
 
 

報道各位 

平成 27 年度「農山漁村地域ビジネス創出人材育成プログラム」 
フォーラム（公開講座）及び実証研修の参加者を募集します。 

趣旨 
 県立広島大学は，農林水産省からワセダアグローカルスクール（㈱早稲田アカデミッ
クソリューションが運営）が受託した事業のうち，プログラムの実証研修を行う実施団
体（全国で３団体）に採択されました。 

 そのため，広島県北地域の農産物資源・地域特性を活かしたビジネス創出人材の育成

にかかる「フォーラム（公開講座）〜農山村資源を活かしたビジネス創出〜」及び「平

成 27 年度農山漁村地域ビジネス創出人材育成プログラム実証研修」（全７日）の参加者

を募集します。 

 

背景・狙い 
 このフォーラムの開催及びプログラム実証研修の実施により，農山村地域ビジネスリ

ーダーを育成する。また，平成 28年４月開設の経営専門職大学院（ＭＢＡ）の柱の一つ

である農業・アグリビジネス分野のビジネスリーダー育成に繋げ，地域活性化を図る。 

 

募集概要 
１ フォーラム（公開講座） 

○日 時：平成 27年 10月 11日（日） 午後１時 30分～４時 00分 

○場 所：サテライトキャンパスひろしま 

（広島市中区大手町１－５－３  広島県民文化センター５階） 

     ○内 容：曽根原久司氏（特定非営利活動法人えがおつなげて代表理事）基調講演 

及びパネリストによるパネル討議 

○ 募集人数：100名 

２ 農山漁村地域ビジネス創出人材育成プログラム実証研修 

 (1) 主な対象者：農山漁村地域ビジネスリーダーを目指す人 

(2) プログラム実証研修の概要 

○実施日程：平成 27年 10月 17日（土）～12月 20日（日）の期間中の７日間 

     ・ワークショップ：４回（10/17㈯, 31㈯, 12/12㈯, 19㈯-20㈰） 

     ・現地実習：２回（11/7㈯, 21㈯） 

○実施会場 

     ・ワークショップ：県立広島大学 広島及び庄原キャンパス（同時遠隔開催） 

     ・現地実習：広島県北地域２か所等 

○その他にワセダアグローカルスクールの eラーニングによる自宅学習がある。 

    ○募集人数：30名 

３ 参加料 

   いずれも無料 

４ 申込期間 

 (1) フォーラム（公開講座）：平成 27年 10月 10日（土）まで 

(2) プログラム実証研修：平成 27年 10月 16日（土）まで 

５ 申込み方法 

   県立広島大学のホームページから 

   http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/mba/agri-business-program.html 

資 料 提 供      
平成 27年 10月２日 

所 属：公立大学法人県立広島大学 
MBA 設置準備室 

連絡先：082-251-9726 （直通）   

担当者：八百
や お

野
の

，池上 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/mba/agri-business-program.html


平成27年度「農山漁村地域ビジネス創出人材育成プログラム実証研修」
～農林水産省からのワセダアグローカルスクール受託事業～ 無料

 

公立大学法人県立広島大学 ＭＢＡ設置準備室
〒734-8558 広島市南区宇品東一丁目1-71
TEL 082-251-9726（直通）FAX 082-251-9405
U R L http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/mba/
E-mail mba-office@pu-hiroshima.ac.jp

みんなで一緒に考える フォーラム（公開講座）参加者募集

「農山村資源を活かしたビジネス創出」

農山村地域ビジネスリーダーを目指している方。

日程

会場

平成27年10月17日(土)～12月20日（日）の期間中の７日間
・ワークショップ 4回（10/17㈯, 31㈯, 12/12㈯, 19㈯-20㈰)
・現場実践・討議 2回（11/7㈯, 11/21㈯)

ワークショップ：県立広島大学 広島キャンパス ・庄原キャンパス（同時遠隔開催）
現 場 実 習：広島県北地域 ２か所等 ※実習会場への移動は無料バスを運行します

e ラーニング ：（自宅学習）

○プログラム実証研修 【募集30名】 （申込を別途受付中） ～参加費無料

会場

平成27年10月11日(日) 午後1時30分～4時00分

サテライトキャンパスひろしま
広島市中区大手町一丁目５−３

（広島県民文化センター ５階）

（基調講演）曽根原 久司 氏 / (パネリスト) 地域ビジネスリーダー等
講 演 者：特定非営利活動法人えがおつなげて 代表理事

内閣府地域活性化伝道師
主な著書「日本の田舎は宝の山」（日本経済新聞出版社）

「農村起業家になる―地域資源を宝に変える６つの鉄則―」（同）

日時

〇フォーラム（一般公開）

講師

６次産業化ビジネスの従事者又は関心のある方など，どなたでも参加いただけます。

【募集100名】 ～参加費無料

カリキュラム内容は裏面（次頁）を参照してください。
また，申込方法等の詳細は，下記ＵＲＬ及び実証研修のチラシを参照してください。
ＵＲＬ http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/mba/agri-business-program1.html

