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巻頭言

Foreword

社会が直面する課題克服に向けた実中研の挑戦

公益財団法人実験動物中央研究所 理事長

野村
のむら

龍太

りゅうた

皆さんは実中研という呼称を耳にしたことがある方もおられるかと思いますが正式名称は公益財団法人実
験動物中央研究所といい 1952 年に設立された動物実験を基盤とし医学、医療、創薬を通じて人類の健康と
福祉に貢献することを目的とした民間の研究所です。
実験動物の開発や共同研究などにより、日本の医学研究の基盤を支えてきているとして内閣府より日本医
療健康開発大賞を 2020 年 1 月に総理官邸でいただきました。一方で、世界最先端の実験動物の開発、実用
化を通じて世界の製薬企業、大学、研究機関での最先端医薬品の開発や医療技術の開発に貢献しています。
実中研は民間の公益財団であるために運営費用を自ら作り出す必要があり、また、われわれは研究成果を事
業化して世の中の皆さまに使っていただいて初めて公の益になると考えており、以前より研究成果を企業に
ライセンスし、彼らが世界中に販売することによりそこからロイヤリティーを得ていくビジネスモデルが順
調に機能しています。
また、実中研の大きな目標として世界標準システムを作ることを進めています。昨年、開発から 35 年か
けて低分子、中分子医薬品の新薬申請に必ず実施しなければならないがん原性試験用の動物 rasH2 マウス
が ICH（医薬品規制調和国際会議）の S1B という部会が出したガイドラインに具体的な名前が記載され、
FDA（アメリカ食品医薬品局）
、PMDA（医薬品医療機器総合機構）も認める世界標準システムになりま
した。10 年以上前から WHO のポリオ撲滅世界プログラムで使用されている生ワクチンの安全性検定用の
PVR-21 マウスシステムに続きました。
現在は超免疫不全 NOG マウスをベースにした免疫系や血液、肝臓などを臓器ごとのヒト化した世界に
ないヒト化マウスシステム作りを行っております。オプジーボ、キイトルーダ等の最先端がん免疫薬の開発
や、PDX システム用マウス、再生医療用細胞の安全性試験等ではこれらの動物が一般的に使われるように
なってきています。さらに新たに肺をヒト化したマウスの開発を開始し、コロナウイルスをはじめ新型の感
染症の研究に役立つマウス作りも始めました。さらにはアルツハイマー病のモデルとしての遺伝子改変マー
モセットや無菌マーモセットなど、世界中の他でやっていない研究開発、実用化を進めていきます。また、
世界最強磁場の 11.7 テスラ―22㎝口径の動物用 MRI を既に発注しており、最先端の動物実験システムの
構築も進めています。
今後は実験動物開発技術を応用し、細胞分野への展開、最先端技術との融合などにより動物実験に限らず
世界最先端の前臨床システムを構築してまいります。
私どもは限りなく産業界に近い公的研究機関でありますが、世界中の学、官とも大変深く関係を持ってい
ます。思いっきり尖（とが）り、世界最先端を目指し、その成果を日本発の技術として世界中に広めていく
とともに広く世界中のパートナーと協業を進めていく所存でおります。引き続きご支援、ご協力のほどよろ
しくお願い申し上げます。
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短期大学

コーオプ教育を導入し短期大学に
産学連携キャリア創造コースを開設

大阪夕陽丘学園短期大学
学長

東田
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晋三

しんぞう
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キャリア創造学科
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准教授

神殿
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織江
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■概要

本学は、大阪の中心地区にある 2 学科・学生数 440 人の都市型小規模の短期大学である。食物栄養学科（定

員 120 人）
、キャリア創造学科（定員 100 人）で戦後設置認可された短期大学 149 校の 1 校であり、70
年を超える歴史を持つ。
ここで紹介する「キャリア創造学科 産学連携キャリア創造コース」は、2021 年度からスタートし、
2022 年度に第 1 期の卒業生を出す予定である。現在、コース在籍学生は 11 人（男子 3 人、女子 8 人）で、
当面 1 学年 15 人程度を想定している。
インターンシップの期間は、1 年生後期
（10 ～ 12 月、週 3 日、無給、計 36 日）
、2 年生前期、4 ～ 7 月、
週 4 日、有給、計 50 日）の総日数 86 日間となる。インターンシップ受け入れ企業は、株式会社アクトワ
ンヤマイチ、株式会社近鉄百貨店、スイスホテル南海大阪、司法書士事務所ともえみ、ナカザワ建販株式会
社、株式会社オンワード樫山、株式会社セントラルフルーツ、株式会社アルゴセキュリティー、株式会社エ
ムズプランニングの 9 社である。

■コース設置の目標、特徴、設置背景

本学の教育目的は、建学精神と理念に基づいた「実社会において役立つ専門性とその活動を支える幅広い

知識・教養と豊かな人間性を持った人物を育成する」である。AP（アドミッション・ポリシー：入学者受
け入れの方針）、CP（カリキュラム・ポリシー：教育課程編成・実施の方針）
、DP（ディプロマ・ポリシー：
卒業認定・学位授与の方針）の三つの方針においてもその教育目的を達成するために明記し、短大の全て
の教育活動に貫かれている。DP に示した「専門性、社会での実践力、コミュニケーション力、ホスピタリ
ティ精神」を学生が確実に身に付けて卒業するため、CP は講義に加えて学外の演習、実習に重きを置いて
いる。それを一層具体的に実現する教育プログラムとしてコーオプ教育を展開し、建学の精神・理念で提示
する人材の育成を実現する。そのために、社会で生き抜く力を育み、知識と経験の融合と他者と積極的に関
わる力を付けようとしている。
産学連携キャリア創造コースの目標は、長期の就業体験および事前・事後の学修を通して、他者と協力し
て、問題解決しようとする姿勢を持ち、自分の人生を自分で切り開いていく環境適応力を身に付けた学生を
社会に送り出すことである。短大 2 年間の多くを事前・事後学修（教室）
・長期就業体験（企業現場）で学習し、
企業からは「新人研修の必要がない学生」と評価され、4 年制大学編入学には「低学年キャリア教育が完了
した」レベルまで学修した学生を育成し送り出す。この成果は数週間程度の就業体験では不可能であり、長
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期就業体験でこそ成し得る。この点が本プログラムの最大の特徴である。キャリア創造学科の新しいコース
として入試を行い、本コースの目指す姿を高校、受験生、保護者にも繰り返し伝え、入学者は、そのことを
十分に理解し、その覚悟を持った学生を選抜し、コーオプ教育の敷衍（ふえん）にも力を入れている。
短期大学において食物、繊維について学ぶ家政系学科で学生募集を図るのは極めて難しくなり 2011 年度
は定員に対して 70％台の充足率に陥り経営の危機に直面した。学科の再構築を試み、現在の食物栄養学科
とキャリア創造学科（製菓、ファッション、ブライダル、ビューティーの 4 コース）で再スタートをした。
しかし、短大進学者の減少の影響も受け、充足率 90 ～ 95％と慢性的な定員未達の状態が続いていた。特
に、キャリア創造学科は充足率 80％を切る状態が続いた。そこで本学の教育目的を文面だけでなく短大全
体で具体的な形に示すべく、2019 年キャリア創造学科の新コース（コーオプ教育）として「産学連携キャ
リア創造コース」の設置を決定し、2020 年度より募集を開始した。
本コースの新設は、単に学生募集だけを目的としたのではなく、人生 100 年時代、働き方改革、女性の
さらなる社会進出という社会の変化に対応した人材の育成を目指したためである。募集活動にあたり、まず
は高等学校の教員に対して、産学協働についての勉強会・研究会を開催、その成果として産学協働に関す
るテキスト開発も構想している。また、連携企業を開拓するために学内のネットワークを最大限に活用し、
一社一社丁寧に説明することによって、9 社から長期の受け入れを了解された。この活動を通して、高等学
校、企業に対して産学協働教育の意義を広げることにつなげ、
「コーオプ教育の大阪夕陽丘学園短期大学」
を高校、地域、企業に PR し、
「大阪の“小さいけれど元気のある”短大」の評価を得るべく、これからの
20 年未来の方向性を明確にする。コーオプ教育の導入は、その象徴的な取り組みである。地域との連携に
加え、教職員の意識変革を促す FD・SD ＊１研修、付設高校との連携、インターンシップ専門スタッフの配
置も並行して行い、2021 年度入試においては、過去最高の充足率 127.7％となった。学外との連携も「学
生の育成に本気で取り組んでいる」短大として、様々な提携依頼が来るようになり、現在、複数のプロジェ
クトが動いている。

■正規の教育課程に組み込む

短期大学卒業要件 62 単位のうち、事前学修・事後学修・長期就業体験で 37 単位を配置している。しかし、

事前・事後学修は長期就業体験のためだけを目的としているのではなく、建学の理念に基づく人材を育成する
ために大学の「教育」として行っている。学科特性である色彩学、生命科学と倫理、食と健康、ビューティー
基礎・ウオーキング実習、リラクゼーション論などの学修も含まれ、コーオプ実践ゼミでは、コミュニケー
初日
研修（実習のご説明）
誓約書提出
評価シート（空欄）お渡し 参考①
学生プレゼンテーション
（1人約5分）
ご担当者様：フィードバック
日報（学生持参ノート）
参考②

実習フローチャート

学生：
成果のプレゼンテーション
（１人約10分）
自己評価シートを提出
ご担当者様：

週報（学生持参ノート）

月報（学生持参ノート）

学生：
1週間の振返りを記載

学生：
1カ月の振返りを記載

学生：
実習当日分は帰宅して記載、
配布資料をノートに添付し、 翌週にご担当者様に提出
整理

最終週

フィードバック
＋
学生に対する評価シートを渡し
てください

最終週のどこかでご担当者
様に提出

翌日ご担当者様に提出

ご担当者様：
押印後、朝に
学生に戻してください

ご担当者様：
可能な限りフィードバック
をお願いします。その後、
朝に学生に戻してください

ご担当者様：
フィードバックをお願いし
ます。その後、最終日に学
生に戻してください

1 社における 1 カ月のフローチャート

これを 3 社繰り返す

ション、フレームワーク
などの思考法、問題発見・
解決法についてトレーニ
ングを重ねている。特に、
論理思考を大切にしたプ
レゼンテーション力の育
成に注力している。
最初に述べた本学の教
育目的を達成するための
三つの方針がしっかりと
押さえられていることが
大前提であるが、その上
で、1 年後期から 2 年前
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期の企業実習がこの産学連携キャリア創造コースのコアとなり、
「新人研修の必要がない学生」を具体的な人
物像として目指す。実習は、1 年後期、３社にて 1 カ月ずつ長期就業体験
（企業研究Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 313.5 時間、
9 単位）
、2 年前期、１社に絞り 14 週から 15 週の有給インターンシップ（企業研究Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ 364 時間、
13 単位）である。1 年後期就業体験は、学生が希望する 3 社とのマッチング（リモートも使った学生・企業・
担当教員の粘り強い話し合い）は無給の就業体験で、業界の違う仕事を体験、観察する。2 年後期は、1 年
生で就業体験した 3 社の中から 1 社に絞り有給で 14 ～ 15 週の実習を行う。基本的に学生が望み企業もそ
れを認めた関係で実習が行われ、もはや実習というより勤務となる。入社したばかりの新入社員と比べられ
ながら業務に取り組む環境は、有給であり長期であるからこそ、厳しさと実践的な学びが得られる。

