高知大学物部キャンパス内 土佐FBCⅡ企画運営室 

                         TEL：088-864-5158・5138 

   FAX：088-864-5209 

E-mail：tosa-fbc@kochi-u.ac.jp 

http://www.ckkc.kochi-u.ac.jp/~ckkc0001/tosafbc/ 

 
◎ 個人情報の取扱いについて 
（１） 高知大学が保有する個人情報は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律」等の法令を遵守するとともに、「国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管

理に関する規則」及び「国立大学法人高知大学保有個人情報管理実施細則」に基づき、保

護に万全を期しています。 
（２） 志願時にお知らせいただいた氏名、所属、住所等の個人情報については、受講者選抜、

受講可否の連絡等の業務を行うために利用いたします。また、受講許可された方について

は、これらの個人情報を土佐 FBC の授業等の教育活動及び土佐 FBC 倶楽部（土佐 FBC 受講

生・修了生の集い）の運営等の基礎資料として利用することとし、土佐 FBC 事業に関する

事以外の他の目的に利用又は提供することはありません。 
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様式 1（土佐 FBC－食 Pro.コース受講申込書） 

 

平成 29 年度 国立大学法人 高知大学 

土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 

土佐FBC－食Pro.コース受講申込書 
 

志  願  書                     平成  年  月  日 

フリガナ 

氏 名 
印 

部 署 

役職名 

 

住 所 
 

E-Mail 
 自宅電話

（携帯）

 

修了コース 平成    年度    コース修了 

 

請求書宛名  

請求書 

問合せ先/ 

送付先 

 

氏  名  部 署  

住 所 
〒 

 

電  話  ＦＡＸ
 

E-mail   

志望動機 

 

（次頁に続く） 

 

＊土佐 FBCⅡ企画運営室記入欄
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自由選択科目 
希望の研修科目に○印を付けてください。 
合計11.5時間（平成22～24年度修了生）、17.5時間（平成25～26年度修了生）、22.5時間（平成27年度修

了生）、30.0時間（平成28年度修了生）以下になるように選択してください。 

印 科目名（講師）（時間） 印 科目名（講師）（時間） 

 食品製造工学（下田）（4.0）  協働・地域産業学（石筒）（4.0） 

 食品製造工学（久塚）（4.0）  顧客価値創造論（小松）（6.0） 

 食品加工学（福留）（2.0）  販売戦略論（奥谷）（6.0）*1,2,3 

 食品加工学（西岡）（4.0）  食品分析学（島村）（2.0） 

 食品加工学（沢村）（6.0）  食品分析学（土居）（2.0） 

 食品化学（受田）（12.0）  食品分析学（樋口）（5.0） 

 発酵化学（吉金）（4.0）  食品分析学（中島悦）（3.0） 

 発酵化学（永田）（4.0）  食品衛生学（一色）（4.0） 

 発酵化学（上東）（2.0）  食品衛生学（宮本）（12.0） 

 フードビジネス概論（門田）（4.0）  食品衛生学（小野・北村）（4.0）*1 

 知的財産管理（中越）（3.0）  食品学（伊藤）（4.0） 

 知的財産管理（下方）（1.5）  食品学（森山）（2.0） 

 マーケティング（平島）（1.5）*1,2  食品学（沢村）（4.0） 

 マーケティング（松田）（1.5）*1,2  食品機能学（八木）（4.0） 

 マーケティング（村瀬）（1.5）*1,2,3  食品機能学（松井）（4.0） 

 マーケティング（久塚・新村）（4.0）  食品機能学（渡邊）（4.0） 

 マーケティング（吉澤）（2.0）*1  食品機能学（西沢）（4.0） 

 マーケティング（山口）（2.0）  食品機能学（作田）（4.0） 

 マーケティング（峠）（2.0）*1,2  生理・薬理学（上岡）（2.0） 

 マーケティング（春田）（1.0）  生理・薬理学（今村）（2.0） 

 商品企画開発実践論（中島和）（10.0）  生理・薬理学（竹内）（2.0） 

合 計  （       ）時間

*1：平成 22～24 年度修了生 指定（必修）講義 

*2：平成 25～26 年度修了生 指定（必修）講義 

*3：平成 27 年度修了生 指定（必修）講義 
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【 応 募 要 領 】 

【１．記入要領】 

 応募書類は、以下の各項をご参照の上作成してください。 

（１）志願書（様式１） 

・様式１に記載されている全ての欄に記入の上、氏名欄に捺印をしてください。 

・自宅電話（携帯）欄は、固定電話・携帯電話の両方を所有している方は、両方の番号を 

固定電話・携帯電話のどちらかを所有している場合には、所有している電話の番号を記入して 

ください。 

・志望動機は、本コースを受講するにあたり、現在の志願者本人の仕事内容等をふまえ、新たに学

びたいこと、もしくはさらに知識を深めたいこと、それらを生かした将来像があればそれぞれをま

とめて記載してください。 

・記載内容は、受講者選考および修了時評価の際の資料とするほか、本事業の方針や講義内容を検

討するための貴重な資料として参考にさせていただきます。 

  ・「自由選択科目」欄について、応募時定まっていない場合は空欄で構いません。受講前面接時に

協議させていただきます。 

 

 

【２．応募書類の提出】 

 

（１）提出期限：  平成29年４月14日（金） 17時00分 必着  

 

（２）提出方法：紙媒体で下記により土佐FBCⅡ企画運営室に提出してください。 

○応募書類は封筒に入れ、「土佐FBC受講希望」と朱書し、持参又は郵送（上記日時に

必着のこと）してください。 

 

（３）応募書類の請求・提出・問い合せ先： 

〒783-8502 高知県南国市物部乙200 

           高知大学物部キャンパス内 土佐FBCⅡ企画運営室 

                         TEL：088-864-5158・5138   FAX：088-864-5209 

E-mail：tosa-fbc@kochi-u.ac.jp 

 
（４）選考結果：面接後、応募いただいた方に個別にお知らせします。 

 
 
 