内容

農山村資源を活かしたビジネス創出について，ＮＰＯ法人えがおつなげての代表とし
て，農業を中心とした都市農村交流事業を展開している曽根原氏の基調講演及び地域
ビジネス界リーダーを交えたパネル討議を行い，みんなで一緒に考える。

内容

申込 平成27年10月10日(土)までに，第３頁の「参加申込書」に記載の方法でお申し込みください。
（ＵＲＬ http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/mba/agri-business-forum.html からも申込可）

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/mba/agri-business-forum1.html


「平成27年度農山漁村地域ビジネス創出人材育成プログラム実証研修」
カリキュラム

項目 日程 時間 テーマ

ワークショップ

第1回 10月17日（土） 10:00
～17:50

【オリエンテーション】
農林漁業ビジネスリーダーシップ
ビジネスプラン作成Ⅰ
ファシリテーションとは

第2回 10月31日（土） 9:00
～16:00

ビジネスプラン検討
サービス経営，地域資源マネジメント
商品価値の向上

第3回 12月12日（土） 10:00
～17:50

愛される商品，ビジネスづくり
商品，ビジネスのビジョン，ストーリーづくり
勝てるビジネスプラン作成

第4回 12月19日（土）
12月20日（日）

10:00
～17:50

ビジネスプラン発表
ビジネスプラン評価

現場実践・討議

第1回 11月 7日（土） 9:00
～16:00

広島県北地域における6次産業化に関する
先進事例（１地域目）

第2回 11月21日（土） 9:00
～16:00

広島県北地域における6次産業化に関する
先進事例（２地域目）

eラーニング

1 企業・地域を経営するとは（先進事例の把握）

2 農林水産業の政策動向

3 ６次産業化概論

4 関連分野別講義（選択制）
（再生可能エネルギー、生物多様性、介護福祉、観光など）

5 ファシリテーション

6 マーケティング

7 ６次産業化の制度を利用した事業計画

8 商品・サービスの価値形成の考え方・手法Ⅰ

9 財務・会計・資金調達

10 地域内外でのチームの作り方

※  カリキュラム内容は予定であり，変更することがあります。
※ 詳細については，県立広島大学ホームページの下記ＵＲＬを参照してください。

ＵＲＬ：http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/mba/agri-business-program.html



申込内容
□ フォーラム（公開講座）参加
□ フォーラム（公開講座）及びプログラム実証研修の両方参加

（※該当するものにチェック☑してください。）

1 申込動機

2
ふりがな

名前

3 年齢

4
所属

会社・団体

名称

職種 部署

5 連絡先

〒
住所

TEL FAX

E-mail

携帯電話

6
ご意見/
ご連絡

※ご意見やご連絡があればご記入ください

＊御記入いただいた情報は本プログラム及びＭＢＡの運営のために使用します。

「平成27年度農山漁村地域ビジネス創出人材育成プログラム実証研修」
フォーラム（公開講座）〜農山村資源を活かしたビジネス創出に向けて〜

参加申込書

【申込先・問合せ先】 県立広島大学 ＭＢＡ設置準備室
〒734-8558 広島市南区宇品東一丁目1-71
Tel: 082-251-9726 / Fax: 082-251-9405
E-mail: mba-office@pu-hiroshima.ac.jp

① 県立広島大学ホームページ（下記ＵＲＬ）かＱＲコードの「申込フォーム」からお申込みください。
ホームページＵＲＬ：http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/mba/agri-business-forum.html

② この「参加申込書」に所定事項を記入の上，電子メールに添付，ＦＡＸ又は郵便でお送りください。
お持ちいただいても受け付けます。 （「参加申込書」の様式は上記ＵＲＬからダウンロードできます。

参加をご希望の方は，次のいずれかの方法でお申し込みください。

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/mba/agri-business-program.html
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