■短期大学 2 年間の半分がインターンシップ

1 年後期、１人３社 3 カ月間、１社あたり１カ月間、週 3 日の無給インターンシップ、実習日数 36 日。

週 2 日は学校に戻り、毎週のインターンシップ成果と課題について振り返る。その他教養科目を受講する。
実習だけでなく学科として求められる CP にも関心を持ち、学修視野を広げる。2 年前期、１社に絞り３カ
月間、週 4 日の有給インターンシップ、実習日数 50 日。2 年間でトータル 86 日のインターンシップで職
場にある様々な仕事（人、商品、会計、物流、情報など）について広範囲に体験、観察、訓練ができ、一定
の業務を任せてもらうことで仕事のつながりを理解し、他者とのコミュニケーションや業務目的を深掘りす
る目的意識の涵養（かんよう）ができる。有給であることで、学生はリアルな職場でお客様扱いされず「仲
間」として扱われ、同時に仕事成果や職場への貢献を求められ失敗も成果も職場で共有する現実を生で学ぶ。
社会で求められる人間関係や失敗しても真摯にその失敗に向き合い、ダメ出しをもらっても何度もやり直す
意味を理解する。長期であるがゆえに、また 2 年生前期は有給であることから学びだけでなく職場への貢
献が求められる。1 年生後期インターンシップ開始時は、半年前まで高校生だった学生にとって、長期間の
意欲継続は簡単ではなく、環境変化に耐え
られずエンストを起こす。しかし、長期だ
からこそ、短大側の支援が大きな意味を持
ち、学生が“挑戦する”
“キャリアの礎を
築く”重要な時間となり、それを短大・企
業と共有することで産学双方の連携教育と
しての厚みが生まれる。そして、
“やり遂
げる実感”を体得していく効果は短期のイ
ンターンシップでは得られない。学生のエ
ンストやトラブルは、短大と企業のホット
ラインを機能させ（普段からの信頼関係作
りが肝）、スピードと短大側のフットワー
クで修復できることがほとんどである。

日報（インターンシップノート）

■企業との信頼関係づくり

知識と経験の融合と他者と積極的に関わる力を付け、社会で生き抜く力を育む教育目的およびそれを達成

した人材像として「新人研修の必要がない学生」を育成する短大の考え方について受け入れ企業に説明し、
十分に理解してもらった企業と連携協定を交わし、具体的な運営・評価方法について参画してもらっている。
これらはコーオプ教育をやるなら当然のことであるが、企業独特の方針や慣習がありそれらについて具体的
に意見交換をしていく必要がある。協定を交わせた企業は、長期および有給インターンシップが初体験であ
6
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ることがほとんどで、インターンシップ運営について互いの齟齬（そご）がないよう「一緒に学生を育てて
いる」マインド形成を図っている。
コーオプ教育、キャリア教育に関するアカデミックなレクチャーは重要であるが、何よりも重要なのは、
事前に学生とのコミュニケーションを充実させることである。口で言うほど簡単ではないが、学生の企業研
究プレゼンや企業による事業紹介プレゼンなど双方が互いを知ろうとする情報提供の場や授業を通した交流
の機会を粘り強く作る。
「コロナ禍中」でもあり、企業側の提案でリモート会議を状況に合わせて活用している。学生が作成するイ
ンターンシップノートへのフィードバック、学生のインターンシップ計画や成果のプレゼン実施、期間中の
面談など各企業の業態に合わせて実施し、双方の負担と教育目的のバランスを考え、効率化を図っている。
コーオプ教育研究所を学内に設置すべく、提携企業、外部コンサルタント、専門人材との定期的な情報・意
見交換会を持って地場企業との関係づくりを進めコーオプ教育の安定的な質の向上を図ることを目的に各組織
と調整を進めているが、この研究所に知識や経験を蓄積し、その知見を社会に発信していくことになる。

■課題と今後の可能性

コーオプ教育は、学生サポートと企業との密な連携なくしては成り立たない。各役割を担うフットワーク

と熱意ある人材が不可欠となる。大学、担当教員・専門職員、受け入れ企業の協力体制が互いの信頼関係を
生み出し、そのコミュニケーションを学生が肌で感じることが、学生のやる気を引き出し、学修を勇気付け
る。大学と企業、教職員と受け入れ現場担当者、そして学生の 3 者のコミュニケーションを「教育」とい
う情熱でつなぎ、活性化させ続けることが、常に、大きな課題となる。この課題解決のために、担当教員の
大学内、受け入れ関係者、学生への働き掛けに連続性が求められる。また、企業にとって納得感のある専門
知識を教員は身に付けておく必要がある。こうした教員、そして教員をサポートする専門人材を配置できる
かどうかが最大の課題である。同時に、これらの人材を育成していく仕組みの考案もこれからの課題であ
る。
コーオプ教育に理解を持ってもらう社会活動や企業開拓の課題も小さくない。コーオプ教育について情報
を持つ企業、団体は、まだまだ少ない。本校の心意気としては、産学連携キャリア創造コースを成功させ、
その成功プロセスを
多くの人たちに知っ
てもらえることが
コーオプ教育の唱道
活動になると信じて
いる。
私たちの取り組
みは、まだ緒に就い
たばかりである。た
くさんの難問が見え
てきている。それら
を 乗 り 越 え る 先 に、

1 年後期終了時に企業様をお招きした成果発表の様子

コーオプ教育が多くの人に認められ社会に広く定着する姿があると信じている。本校は、その先頭に立ち続けたい。
＊1 F
 D は、ファカルティ・ディベロップメント。大学の教育の内容および方法の改善を図るための教員の組織的な研修等の略。SD は、スタッフ・

ディベロップメントの略。管理運営や教育・研究支援までを含めた、教職員の資質向上のための組織的な取り組みを指す。

2022.4

7

特集
Feature

短期大学

栄養士の卵「しののめベジガール」
の挑戦
松山東雲短期大学
食物栄養学科

田中

たなか

洋子

ようこ

松山東雲短期大学は、1886 年に四国で最初の女学校として、キリスト教精神に基づく教育を実践して
135 年になる。食物栄養学科は、1957 年に松山東雲栄養学院が設立されてから栄養士の養成を行い、間も
なく 65 年を迎える。
2020 年には、松山東雲短期大学食物栄養学科２年生の亀岡ゼミ・田中ゼミの学生で構成する「しののめベジ
ガール」が、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」に選定された。結成４年目のことである。

■「しののめベジガール」の誕生

2015 年の「平成 27 年愛媛県県民健康調査結果」より、愛媛県では、特に 20 ～ 30 歳代の若い世代にお

いて朝食の欠食率が高いことや、野菜の摂取量が目標量 350g に比べて約 270g と少ないなど、食生活におい
て様々な問題があることが明らかとなった。そこ
で県では、愛媛のものづくりを担う若い世代・働
き盛りを対象に、バランスの取れた食事は「健康
寿命の延伸」につながるとして、食生活・栄養改
善に向けた取り組み「愛顔の E-IYO（えがおのえ
いよう）プロジェクト」を推進。食物栄養学科は
2016 年には県と連携し、若い世代にも簡単に不足
分の野菜が摂れる朝食レシピを考案し、レシピは
県のホームページにも掲載されている。この活動
が翌年 2017 年の色とりどりの野菜帽がトレード
マークの「しののめベジガール」の誕生につながる。

写真１

３代目しののめベジガール

東温市健康フォーラムにて

■活動の概要

２年次の通年科目として、週１コマの「卒業研究」がある。2017 年より亀岡恵子教授のゼミと合同で実

施し、教員は、学生指導はもちろんのこと、連携先との調整や諸機関への働き掛け、イベント準備や情報発
信などを行う。ゼミを選択した学生たちは、愛媛県と連携した「愛顔の E-IYO プロジェクト」ほか地域課
題解決に取り組んでいる。

■産官学連携の継続した取り組み

① 2017 年（連携先：1 件、啓発活動日数：8 日、メディア露出数：2 件）
愛媛県包括連携協定企業のカゴメ株式会社と連携し、コップ１杯で愛媛県民の不足分の野菜が補える野菜
スムージーや野菜スープレシピを考案し、カゴメ「親子手作りケチャップ教室」ほか、年間８回の啓発活動
8
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に取り組んだ。
野菜スムージーは学内スムージーコンテストを経て、カゴメの管理栄養士よりレシピのブラッシュアッ
プ、商品紹介や声掛けの仕方についてもご指導いただいた。学内の生協食堂とも打ち合わせを重ねて販売に
至り、この開発プロセスは、地元ニュースで放送され、多くの反響から、
「初代しののめベジガール」のや
りがいや自信につながったようであった。
② 2018 年（連携先：2 件、啓発活動日数：8 日、メディア露出数：7 件）
新たに西条保健所・東温市より連携依頼をいただき、西条市の産直市場「周ちゃん広場」において、
「し
ののめベジガール」が考案したスムージーの試飲活動や３日間限定で販売を行った。新聞に掲載されたこと
もあり、３日間とも午前中で完売。また「東温市健康フォーラム 2018」においても、スムージーの試飲や
ステージ発表などを通して「朝食を食べよう！野菜を食べよう！」の啓発活動を行った（写真１）
。
食育月間の６月には地域への啓発活動として、花園まちづくりプロジェクト協議会（松山市後援・協力）
が主催する「お城下マルシェ花園」にて、スムージーの販売をしながらリーフレット配布による啓発活動を
行った。スムージー 200 杯は５時間で完売し、不足分の野菜の摂取方法として、１歳の子どもから高齢者
まで大好評であったこと、また、
「２代目しののめベジガール」が考案した「ベジスイーツ」の一つ「人参・
ほうれん草のシフォンケーキ」も完売でき、責任を持って売り切れた達成感を感じるとともに、学生たちの
大きな自信となった活動であった。
これらの取り組みは、四国の地域課題の解決に知恵を絞る「四国活性化プロジェクト 2018」のイベント
に先立ち、愛媛県を代表した取り組みとして愛媛新聞に掲載された＊＊ 1。
③ 2019 年（連携先：4 件、啓発活動日数：10 日、メディア露出数：23 件）
「３代目しののめベジガール」は、これまでの連携に加えて新たに、大塚製薬株式会社、フジ株式会社の
小学生親子を対象にした「家族で大豆を育てよう！」イベントでの食育や、帝人株式会社との「麦麦ごはん」
の開発・学食での販売を行った。
「家族で大豆を育てよう！」
イベントでは、農業経営者の指導の下、小学生親子 21 組が
「しののめベジガー
ル」と一緒に種植えから収穫まで行い、「しののめベジガール」考案の４品を調理し、収穫したての味を堪
能した。食生活改善普及運動月間の啓発も行った。
「麦麦ごはん」は、日本人の成人女性は食物繊維の摂取量が不足していることより、愛媛県産のもち麦と
帝人のスーパー大麦、それぞれの食物繊維の特性を生かしつつ、お茶碗１杯で不足分が解消できることを目
的に開発。販売開始 30 分で売り切れる学食の人気メニューとなった。帝人の東京での新商品発売会にも参
加させていただき、健康課題の解決には、
「当事者意識」と「専門性」が重要であることを学べた。
④ 2020 年（連携先：2 件、啓発活動日数：1 日、メディア露出数：3 件）
新型コロナウイルス感染拡大に伴いイベントが次々と中止になる中、久万高原町（くまこうげんちょう）
の教育委員会より、上浮穴（かみうけな）高校学生寮「星天寮」の夕食献立作成の協力依頼があった。活動
の機会を失ったほかの２ゼミと一緒に、
「スマートミール」
（2018 年に開始された「健康な食事・食環境」
認証制度）の基準を満たした 16 種類のレシピを掲載した「
『しののめレシピ』2021」を作成した。
10 月には大洲市主催の「食育講演会」
（テーマ：
「野菜で“からだ革命”with しののめベジガール」
）が、
感染予防対策を講じ、参加者を中・高校生と食生活改善推進員約 60 人に限定して実施された。スムージー・
麦麦ごはんを配布し、野菜摂取量テストやアンケート調査、ステージ発表を行った。後日来場者からは、
「学生の皆さんの姿がとても素敵で、野菜のことがよく分かり、しっかり食べるようにしたいです」
、
「栄養
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士の仕事にとても魅力を感じました」など、うれしいコメントをたくさんいただいた。
「４代目しののめベジガール」のイベント活動は１回であったが、学生たちにとっては、貴重な経験とな
り、「相手に分かりやすく伝える力と計画的に物事をすすめ、周りの人と協力する力が身に付いた」、
「でき
ることを探して実行することの大切さを学んだ」と１年を振り返った。

■初めての商品開発から「しののめ魚魚っとガール」誕生へ

愛媛県は養殖真鯛の⽣産量が⽇本⼀であるが、2020 年、コロナ禍で飲食店向けの流通が滞り、出荷価格

が低迷してしまったことから愛媛県産養殖真鯛の需要拡大にも取り組んだ。
これは、
「２代目しののめベジガール」の１人が卒業後、愛媛大学農学部に３年次編入をし、卒業研究と
して養殖真鯛の消費拡大のための加⼯⾷品の開発・商品化に取り組むことになり、
「４代目しののめベジガー
ル」に協力依頼があったことに始まる。そこで、愛媛大学と愛媛県八幡浜市の養殖真鯛業者である株式会社
オーシャンドリームとの共同研究・開発をすることになった。
まず初めに、⽔産加⼯会社から提供されたマダイの加⼯商品、試作品について、調理プロセスの適正化、
商品の優位性などを検討。この結果を基に、試作を重ねてウコンとミカンの⽪を加え機能性⾷品として販売
候補のスープカレー４品と、タイの消費につながる６品を完成させ、試食会を行った。人気のカルパッチョ
を筆頭に、随時商品化されることになり、2021 年度も「５代目しののめベジガール」が引き続き加工商品
の開発に取り組んでいる。
そのような中、高級魚とされるマハタ・キジ
ハタのレシピ開発に、愛媛県農林水産研究所水産
研究センターから委託を受けた愛媛大学との共同
研究で取り組むことになった。野菜帽から魚の
帽子に装いを変え、愛媛の魚の魅力を発信するべ
く「しののめ魚魚っと（ぎょぎょっと）ガール」
を結成し、試作を重ねて２魚種の特徴を生かした
10 品を完成させた（写真２）
。このレシピ開発が、
販路拡大につながることを期待したい。
2021 年度の連携先は 6 件、啓発活動日数 4 日、
メディア露出数 14 件であった。

写真２ 「しののめ魚魚っとガール」 マハタ・キジハタの試食会にて

■成果と今後の方針

「しののめベジガール」
「しののめ魚魚っとガール」の活動は、学生が教室で得た知識を生かして社会貢献

活動を行い、これにより学生と地域社会が連帯することで双方に利益がもたらされる、まさに実践型・循環
型の教育プログラム、サービス・ラーニングであると言える。
産官学連携プロジェクトのメリットは、①活動が注目されてマスメディアに取り上げられやすくなり、波及
効果が高まること、②連携することにより予算獲得が可能となり、活動の質・量が高まること、③行政や企業
の管理栄養士の姿をロールモデルに、学生がキャリアビジョンを描けるようになることなどである。
愛媛県は、瀬戸内海、宇和海という二つの海に臨み、魚類養殖生産量で 42 年連続１位を獲得している。
「魚離れ」が加速する中、今後は「しののめ魚魚っとガール」としても県民の魚食推進に産官学連携の力を
注ぎ、ステークホルダーの皆さまとともにシナジー効果を生み出していきたい。
＊＊ 1 若
 い力
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地元企業との連携による商品開発への取り組み

鹿児島女子短期大学

寺師

てらし

睦美

むつみ

■プロジェクト活動の背景

鹿児島女子短期大学は、2014 年度より「地（知）の拠点＊１」活動の一環として地域との密接な連携に基づ

く実践的教育による地域活性化の意欲的な担い手の育成を目指している。全学的には、既存の全学必修科目
「ＷＥ ＬＯＶＥ 鹿児島！」を中心にＣＯＣ科目を充実させ、研究、プロジェクト活動などの継続的な実施に
努めた。食物栄養学専攻では、本専攻 1 年生と 2 年生、教員、助手を構成メンバーとした食と食育に関連
する「鹿女短スマイル食育プロジェクト」を立ち上げ、各教員の専門分野や連携する企業の特性に応じて活
動を行った。
主な活動内容は、契約を締結した地元企業と連携して地域食材を活用し、企業の要望や地域の課題に基づ
いた研究・開発を推進し、製品販売の実施などである。企業を通して地域の現状に触れる機会を増やすこと
で、学生の「ローカル・アイデンティティ」を培い、地域課題に意欲的に取り組む人材教育の充実を図るこ
とを目的とした。１年間の活動は、講義や学内外の行事に沿って計画的に運営され、年度末に学生が各プロ
ジェクト活動の成果を発表し、相互に次年度の活動目標や活動内容を改善につなげ、さらなる教育効果の向
上を目指して継続的に活動した。
鹿児島県いちき串木野市の鹿児島協同食品株式会社は、鹿児島県経済連グループ（ＪＡグループ）の一つ
で、地域に密着した取り組みを推進する企業である。鹿児島県産や国産の食材の特徴を生かし、食肉加工課
（ウィンナー・ハム・ベーコンなど）
、日配製造課（豆腐・麺・こんにゃくなど）
、惣菜製造課（冷凍食品・餃子・
煮物など）の三つの専門工場で製造し、その商品は同グループの株式会社エーコープ鹿児島の県内一円にあ
る各店舗にて販売される。
本学は、鹿児島協同食品とともに鹿児島県における地産地消の実現に向けて、
「食」全般に対するニーズ
や高齢化社会への配慮、高まる安全志向などについて、本学、ＪＡグループ一体となって研究を行うこと
で、新しい「食」の可能性を創造・追及していくことを目的とし、2005 年 4 月に本学と覚書を交わした。
その後、2016 年 4 月に協定書を締結し、鹿児島協同食品と連携した取り組みを行い、社会の現状やニーズ
に対応した幅広い見識および実践的な技能を修得し、約 5 年にわたって地域社会に貢献できる人材育成を
目指す活動を行った。

■活動の概要

鹿児島協同食品とのプロジェクト活動の主旨は、各ライフステージにおいて社会のニーズに対応した「女

性および栄養学的」視点からレシピを提案し、商品化を進めることである。鹿児島協同食品からは、若い女
性の意見や、栄養学的エビデンスを基にした提案の要望があり、学生の感性や日頃の講義の学習内容を反映
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することを心掛けることとし、2015 年から連携活動を開始した。プロジェクト名は、2016 年度の本プロ
ジェクト発足当初の学生が「Healthy & Smile プロジェクト」と命名した。
依頼される食材は、主に鹿児島県産や日常的に食生活に用いられ、工場のラインで製造可能なものであ
る。商品化後は、商品を用いた調理方法や献立のアレンジなど、健全な食生活となるように予防医学的な観
点から食品の選択や調理の工夫など献立の提案を検討した。鹿児島協同食品と連携し、2016 年度から開発
した商品を示す（表 1）。
メンバー構成は、前年度末に学生の希望を募り、4 月初めに新メンバーが決定された。1 年生と 2 年生を
それぞれ四つの班に分けて、プロジェクトリーダー・副プロジェクトリーダーを選び、各班長・副班長、学
内外行事や商品開発作品発表会・試食会などの担当者を決定した。活動計画と日程は、学生と鹿児島協同食
品が対面して意見交換し、実現可能な計画を検討した。その際は、学生の学習や企業の運営に大きな影響が
ないように、実施項目と時期を話し合い、状況に応じて調整を行った。６～７月は、鹿児島協同食品が製造
する商品のモニタリング、パッケージや資料などの作成、開発中の商品のアンケート調査などを実施、８～
10 月は、学内外行事に応じたレシピ提案と試作、開発中の商品アンケート調査の実施、資料作成など、一
般の方や学生を対象とした行事で直接意見や感想を伺い、情報収集と改善に努めた。11 月以降は、新しい
テーマの商品開発作品発表会・試食会開催のために、学生は「商品提案書」を検討し、各自でレシピ提案作
品を試作した内容をレポートとしてまとめて提出した。食材の特徴や栄養的効果、調理方法対象者や食べる
状況に応じたニーズなどを考えて、日頃の講義、実習での学びや成果を発揮できるように指導した。１月に
は、学生が作成した「商品開発提案書」から企業が選抜し、その作品を班ごとに分担し、発表準備に取り組
んだ。その後、さらに作品の特徴を際立たせるために、班ごとに作品の試作を行い、食材の特性や栄養的効
果、調理方法、盛り付けなどを検討した。発表用スライド作成と発表準備、調理作業の衛生管理、食材の発
注、会場設営などを鹿児島協同食品と学生、教員・助手で話し合い、分担しながら具体的に進め、２月の商
品開発作品発表会・試食会の開催に向けて準備した。
２月に商品開発作品発表会・試食会を開催し、鹿児島協同食品とエーコープ鹿児島から評価と助言があり、
計画から発表に向けた工程や内容を反省し、それぞれの改善につなげた。３月は、エーコープ鹿児島にて開
発された商品の販売促進活動を行い、直接、消費者に提供する機会を得て、商品のアピールや日常生活への
活用方法などを説明する体験をした。３月の製造工場の見学研修では、各工程や衛生管理、原材料搬入から
製造工程、検査、搬出など、商品の提案から製造、販売までの流れを具体的に学んだ。

■活動の成果と課題

本プロジェクト活動を行うにあたり、学生が主体性と目的意識を持つことや、情報を共有できる関係性の
表１

年度
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鹿児島協同食品株式会社と産学連携等により商品化されたもの

商品名

概要

2016 年

レバーメンチカツ
おひさまチャーミントン丼

鹿児島特産の豚肉と豚レバーを用いた副菜と主食

2017 年

豆乳デザート（抹茶風味・ココア味・バニラ味）
豆乳コロッケ

大豆を主原料とした豆乳と豆腐を用いたデザートと副菜

2018 年

大葉香るこんにゃく味噌団子
ビーフシチューパイ

鹿児島特産の肉類と野菜を主原料とした惣菜

2019 年

緑茶煮豚
ベジ揚げ
欲張りさつまがね

鹿児島特産の肉類と野菜を主原料にした新しいスタイルの郷
土料理惣菜

特集

2019 年度に商品化された「ベジ揚げ」
「現代風にアレンジした郷土料理～郷土料理を未来に伝承していくためには～」をテーマに、鹿児島特産
の野菜や肉を主原料にした郷土料理を、嗜好や携帯など工夫することにより、幅広い年代や現代の生活に
取り入れやすい新しいスタイルの郷土料理惣菜を提案した。

構築を心掛け、鹿児島協同食品の担当者と学生、教員・助手の作業分担、スケジュールを明確にして、検討
会では相互の情報を共有し、いろいろな状況に対応できるよう努めた。その他、製造工場の流れや消費者
ニーズなど、現実的な事項について説明を受けることができ、商品開発のやりがいや難しさも理解するこ
とができた。レシピ提案で食品の栄養、機能性を理解し、調理方法を研究する中で、各ライフステージや代
謝、疾病などの理解が必要であり、日頃の講義で学ぶことを商品開発で実践することでフィードバックし、
必要な科目や理解する方法の工夫、演習や技術の研さんにつなげることができたと考える。
本専攻の卒業生が、企業の栄養士として本プロジェクトを担当しており、商品開発の過程において明確な
提案や助言があることで、学生が理解しやすく意欲的に取り組むことができた。本プロジェクトメンバーの
学生１人が、商品開発や企業での栄養士業務に興味を持ち、鹿児島協同食品に採用され、現在も活躍してい
る。企業が目指す目標や要望を理解し、販売促進活動で消費者と接することで、社会や消費者ニーズを直接
感じることができ、実践的な経験を通して栄養士として必要な技能の習得に効果的であり、進路の選択や社
会人への成長にもつながったと考える。
商品開発の提案には、身近な家族や日常生活、社会や経済などを日頃から認識することが必要である。こ
のプロジェクト活動を通して、講義や教科書で学ぶ基本的かつ専門的な技能について、
「誰に」
「何を」
「ど
のように」生かすのかを明確にし、対象者や社会での目的、方法などをしっかり伝えることで、学生の理解
や興味が深まり、社会や周りの人々に役立つ存在になる喜びも感じる経験が可能となる。
今回のプロジェクト活動は、班活動で複数の学生が関わるため、コミュニケーションを図り協力体制を作
ることに努め、各班の特徴に即した指導やサポートが必要であった。学業と並行して取り組む際には、学生
の主体性を生かしながら、活動意欲を高める指導も大切だと痛感した。プロジェクト活動から学んだことを
生かして、社会の状況や地域の課題解決に向けた人材育成や研究につなげることに努めたいと考える。
＊ 1 文部科学省

地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）
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短期大学

産学連携：いざっ ! カレー部頂上決戦

愛国学園短期大学 学長

平尾

ひらお

和子

かずこ

■ 3 短大参加プロジェクト始動

短期大学は、大学と同様に一般教養科目を履修して教養を身に付けることができるとともに、職業や実際

の生活に役立つ能力を育成するための学問を体系的に学ぶことができる教育機関である。2 年ないしは 3 年
間という短い在学期間のため、四年制大学に比べて応用の分野を身に付けることが困難な場合もあり、近年
の進学率は減少傾向にあることも事実である。そのような中で、短期大学ならではの魅力を発信し、卒業後
に企画力、実践力、応用力、積極性、協働性などの能力を自然と身に付けさせる方法はと問われれば、学生
を産学官連携による企画に参加させることであることを推奨したい。もちろん、産学官と三つが揃わず、産
学、官学との連携でも同様である。そのような考えで本学も積極的に取り組みたいと考えていたところ、新
型コロナウイルス感染が報道される以前の 2019 年に、株式会社マイナビが運営する進学情報サイト「マ
イナビ進学」（以下、マイナビ）によって企画されたプロジェクトに参加する運びとなった。本来であれば、
新渡戸文化短期大学（東京都中野区）と戸板女子短期大学（同港区）の 2 短大だけで参加してもよい企画だっ
たにもかかわらず、大きな心で本学をお誘いくださった。昨今の短期大学進学率が減少している中で、短期
大学の魅力を発信して応援する旗振りをマイナビがしてくださったこともありがたいことと感じ、参加させ
ていただくことにした。2020 年の 1 月に 3 短期大学での会議が開催され、コーディネートしてくださるマ
イナビからは、企業との産学連携企画として進めたいとの方針が示されたことに加え、3 短期大学でもその
必要性を感じていたことから、企画の方向性が決定した。しかし、この時点では具体的な企画内容は固まっ
ておらず、その後企画内容に応じた企業に協力をお願いすることとした。

■企業との連携

当初は、音楽フェス会場において各短期大学が開発したカレーを販売する企画に決まり、ハウス食品株式

会社が協力企業として参加してくださることが発表された。しかし、新型コロナウイルス感染が広がる状況
の中、学生を安全に参加させることへの懸念が生じたためこの企画の実施は３校で見送ることとした。その
後、マイナビから新たな企画案を提示いただき、その中から各短大が熟考を重ね、ウェブ上での展開も加え
た「三短大カレー部頂上決戦」企画に決定した。協力企業であるハウス食品は、カレールウの提供と最終の
レシピチェック、学生が提案したレシピやプレゼンテーションの審査への立ち会いなど、要所要所でわれわ
れ 3 短期大学を支えるサポート体制を作ってくださった。これにはマイナビの協力があったからこそと思っ
ている。当初、短期大学は在学年数が短いために時間割が密であることに加え、資格取得のための校外実習
や事前事後学習も控えており企画自体を遂行できるかどうかの懸念もあったが、両企業のサポートはわれわ
れとしても大変実施しやすかった。産学官連携は当事者同士で連携を組むことが多いが、今回のようにコー
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ディネートする企業が中に入ってくれることで、企画が非常に実施しやすくなることが分かった。また、企
業は多くのノウハウを持っており、商品開発の仕事に近い将来就きたいと希望している学生たちには憧れの
的である。そのような企業の方たちの意見を伺うことが、本学の食物栄養専攻の学生にとっては、さらなる
成長につながるまたとない機会であった。半面、特に私は調理科学を専門としているため、レシピ提案をで
きる学生として成長させることができているのか、日頃からの教育の長所短所を見直す機会にもなった。ま
た各学生が楽しく有意義な企画参加になるように、学長として関係する教職員にも要請して勉強や試作がで
きる環境作りにも努めた。

■本学の教育方針

東京都江戸川区に本部を置く本学は今年創立 60 周年を迎える家政科単科の短期大学であり、生活デザイ

ンと食物栄養の二つの専攻を持つ。本学の建学の精神は、
「社会人としては豊かな知識と技術とをもって経
済的に独立し、家庭人としては美しい情操と強い奉仕心とをもって一家幸福の源泉となる、健全な精神と身
体とをそなえた女性の育成を目的とする」である。定員も少なく小規模な短期大学であるため、学生と教職
員との距離も近く、学生とのコミュニケーションを随時取ることができる特長を持つ。
今回の企画に参加したのは主に食物栄養専攻の学生であり、栄養士を目指している。食物栄養専攻の教育
目的は、
「人々の健康の維持増進に寄与する食の専門知識と実践力を備えた有能な社会人、かつ、健全な家
庭人の育成」であり、教育目標は、①食材を理解し、調理技術に長けた栄養士の育成、②ニーズに合った献
立を提案できる栄養士の育成、③他者に対する配慮と豊かなコミュニケーションを身に付けた栄養士の育成
である。
これらの能力を付与するための科目は、本学のカリキュラムに全て入っているが、カリキュラムだけで企
画力や応用力までを 2 年間で教授することには無理があるため、今回の産学連携
「三短大カレー部頂上決戦」
企画によって、学生に応用力、実践力がどれくらい身に付くのか、興味深い挑戦となった。

■「カレー部頂上決戦」出陣準備

2020 年 8 月以降になると、マイナビのコーディネートや 3

短期大学の協力体制ならびにハウス食品のご協力により、今回
の「食品ロス問題を考える」プロジェクトがスタートした。本
学は他学と競うよりも、この企画を学生の教育のために積極的
に使わせていただく思いで、全学的に参加する企画と位置付け
て準備を開始した。また、本学では食品ロスに加えて、地産地
消や 1/2 日分の野菜摂取などの副題も入れることにした。生活
デザイン専攻の学生は応援ポスターの作成を、食物栄養専攻の
学生がカレーレシピの開発を担当することとした。
①生活デザイン専攻
衣食住、家族関係、家庭経営、福祉、介護、医療事務とい
う、幅広く家政学を対象とした専攻であり、デザイン関係の科
目も多くある。そこで、決戦に向かって取り組む本学学生を応
援するポスターを、学生が各自作成する課題を設定し、専攻の
教員が優秀作品を選択して賞を与えた。学生の能力は教育に
よって急激に成長する場合があり、普段は目立たない学生が斬
新なポスターを作るなど、驚かされることも多かった。優秀賞、

写真１

決戦に向けた学内応援ポスター
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キャッチコピー賞が決定し、学内はよりカレー決戦に向けたムード作りが出来上がった（写真 1）
。
②食物栄養専攻
ハウス食品のカレールウの種類はウェブ上のくじ引きで決定され、3 短期大学は別々のルウを用いてカ
レーのレシピ開発をすることとなった。1 回目のレシピ提出は各短期大学から三つを提出することになって
いた。全学生が参加する企画と位置付けていたため、まずは専攻の全学生から一つずつレシピを提出する
課題を設定し、写真と作り方を書いたレポートを
提出させた。その中から、専攻教員と食分野を担
当する教員、助手が集まり、レシピの優秀作品を
選び、賞を与えた（写真２）
。次に、有志の学生を
学年にかかわらず、五つのグループを作り、その
グループ内で話し合いながらレシピを磨き上げて
いった。続いて、各グループで作ったカレーを学
生と教職員で試食し、五つのレシピから代表とな
る三つのレシピを決定した。この間の環境づくり
要員である教職員は、予想以上に仕事が増えたが、
「学生のために」を合言葉として、誰もが快く協力
写真２

学内における優秀レシピ賞を受賞した食物栄養専攻の学生

してくれた。

■いざ！決戦—企業による審査—

企業による 1 回目の審査は、3 短期大学で競うのではなく、各短期大学が提出した三つのレシピから一つ

のレシピに決定するための審査であった。この時点で新型コロナウイルスが蔓延（まんえん）し、対面によ
るプレゼンテーションはなくなったため、フォーマットに従ってコンセプトや材料、作り方などを書いた原
稿として提出することになった。本学では、プレゼンテーションを想定して 3 グループともにプレゼンテー
ションの練習をさせていたので、動画も送付し、人前で話すことの大変さを理解してもらった。
この後、決戦の舞台となる新渡戸文化短期大学において、
「三短大カレー部頂上決戦」のキービジュアル
撮影と企画 PR 動画の収録がマイナビ主導で行われた（写真 3）
。
2 回目の審査は、3 短
期大学での決戦であった
が、新渡戸文化短期大学
の施設をお借りして開催
された。当日、学生は私
たちのもとを離れ、実際
にカレーを作り、誘導の
方の指示に従って会場に
移 動 し、 プ レ ゼ ン テ ー
シ ョ ン を 行 っ た。 ま さ
に、入試に向かうわが子
を見送る母親のような気
分であった。審査結果発
表のときを迎え、優勝校
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写真３

三短大カレー部頂上決戦のキービジュアル画像
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として本学の名前がアナウンスされたときは、今でも忘れられないほど興奮した。ただ、いずれの短期大学
共に僅差だったと考えられ、産学連携で 3 校の学生共に多くのことを学んだと推察する。

■産学連携による学生の成長

この産学連携プロジェクトを最後まで経験した学生は、①期限内により良いものを制作・提出するための

努力、②自分たちの思いや内容を的確に伝えるためのコミュニケーション力、③プロジェクトに関わる多く
の方へ感謝することなど、これらの必要性に気づき知らないうちに成長してくれたように思う。そのため、
彼女たちは、いつ、どこで、誰とでも、大きな声で、挨拶し、自分の考え方を述べ、相手の話をきちんと聞
き、大勢の人の前でも発表することができるようになった。この頂上決戦はおかげさまで、カレーレシピと
プレゼンテーションの総合評価で第一位の成績をいただくことができた。実は本番では 2 年生がプレゼン
テーションを行う予定であったが、就職活動のため、決戦当日は 1 年生が代役となった。しかし、全員が
プレゼンテーションできるように準備をしていたため変更は容易であり、最終審査では、カレーレシピのコ
ンセプトや味、ネーミング、福神漬けまでもほめていただいた（写真 4）
。また、緊張感たっぷりで臨んだ
プレゼンテーションについてもおほめ
いただき、感無量で企画を終えること
ができた。その様子を見せてもらった
われわれ教職員も、共に成長させても
らった感があり、どんなことでも自分
の手で PDCA ＊ 1 サイクルを回すこと
が必要であることを教えられた。学生
たちも短期大学の一員として参加した
ことは、アルバイトのような個人の利
益での仕事でない分、成長が大きかっ
たようである。その時 1 年生で参加し
た学生がこの 3 月に卒業した。全員
が大きな有形無形の財産をもって卒業
することができたように感じられるの
は、私だけであろうか。

写真４

優勝したカレー「ムダなしカレー～地産地消を考える～」

■短期大学における産学官連携の必要性

本学では、このプロジェクトに参加させていただき、大変良かったと感じている。レシピの書き方などは

ハウス食品のご担当者が丁寧にご指導くださったが、その対応の仕方やレシピ記載についての考え方もこれ
から栄養士として働く学生たちに多くの力を与えていただいた。今回の産学連携では、企業の方にとっても
通常の業務以外の時間を費やすことになったに違いない。しかし、今後の学生の成長を考えて、できる限り
のことをしてくださったと思う。学生たちはいずれ逆の立場になって、指導する側に立つかもしれない。そ
の時に、困難に対して努力した人だけが得られる自信と経験が次の世代を後押しする力になるのだと思う。
本学は応用力を持った人材を輩出するため、産学、官学と連携していろいろな取り組みを行っている。
「短
期大学も捨てたものではない。2 年間でも素晴らしい取り組みができるのだ」と理解していただき、短期大
学の学生を増やすべく、今後も産学官連携に参加していきたいと考えている。
＊ 1 Plan（計画）
、Do（実行）
、Check（測定・評価）
、Action（対策・改善）
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短期大学

「みんなが知っている元気なおだたん」
を
地域に発信
小田原短期大学
乳幼児研究所 所長

宮川

萬寿美

みやかわ

ますみ

■「神奈川西湘地区に女子の高等教育機関を」から 65 年

小田原短期大学は、1957 年、「神奈川県の西湘地域に女子の高等教育機関を」という地域の方々の熱い

要望を受け、箱根の山を背景に、前には相
模湾を臨む小峰の地に、旧閑院宮別邸を寄
付していただき「小田原女子短期大学」と
して開学された。開学以来 65 年、同窓会
人数も 1 万 3000 人を超え、地域でたくさ
んの卒業生が活躍しており、学校の実習支
援・就職などに強力な支えとなって下さっ
ている。
2014 年に、学校法人三幸学園と法人合
併、その時、通信教育課程の開設に際し、
学校名から女子が抜け、「小田原短期大学
（小田短）」となった。食物栄養学科・保育
学科の通学生と保育学科の通信課程生が在
学する学校である。

小田原短期大学

■乳幼児研究所とは

本学は、高等教育機関の短期大学であると同時に免許・資格を付与できる専門家を養成する「養成校」で

ある。食物栄養学科は、栄養士・栄養教諭を養成、保育学科は、保育士・幼稚園教諭を養成している。教員
は、大学教員としての専門性＊ 1 を持つ役割と養成校の教員としての役割を持ち、いわば、自分の専門的な
領域＊２での研究・実践と学生への教育活動の二足（あるいは三足）の草鞋（わらじ）を履いている。教員
の大学の教育課程の担当科目は、もちろん教員の専門性によってはいるが、授業や学生指導は教育者として
の教育活動である。一方の専門性を十分に発揮している場合ばかりではない。
そこで、各教員の専門性を生かし、かつ地域の皆さんと協働しながら、実践即研究ができないだろうかと
考え、2015 年に、乳幼児研究所が立ち上げられた。学校という大きな組織の中では今ここですぐ新しく柔
軟に活動・実践することは難しいが、乳幼児研究所では、
「こんなことを地域で行いたい」
、
「こんな研究・
研修・講座を継続したい」
、
「学生たちにこんな体験をしてほしい」と願う教員が、学生と一緒に特色あるプ
ロジェクトを立ち上げ、そこで様々な実践をこまめに継続して展開している。
また、地域の行政や企業・団体からの要請があり、学科の専門性に根付いた活動も実践されている。大学
18
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や学科として取り組んでいる企画もあるが、乳幼児研究所でのプロジェクトとして地域企業や行政と取り組
んでいる事業を幾つか紹介したい。

■これまでの活動から（Ⅰ） ー地域の企業と協働するー

①甘藷の葉を用いたレシピの開発（富士フイルム株式会社との協働）
2017 年に富士フイルムより、甘藷（さつま芋）の葉を活用したレシピ開発依頼があった。
「甘藷の葉は、
塊根や茎などに比べ多くの機能性成分（ファイトケミカル）を含んでいると言われています。しかし、それ
らの機能性成分の中には、苦味や渋みを持つものもあり、調理時に工夫しないとおいしく食べられないとい
う欠点があります」――というわけでレシピ開発を本学が担うことになった。
まず、甘藷の葉を利用した料理のレシピコンテストを実施。コンテストに先立ち、学生へ意識啓発のため
に、教員が試作、小峰祭（文化祭）で参加者に試食を依頼したところ、
「甘藷の葉っぱと思えない」、
「おい
しい」と好評であった。
その後、食物栄養学科の各クラス単位での試作を行い、一次審査の書類選考を経て、レシピコンテストが
実施され、選ばれたものが以下のレシピである。
最優秀賞

「甘藷の葉のジェラート」

優秀賞

「甘藷の葉のキッシュ」
「甘藷の葉香るゴマ団子」

富士フイルム賞「甘藷の葉のスノーボール「甘藷の葉ドレッシング」
「甘藷の葉ふりかけ」
「Super easy 甘藷の葉 chips」
甘藷の生葉は冷蔵庫に保存しても褐変しやすいため、生葉の入荷日により試作日を決める徹底ぶりで、
おいしいレシピが出来上がった。雑味を感じずにおいしく食べる方法を学生と教師職員が一体となって模
索する中で、甘藷葉への愛着、地元で採れる甘藷を慈（いつく）しむ心が育ち、まさに地域連携と地域創
生ができた＊＊ 1。
②
「適塩」提案―澄まし汁の「適塩」試食（イトーヨーカドー小田原店ハッピーライフフェアに参加）
2019 年には、イトーヨーカドーのハッピーラ
イフフェアに参加した。テーマを「野菜たっぷ
り適塩メニューのすすめ～あなたのお食事のお
悩み解決致します～」とし、活動内容は、管理
栄養士によるお食事相談と適塩すまし汁の試飲
である。
この「適塩」は本学の提案している考え方で
ある。小田原市は脳血管関連の疾病が多く、塩
分を控えた食習慣の確立を保健センターでも取
り組み中である。そこで、小田原市の保健師に
も協力を得て、減塩というよりは、
「適塩」の考
え方を広報している。
塩分濃度が異なる澄まし汁の試飲、家庭で普
段に作っているみそ汁の塩分濃度測定、食事の
メニューの塩分カードつくりなど、学生と共に
取り組んでいる。

すまし汁のレシピ
① 水に対して、昆布１％鰹節２％で
旨味たっぷりの出汁をとります。
② ３００㏄の出汁（すまし汁2杯分）に
塩分濃度 ０．６％なら
塩
0.9g 小さじ 1/6弱
醤油
2g
小さじ 1/3
塩分濃度 ０．８％なら
塩
1.5g 小さじ 1/4
醤油
2g
小さじ 1/3
澄まし汁％
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③子どもと一緒の生活を考える（さがみ信用金庫との協働）
さがみ信用金庫とは、協定を結び子育てセミナー等に取
り組んできている。
「さがみ信金＆おだたん親子力 up ！子
育てセミナー 30 年度」では、（1）プロダクティブ・エイ
ジングで目指す「シニアが輝くゴールドタウン小田原」事
業へさがみ信用金庫と小田原短期大学が参画 （2）育休明
け職員対象子育てミーティング（さがみ信用金庫職員対象）
を実施した。
（1）は「子育て今昔物語」というタイトルで、世代や時代
によって変化する子育て観や育児方法を紹介。講演型
で開催した。
（次年度ワークショップを継続する予定
であったが、新型コロナ流行下で休眠中）
（2）では、さがみ信用金庫本店にて、当該職員を対象に、
子育て講座と親子遊びを紹介した。

■これまでの活動から（Ⅱ）
－行政の活動に協力・連携するー
①赤ちゃんひろばの導入と活用

講座のポスター

神奈川県の「平成 26 年度大学発・政策提案制度」に採択され、2015・2016 年度に実施された「子育て
の孤立予防のためのひろば全戸参加事業（赤ちゃんひろば）事業」を実施した。赤ちゃんを育て始めたお母
さんに「もっと地域の方々と触れ合ってほしい、赤ちゃんをみんなで見守っていきましょう」
というメッセー
ジを発信したもので、
「乳幼児全戸支援プログラム（おだたんモデル OMP）
」＊＊２を開発した。
このプログラムは、集団が苦手だったり、漠然と育児に
不安を持ったりしているお母さんの子どもが安心してひろ
ばデビューができるように工夫した内容になっている。ひ
ろばを行う支援者の方に運営の手助けになるようにプログ
ラム＊＊３を DVD 化し、どのように会を進めていったら良い
かのヒントがたくさんある役に立つものである。
また、保護者に向けては「子育て応援ブック」を作成した。
「楽しく遊んですくすく育つ―感性が育つ・体が育つ・心が
育つ」「知っておきたい赤ちゃんの食事」「赤ちゃんと快適
に暮らす」「赤ちゃんひろば」のどこから読んでもよく、興
味あるところから始められる手に取りやすいことを目指し
て作成した。
現在は小田原駅東口ミナカ小田原６F の、おだぴよ子育て
支援センターで月１回、赤ちゃんひろばを実施。毎回８～
10 組が参加。年間 100 人程の親子が子育ての一歩目を赤
ちゃんひろばから始め、その後、子育て支援センターの他
の講座や地域のひろばに参加していっている。
子育て応援ブック
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■乳幼児研究所での活動

2022 年 2 月現在の各プロジェクトはペアレントトレーニング（地域の保護者対象）
、保育現職研究会、

支援教育実践研究会、西湘こども発達研究会（臨床心理士研修ポイントあり）
、絵本プロジェクト（2022
年絵本学会を小田原短期大学で開催）、小田原市幼児教育アドバイザー、おだたんくらぶ幼児教室（地域の
2 歳児親子対象）、臨床発達相談、創作劇研究会（音楽劇出前中）
、赤ちゃんひろば（子育て支援センターお
だぴよにて）、こどものうた研究会である。4 月より小児衛生研究会が加わることなった。

■これからの活動への展望

現在の乳幼児研究所の活動において、活動をオンラインで試行することが多くあった。新型コロナ流行下

にあって、地域の人々との直接的な交流ができにくい状況下にあるが、そのような状況においても、つなが
り得る人間関係の展開について、新たな方法を開発し、地域に発信していくことができるように思う。オン
ラインで実施することにより、時間と空間を超えてつながっていける活動もあることを実感した。
半面、学生の体験などは、オンラインでは十分な体験とは言えない部分もある。知識を得ることはできて
も、人々と状況を共にして情緒的な交流をすることやそのことをきっかけに自らの行為につなげていくこと
は、実践あってのことであろう。今後、地域の皆さんとの協働をさらに模索し、実践即研究即教育となるよ
うな具体的な活動をさらに進めたい。
＊ 1 専門の資格とは、管理栄養士、社会福祉士、公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士、介護福祉士等。
＊2 専
 門領域については食品学、調理学、栄養学

公衆衛生等、または教育学、心理学、児童文学、舞踊、音楽教育。福祉等
詳しくは、小田原短期大学ホームページ：情報公開・教員紹介を参照のこと。

＊＊ 1 甘
 藷の葉を用いたレシピの開発

2017

＊＊ 2 赤
 ちゃんを育て始めたあなたへ

子育て応援ブック （2015 年）小田原短期大学編

＊＊ 3 地
 域を支える子育て支援者のための

甘藷葉レシピ開発報告書 （2017）小田原短期大学編

赤ちゃんひろば運営の手引き

OMP テキスト（2017 年）小田原短期大学編
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竹需要を喚起し、多次元社会問題の同時解決を
目指す大分大学発ベンチャー
株式会社おおいた CELEENA
大分大学 理工学部 准教授
株式会社おおいた CELEENA
取締役兼 CTO

衣本

きぬもと

太郎

たろう

国内で余剰となっている竹。この需要を技術開発で喚起し、地域規模から宇宙規模までの複数かつ多
次元の SDGs 課題をビジネス化で同時に解決することを目的に、大分大学発ベンチャーの株式会社
おおいた CELEENA を起業した。その取り組みを紹介する。

■竹害と過疎化と脱プラを解決

竹は古来日用品や食品などとして利用されてきたが、化成品、特にプラスチック製品による代替や輸入材

の増加などの理由で、国内需要は減退し、使われない竹が自然環境と人の生活環境に悪影響をもたらしてい
る。この「竹害」と言われる SDGs の 11 や 15 のテーマに関係する問題を解決していくには、竹を切って
活用することが必要だ。
そこで私は竹の特長から、今後の竹の用途は、燃料ではなく素材であると発想し、2012 年から竹を素材
化する研究に取り組み、竹からセルロースを精製し、ナノメートルサイズまで微細化してセルロースナノ
ファイバー（CNF）を製造する「大分大学プロセス」を開発した。セルロースおよび CNF は生分解性を
有する強靱（きょうじん）な植物繊維で、脱プラ素材として期待されている。
プロセスを開発するにあたり、竹は中空構造で嵩（かさ）ほど重量が運べないことから、①可能な限り竹
林の近くで加工して素材化する必要があると考えた。
そこで、竹が繁茂する地域を見て回った。緑豊かな環境を損なわないように竹を加工する必要、つまり、
②使用できる機器や薬品などが限られることを認識した。
さらに、このような地域では高齢化・過疎化が進んでおり、社会実装には、③専門知識や経験がなくとも
携われる安全・簡単なプロセスでなくてはならないと考えた。同時に、①を達成する方策として、④竹林周
辺の廃校などの遊休施設を工場として使用することを着想した。
以上の点に留意して、独自に開発した「大分大学プロセス」を簡単
に紹介する。

■大分大学プロセス

大分大学プロセスは、竹からセルロースを精製する段階と、ナノ

メートルサイズまで微細化する段階に大きく分けられる。
竹からセルロースを精製するにあたって、②と③に留意した。セル
ロースは紙として汎用で、製紙現場で木材から主に製造されている。
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写真１ セルロース製品
（株）おおいた CELEENA 提供

その薬品や工程をそのまま使用することは、②や③の点で難しいと考
え、私は食品製造で使用される薬品を使い、
「竹を調理する」独自のプ
ロセスを開発した。そうして製造したセルロース製品を写真１に示す。
次は、ナノメートルサイズまで微細化する。機器を用いるが、②
～④の点に留意して製造すると、白色で 20 ナノメートル程度の太さ
の繊維ができる。これが次世代素材として期待される CNF（写真２）
である。CNF とは、紙と同じ成分（セルロース）からできていて、
太さは髪の毛の千分の一以下、髪の毛のように細長い素材だ。

写真２ 次世代素材として期待される CNF
（株）おおいた CELEENA 提供

大分大学プロセスでは、セルロース以外の有効成分も取得でき、竹を余すことなく使用できる。

■ 株式会社おおいた CELEENA

株式会社おおいた CELEENA は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の大学発新産業創出プロ

グラム (SCORE & START) の支援の成果として、大分大学プロセスの社会実装を目的に、2021 年 9 月
28 日に起業した大分大学発ベンチャー企業である。同社では、写真１や２の製品を製造し、主に化粧品、
食品、脱プラ、塗料関連の企業や商社から引き合いを頂いて販売している。
現在は起業直後で、ラボスケールの極小規模での製造にとどまっており、生産量の低さから価格が高く
なる課題がある。その課題を克服するために、同社では大分県竹田市の廃校跡に製造設備を設置する計画
を進めている。そして、2021 年 10 月 18 日に、大分大学旦野原キャ
ンパスにて、同社が竹田市へ進出する立地協定の調印式を行った（写
真３）
。事業所が稼働すれば、雇用が生まれる。地元産品とのコラボ
レーションなども含めて地域を活性化させられると期待されている。
市長からは「過疎と高齢化が進む地域に活力を生み出す『逆転の一
打』となるよう、バックアップしていく」との期待を受けており、早
期に計画を実行できるよう、まずは数千万円規模の資金調達と販路拡
写真３

立地協定の調印式

大に取り組んでいる。

■株式会社おおいた CELEENA が目指す SDGs への貢献

株式会社おおいた CELEENA が解決したい問題は「地球上」にとどまらない。地球を取り巻く、あえて

言うなら「宇宙環境問題」への貢献も期待できる。人工衛星などが廃用になる際の問題の一つにスペースデ
ブリ（宇宙ゴミ）の発生がある。同社製品は燃え尽きる性質であるため、人工衛星部品として使用してもデ
ブリを残さないで済む可能性がある。
竹を切って竹林を整備して自然

同社とSDGsウエディングケーキモデルとの主な関係

環境を、製造・販売を通して地域

頂点：目標17

の活性化を、脱プラ用途展開でマ

ECONOMY
経済圏

イクロプラスチック削減や脱炭素
を、人工衛星部品展開で宇宙環境

SOCIETY
社会圏

問題を、このような複数かつ多次
元 の SDGs 課 題（ 図 １） を、 一

パートナー企業・自治体などとの共同
（8）地域産業の振興
（9）新製品開発・イノベーション
（10）みんなで協力して生産
（12）生分解性の機能性材料
（11）住居・住環境
（7）再エネ・水素社会
（3）医薬品・医療
（4）大学発ベンチャーとしての教育貢献
（2）食品・飲料品

（15）原材料としての竹の利用
BIOSPHERE （14）プラスチック使用量の低減
生物圏
（6）森林保全による水資源の保全
（13）カーボンニュートラル

手に解決しようとする株式会社お
おいた CELEENA へのご支援を
お願い申し上げたい。

図１

同社と SDGs ウエディングケーキモデルとの関係
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リポート

地方私大の社会連携
新潟青陵大学 福祉心理学部 准教授
新潟青陵大学・短期大学部社会連携センター
副センター長

齋藤

さいとう

智

さとし

■本学と社会連携センターの概要

新潟青陵大学は建学の精神「日新の学理を応用し、勉めて現今の社会に適応すべき実学を教授する」に立

脚した社会の切実な要請に応えるべく、保健・看護・福祉・心理の分野で地域に貢献できる高度専門職業人
の育成を目指し、2000 年 4 月に看護系では新潟県内最初の 4 年制大学として発足した。
大学発足時から地域に根差した大学としての取り組みを進め、2015 年 4 月学内一体となった地域貢献活
動を推進し研究成果の産業界への移転ならびに地域振興などを通じた社会貢献活動の支援活動を目的に理事
長を委員長、大学学長を副委員長とする「地域貢献・社学連携委員会」を設立し、実務を担う組織として地
域貢献センターを大学・短大共通の組織として設置した。
その後、当時学長であった諫山正先生は「地域に開かれた大学」の実現を目指すためには、「大学から知
を発信する」一方通行の地域貢献では十分ではなく「知の拠点」としての役割も果たせなくなっており、地
域との連携の再検討を指示した。結果、地域貢献センターを改め、
「地域社会から大学が学ぶ」側面も明確
にし、双方向のベクトルを持つ地域に根差した大学としてさらなる発展を実現する組織として 2019 年 4
月社会連携センターに衣替えをした。

■地方新聞社との連携スタート

連携事業の転機となる特徴的な取り組みとして、全国的にも少ない事例と思われる地方新聞社である新潟

日報社（以下：新潟日報）との連携事業がある。
新潟日報が新潟市郊外から中心部である万代エリアに本社を移転したことを受け、2012 年 4 月に大学メ
ディアキャンパス（正式名称は長岡造形大学、新潟薬科大学、新潟青陵大学、新潟青陵大学短期大学部メ
ディアキャンパス）を設置した。
特色ある３法人３大学１短大が共同でサテライトキャンパスを構え、各大学の高等教育分野を生かし連携
することで、「知」と「人」をつなぎ無限大の価値を創造する都市型キャンパスを目指した。
「地域と学生」、
「デザインと薬学」「メディアとこどもたち」などこれからの社会を築く新たなコンテンツに挑戦し、発信す
ることを使命とした。
開設にあたり「4 大学がそれぞれの強みを生かし連携することで、教育を通じて、地域社会の発展に貢献
する「知」と「人」をつなぎ新たな価値を創造するフィールドとなる」を理念として掲げ、愛称を「メディ
∞キャン」とした。

■サテライトキャンパスでの試行錯誤

当初連携を進めるにあたって試行錯誤することが多く、苦戦することも多々あった。4 大学で理念は共有
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されていたもののメディアキャンパスは新潟市内中心部にあり、大学所在地からの距離が影響し学生向け合
同の講座やイベントを開催しても参加者数の差は否めずその都度、大学間での協働事業運営の難しさを味わ
うこととなった。
このような環境下で 5 年間（2014 年度、2016 ～ 2019 年度）共同事業として実施したのが「サテラ
イトキャンパスサミット」＊１である。サテライトキャンパスを持つ強みを生かし全国の大学と情報交換を
行う機会を得た。事例報告に参加いただいた大学は 10 校（国公立 9 校、私立 1 校）であり、どの大学も
COC または COC+ 事業、社会連携事業で大きな成果を上げている大学であった。
どの事例報告でもスタート段階やその後の安定期と思われる中で多くの問題を抱え、悩み試行錯誤する生
の声を聞くことはその後の事業展開の方向性を示唆していた。
連携事業を進める中で 2017 年 10 月、新潟日報より学生主体の連携事業を共同で運営できないかとの申
し出があり、一つの転機を迎える。これまでの大学教職員が主導して企画し、新潟日報が支援するフローを
大きく変え、「主役は学生」でありその裏方を新潟日報と大学が対等の立場で関わり、一方的な企画ではな
く連携する者同士が相互に学生を支援する姿勢を共有することになったのである。
当初は学生 12 人とスタッフが話す場面でもどのような事業が実施できるかは白紙の状態であり、学生へ
のニーズ把握を行うヒアリングからスタートしている。
学生にとっても、地元新聞社と連携する事業と言われてもイメージできるものはなく、週に１度１時間の
話し合いを続けた 3 回目に一人の学生による提案があった。
「フリーペーパーを作れませんか？

自分たち

で取材しそれを発行したい」という何気ない発言に他の学生も共感し動き出した。
2018 年 4 月にプロジェクトに参加する学生を募集し、総勢 28 人が参加する本格的なプロジェクトを 5
月から開始した。

写真１

学生作成フリーペーパー「Ricerca vol.1 ～ vol.3」

今に続くフリーペーパーの名称もこの第 1 号の企画に参加した学生たちにより「Ricerca」
（イタリア語で「検
索」の意味で「街歩きを、同年代にまだあまり知られていない新潟の魅力を伝えたい」
）と命名された（写真１）
。
第 1 号は 11 月に発行にこぎ着けた。しかし、作成当時、大人の意向が強く出る面が多々あり取材テーマ
や取材先を学生が自由に選定できると説明しながら、メディアキャンパスを軸に企画するようになど周囲の
大人が要望し、制作の方向性については学生の主体性が発揮されているとは言い難く、課題を残すことに
なった。
そして直ちに学生有志から第 2 号の制作について、
「第 2 号は学生主体で作りたい」と要望があった。こ
2022.4
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の要望を受け、学生募集や打ち合わせの準備、運営も含め学生の自主性に任せ、大人は見守る体制で実施し
たところ学生の成長、満足度は大きく向上することになった。
その効果もあり最新号である第 3 号はコロナ禍であったが、34 人（6 大学 1 短大 1 高専）の学生により
2021 年 10 月発行された。当初は 4 大学メディアキャンパスの共同事業であったが、
「高等教育コンソーシ
アムにいがた」（新潟県内高等教育機関全 30 校加盟）を通じ本学が呼び掛け県内の全高等教育機関へ学生
募集を行う連携事業に発展している。
新潟日報との連携事業は 2022 年 4 月さらに前進しようとしている。
県外に進学・就職した若者を応援するプロジェクトである「鮭プロジェクト＊ 2」への関わりである。そ
のプロジェクトの一役を高校卒業時点で新潟県内大学を希望し在籍している学生が、
「はたらく」
「たべる」
「まじわる」「つながる」のテーマに基づき、四つのグループで取材し内容を新潟日報の設けるウェブサイト
を通じ発信する（4 月以降は毎週いずれかのテーマにおいて取材情報を更新）
（図１）
。
● はたらく、たべる、まじわる、つながるを大テーマとして、キャンパスライフの中にある新潟の魅力を取材・撮影・原稿制作をして情報発信する。

勉強
試験
住まい
地域
情報

キャンパス
ライフ

学内
イベント

★

進路

【大テーマ】 はたらく

★

部活
サークル

たべる

グルメ

恋愛

学生チーム

取材／撮影／原稿制作

★

つながる

★

まじわる

県内外の学生を中心
とした若者に情報発信！
【県内】約４８，０００人

◎ 県内大学・短期大学・専修学校の学生数
※平成３０年新潟県統計年鑑より

【県外】約２４，０００人
◎ 大学への進学数（過去４年累計）

※令和元年度 大学等進学状況調査より

図１ 「にいがた鮭プロジェクト」サイト内で発信する新潟の情報取材イメージ

はたらく、たべる、まじわる、つながるを⼤テーマとして、キャンパスライフの中にある新潟の魅⼒を取材・撮影・原稿制作をして情報発信する。

取材内容、取材先の選定は学生グループの自主性に任せ、新潟日報は企業との橋渡しと取材の基本的知識
などについて側面支援、大学は学生募集と運営事務局として関わっており、サイトの 4 月 1 日オープンを
目指し活動している学生は 20 人（5 大学、1 短大、1 高専）であり、本格的始動に向け追加メンバーの募
集を予定している。
地方新聞社との連携により、1 私大としては実現できない地域での関わり、情報発信力は大きく向上する
ことになった。

■地域内連携と大学共同事業

地方私大では中小規模の単科大学が多いため、社会連携活動の推進場面で様々な壁がある。連携先候補と

のニーズを確認する話し合いの場面においては、その実現には様々な専門性が求められ、単独校では対応で
きず連携推進を諦めなければならないことがある。さらに実施段階では在学生の少なさから参加学生が特定
の学生に偏り参加者が制約されるケースも散見される。
打開策として重点的に進めたのが、メディアキャンパスでの連携の教訓から得ていた地域性を考慮した連
携であり、新潟市との連携強化が念頭にあったことから最優先で検討を進めた。2015 年 6 月新潟都市圏大
学連合＊ 3（新潟県立大学、新潟国際情報大学、新潟青陵大学、新潟薬科大学、敬和学園大学、事業創造大
学院大学、新潟青陵大学短期大学部）が結成された。専門性の異なる中小規模大学が相互に連携することで
バーチャルな総合大学の形成を目指し、さらに新潟市と包括連携協定を締結することによって、人材育成や
地域福祉などの分野で地域活性化に貢献するとともに、新潟地域の魅力を生かした国際交流活動に寄与する
ことを目的とした大学連合である。
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さらに都市圏大学連合の連携事業として書籍の出版を行い、地域で活動する学生に地域の歴史、その成り
立ちを学び背景を理解した上で地域の方々との連携を進める必要があるとの考えから、連携校共通のテキス
トとなる書籍の発行を進めた。
新潟港開港 150 年という記念の年であった 2019 年に向けテーマを「みなと」として準備を進め、その
過程で様々な立場の市民と情報交換を行うことで地域との絆を強める機会となった。2018 年 3 月に発行さ
れた「みなとまち新潟の社会史」は、講義内で使用するテキストとなっている。

■ハイブリッド型の活動へ

コロナ禍における大きな変化として、未来の生活様式の一つと思っていたことが実現された。Zoom な

どを活用した在宅勤務や遠隔会議、対面が当たり前と考えていた講義が遠隔授業へと様変わりした。この変
化は連携活動にも好影響を与えることになり、学生同士の積極的な交流が生まれている。
しかし、活動初期に対面による関わりを持った学生のグループと遠隔活動のみに参加する学生のグループ
では活動時に差が生まれているのも事実である。対面一辺倒の活動では時間と距離による制約があったが、
遠隔活動のみではさすがのスマホ世代の学生でもコミュニケーションに苦慮している。対面と遠隔によるハ
イブリッド活動は欠かせないが、一方で運営に関わるハイブリッド人材の育成も急務である。
＊1 新
 潟日報社本社であるメディアシップを会場に新潟都市圏大学連合を中心に実施。第 1 回（2014 年度） 岡山大学、山形大学、北九州市立

大学；第 2 回（2016 年度） 岡山大学、福井大学、滋賀県立大学；第 3 回（2017 年度） 佐賀大学、福知山公立大学、東北公益文科大学；
第 4 回（2018 年度） 福井大学、福知山公立大学、大正大学；第 5 回（2019 年度） 岐阜大学、北九州市立大学

＊2 新
 潟日報社が 2022 年 4 月からスタートするプロジェクト。若者たちが人生の岐路に立ったとき、新潟が選択肢のひとつとなるよう「にい

がた鮭プロジェクト」は新潟の魅力あふれる人や企業、旬の情報を発信して若者と新潟をつなぎ、若者が戻りやすい環境を整えると同時に、
若者が挑戦しやすい風土も育てることを目的としている。

＊3 新
 潟都市圏大学連合（新潟県立大学、新潟国際情報大学、新潟青陵大学、新潟薬科大学、敬和学園大学、事業創造大学院大学、新潟青陵大

学短期大学部）は、専門性の異なる中小規模大学が相互に連携し、さらに新潟市と包括連携協定を締結することによって、人材育成や地域
福祉などの分野で地域活性化に貢献するとともに、新潟地域の魅力を生かした国際交流活動に寄与することを目的としている。2015 年 6
月 11 日大学間の協定とあわせ、同日に新潟市との包括連携協定を締結している。
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小型衛星用ハイブリッド
推進技術の事業化

北海道大学大学院工学院
機械宇宙工学専攻 宇宙環
境システム工学研究室 /
Letara 株式会社

平井 翔大

ひらい

しょうた

■ はじめに（序論）■
宇宙の市場
Molgan Stanley（モルガン・スタンレー）によると、宇宙開発市場は 2040 年までに、100 兆円に上
ると試算されている＊＊ 1。それほどまでに大きくなる市場に対して、世界では、コロナ禍にもかかわらず、
2020 年だけで 8,600 億円のリスクマネーが供給された＊＊ 2。しかし、日本国内の宇宙開発スタートアップ
には、そのおよそ 80 分の 1 の 105 億円のリスクマネーしか供給されていない＊＊ 3。その要因の一つとも言
えるのは、2021 年の段階で宇宙開発スタートアップが、国内に 52 社しかないという点と、宇宙輸送およ
び衛星インフラ系のスタートアップが 17 社しか存在していないことが挙げられる＊＊ 3。世界は空前の宇宙
開発ブームなのに対して、日本は一歩も二歩も遅れているのは数字からも明らかである。
これからの宇宙輸送
米国のコンサルティング会社 Bryce Tech（ブライス テック）によると、2012 年から 2019 年の 7 年間
で、全人工衛星の 65％以上にあたる 1,731 機の小型衛星が打ち上げられ、その 52% が民間利用であった。
2012 年には、年間 52 機（全体の 50%）の小型衛星が打ち上げられていたが、2019 年には 389 機（全体
の 80% 以上）が打ち上げられるようになった＊＊ 4。小型衛星市場は拡大しているが、欠点もある。それが、
ラストマイル輸送である。小型衛星が宇宙空間でダイナミックな軌道遷移を行うには、高い安全性と高い推
力を同時に満たす推進系が求められるが、現在の市場で
はそのような推進系が存在しないことから、最後の 1 マ
イルの移動が困難である。
北海道大学では、低コスト、安全、そして手軽なハイ
ブリッド推進系を開発している。ハイブリッド推進は、
プラスチック等の爆発の危険がない安全な固体燃料を利
用しており、ラストマイル輸送用の次世代推進技術の一
つとして注目されている＊＊ 5。

ハイブリッド推進

■ 起業と大学発スタートアップ ■
2020 年、小型衛星用のハイブリッド推進系を事業化することを目的として、Letara（レタラ）株式会
社＊＊ 6.7 を設立した。同時に同年、自ら研究開発を進めるため、北海道大学大学院博士課程に入学した。
私が起業に至ったのは、仲間との出会いが重要である。慌ただしい日々を送る中で、世の中の流れに沿う
ように、修士修了後は就職していた。就職後のある時、当時同期（正確には半年後輩）で博士課程に進ん
だ Kamps Landon（現在、特任助教）から、戻って来いと打診を受けた。初めは、研究室に戻って来いと
いう言葉だったが、それから 3 年ほどの熱烈なオファーを受け続け、気付いたら起業しようという言葉に
変わっていたのは今でも懐かしい思い出である。Landon は、今では共同創業者でありながら、私の先生で
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もあり、非常に面白い関係である。私たちの設立した会社は、大学
にあるシーズ技術を事業化する点で、独立型のスタートアップでは
なく、大学発スタートアップである。大学には、非常に重要な研究
成果があるにもかかわらず、事業化せずに終わっているものも多い。
小型衛星用ハイブリッド推進もその一つである。私たちは、ハイブ
リッド推進に関するシーズ技術を事業化するため、日々、研究開発
および事業計画を進めている。

大学のシーズ技術の事業化を目指す

■ 第 29 回衛星設計コンテスト（北海道大学）■
毎年、高校生～大学院生までの学生に対し、宇宙に関わる基礎・応用研究を積極化する機会を提供するこ
とを目的として、衛星設計コンテストが開催されている。2021 年春、私は 7 人の学生とチームを組んで参
加した。2021 年 11 月 13 日、最終審査会まで進み、設計大賞および文部科学大臣賞のダブル受賞を果た
した＊＊ 8。
このプロジェクトの発端は、2021 年 3 月末、所属研究室の指導教授から「研究室で開発している推進系
を搭載した月探査機を衛星設計コンテストで提案したい」との相談を受けたことから始まる。当初は、概念
的な話しかなく、詳細設計について学生主体でお願いしたいとのことだった。かなりの無茶ぶりだと思った
が、自分でも驚くほどあっさり承諾した。理由は、自分が事業化したいと思っている推進系が、どのように
使われるのかを、ユーザー側として理解する絶好のチャンスと捉えたためである。
プロジェクトの進行において、メンバー集め、衛星設計に必要な知識、進捗管理およびコロナ禍によるリ
モート活動など、問題は山積みだったが、みんなで力を合わせて
なんとか作品提出に間に合った。実は、メンバーが初めて顔を合
わせることができたのは、全てが終わり、トロフィーと賞状が送
られてきた後に集合写真を撮った日、つまりプロジェクト開始か
ら約 9 カ月後のことである。これもコロナ禍ならではの経験であ
ると感じた。正直、心が折れそうな時期もあったが、最後に素晴
らしい結果を残すことができ、参加して良かったと感じている。
衛星設計コンテストの参加学生メンバー

私個人としても、非常に貴重な経験となった。

■ S-Booster2021 アジア・オセアニア賞（Letara）■
会社の設立タイミングと北海道大学スタートアップ支援担当部署の設立タイミングが同じだったことで、
事業計画の再考から並走してもらうことができた。2021 年 5 月には、北海道大学産学連携のスタートアッ
プ支援担当者から、内閣府主催の宇宙ビジネスアイデアコンテスト S-Booster2021 を勧められた。自分と
してはコンテスト参加にはいまだ準備不足な感じがあったが、神様には後ろ髪はないことを思い出し、参加
することを決意した。北海道大学産学連携スタートアップ支援担当者からのサポートを受けながら、1 次選
抜の書類審査、2 次選抜のオンラインプレゼン審査を無事に通過し、国内 134 件、アジア・オセアニア地
域の 11 カ国 55 件の応募の中から、12 件のファイナリストとして残った（採択率は約 6%）＊＊ 9。最終選
考会に向けて、S-Booster2021 のメンターからのメンタリング支援および北海道大学産学連携が取り組ん
でいる北大 OB・OG の専門家組織「北大プロフェッショナルズ」の支援を受け、事業計画ならびに発表資
料のブラッシュアップを行うことができた。最終選考会では、これらの成果を発揮し、アジア・オセアニア
2022.4
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賞という大きな賞を受賞することができた。この賞をきっかけに、事業化へ向けたサポートをしたいという
連絡が多数あり、会社としても非常に貴重な経験となった。

会社としての初めての大舞台

自分たちの技術を世にアピール

■ これから ■
会社設立そして博士課程として研究室に戻って 1 年半から 2 年が経とうとしている。まだまだやるべき
ことはたくさんあるが、一歩ずつ、確実な未来に向けて突き進んでいきたい。また、宇宙推進分野におい
て、次世代の宇宙系大学発スタートアップが生まれるように、モデルケースとなれるよう精進していく。
＊＊ 1 M
 organStanley ウェブサイト ,“Space: Investing in the Final Frontier”
, 2022 年 2 月 24 日閲覧
＊＊ 2 B
 ryceTech,“Start-up Space Updated on Investment in Commercial Space Ventures”
, 2021.
＊＊ 3 S
 PACETIDE,“Spacetide-Compass-Vol4 JP Complete Edition”
, 2021.
＊＊ 4 B
 RYCE,“Smallsats by the Numbers 2020”
, 2020.
＊＊ 5 K
 amps L., Hirai S., and Nagata H.: Hybrid Rockets as Post-Boost Stages and Kick Motors, Aerospace 2021, 8 (2021), article

number: 253, https://doi.org/10.3390/aerospace8090253

＊＊ 6 L
 etara ウェブサイト , 2022 年 2 月 24 日閲覧
＊＊ 7 L
 etara ウェブサイト ,“ハイブリッドキックモータによる小型宇宙機の可動性の向上”
, 2022 年 2 月 24 日閲覧
＊＊ 8 衛
 星設計コンテストウェブサイト ,“第 29 回衛星設計コンテスト
＊＊ 9
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受賞作品”, 2022 年 2 月 24 日閲覧

JAXA ウェブサイト ,“「S-Booster2021」 最終選考会開催のお知らせ”, 2022 年 2 月 24 日閲覧

新技術説明会は令和４年度もオンライン開催を実施します。

視点：Point of view
一歩踏み出すリエゾン活動
―コロナ禍で気を付けたいこと―
大学の産学連携部署の業務は、基本は大学の研究シー
ズの企業マッチングや技術移転活動、企業からの技術相
談対応、産学連携リスクマネジメント、と整理できる。
その中で契約などの個別支援や大型化の組織的対応まで
幅広い業務が求められる。多くの大学では、配置されて
いる人員と業務量は釣り合わず、できる業務には偏りが
生じる。結果として、売り込み営業活動よりもどちらか
というと外からの問い合わせ対応に重きを置かざるを得
ない。私は、これを「待ち受け型リエゾン」活動と呼ん
でいるが、やることは多いのでどこか仕事をした気には
なるものの教員活動としての成果は乏しい。そのような
中、本学の水産流通学の研究者と松山東雲短期大学が地

の取り組みにも発展した（詳細は本号掲載記事を参照い
ただきたい）。
事務作業がほとんどの「待ち受け型リエゾン」活動
では、問い合わせ先企業の要望に応じて契約を結ぶこと
で終わりだが、このような地元企業密着型の活動は製品
化という結末までちゃんと見届けることができる。事務
作業に終始せず、研究者が何を得たのか、なぜ成功でき
たのか、まで付き合うと、次の「リエゾン」活動につな
がると思う。このような個別対応案件の積み重ねの延長
に、組織対応企画が生まれる。人のつながりが問われる
コロナ禍であり、一歩前向きの活動を意識したいものだ。

元の食品加工会社と連携した共同研究に関わったが、結

愛媛大学 社会連携推進機構 准教授

果として幾つかの製品開発につながったし、翌年の学生

秋丸 國廣

基本が大事
2021 年度は、基本を振り返り、基本が大事と感じた

少人数学習のため、日頃、何となく抱えていた疑問にも、

一年だった。産学官連携コーディネーターとして 7 年

丁寧に教えていただけた。講義で聴く事例が、参考に

となり、おおよそ一通りのことは経験した。やりがいの

なることもあった。これで良しとしてしまっていた部

あることも、大変な泥臭いことも経験し、がむしゃらに

分も、裏付けされた知識を補うことができた。

過ごしてきた。それなりに仕事をこなしてきたかもしれ

基本を振り返り学び直すことにより、同じ仕事でも

ないが、漫然と当たり前になってはいないか、ふと思う

取り組み方や考え方も異なってくるし、視野も広がり、

ようになった。世の中の状況や法律が変わる中で、単発

何より励みになった。世の中は、人工知能など様々な技

のセミナーで知識をアップデートしてきたが、系統立っ

術革新があるが、どのような案件に取り組もうとも、基

た連続講義を受けたのは、何年も前に受講したきりだ。

礎や土台を大事に、展開していきたいと感じている。

そこで、もう一度勉強し直そうと思い、某 TLO が
オンライン開催した 24 回の基礎講座を受講した。知っ

静岡県立大学 産学官連携コーディネーター

鈴木 美帆子

ているつもりのことも、改めて学ぶ良い機会となった。

産学官連携ジャーナル（月刊） 編集・発行
Vol.18 No.4 2022

2022 年 4 月号（4 月 15 日発行）
PRINT
ONLINE

ISSN 2186 － 2621
ISSN 1880 － 4128

国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）
産学連携展開部産学連携プロモーショングループ
編集委員会委員長
野長瀬 裕二（摂南大学 経済学部 教授）
〒 102-0076
Mail：

東京都千代田区五番町 7 K’
s 五番町

https://www.jst.go.jp/tt/journal/

