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開設

食マネジメント研 究科
Gr a duate School of Ga stronomy M a nagement

食 研究の
イノベーション
未来 を拓く
日本初 「食」をマネジメント中心に複合的に研究する大学院が誕生
〜自らの研究で日本や世界の「食」を変革する壮大な夢の実現へ〜
「食」を広い視 野で深く研 究し

現代の食をめぐる諸 課 題の解 決に挑みます
食関連 産 業などからの社 会 的 要 請に応えるべく
経済学 ・ 経 営 学によるマネジメント力を基 盤とし

博士課程前期課程

科学的 ・ 客 観 的に捉え

実施月

入学試験方式

出願期間

試験日

試験予備日

11月

一般・社会人・
外国人留学生・
学内

2020年9月2日
〜 9月30日

11月1日

11月8日

2月

一般・社会人・
外国人留学生・
学内・飛び級

2020年12月9日
〜 2021年1月13日

2月6日

2月13日

11月

一般

2020年9月2日
〜 9月30日

11月1日

11月8日

2月

一般

2020年12月9日
〜 2021年1月13日

2月6日

2月13日

人文・ 社 会 科 学 系や自然 科 学 系の広 範な食の知 見と

食研究のイノベーションを創出し
研究成 果を社 会 実 装できる
高度専 門 職 業 人や研 究 者を養 成します

問い合わせ先

博士課程後期課程

応用分 析力を身につけることにより

立命 館大学 食 マネジメント学部 事 務室
TEL：077-561-4801MAIL：gs-rmbk@ st.ritsumei.ac.jp

研 究科の概 要
研究科
名称

食 マネジメント研 究 科 構 想
博士課程前期課程

食 マネジメント研 究 科
博士課程前期課程・博士課程後期課程 同時開設

博士課程前期課程

博士課程後期課程

修業年限

2年

3年

入学定員

20名 （※収容定員40名）

3名 （※収容定員9名）

取得学位

修士 （食マネジメント）

博士 （食マネジメント）

基礎科目

産業・企業・消費・政策の基礎理論
ミクロ経済学特論・マクロ経済学特論・経営組織特論・マーケティング特論など

展開科目A群

展開科目B群

食の産業・企業・
消費政策の理論と実践

食の文化・歴史・
健康などの理論と実践

産業組織特論・行動経済学特論・
ファイナンス特論・経営戦略特論など

食の地理学特論・比較食文化特論・
食の社会学特論・健康マネジメント特論など

人材育成目的

主な
社会的
重点課題

● 研究科共通

食マネジメント研究科は、経済学・経営学の専門的知見を用いて、
食に関わる経済活動を研究し、実践的なマネジメント能力を備えた高

①食産業の
経営・
イノベーション

度専門職業人および研究者の育成を目的とする。

②食を通した
多文化共生の
地域社会づくり

③食を通した
福祉・健康
コーディネーション

演習・修士論文

● 博士課程前期課程

食に関わる多様な視点を、経済学･経営学を軸として社会実装に導
入し、食に関わる経済活動をめぐる諸課題の解決へ向けて応用する

高度なマネジメント人材

ことができる高度専門職業人を育成する。
● 博士課程後期課程

博士課程後期課程

食マネジメント研究の発展に寄与する研究活動を行い、ここで培った

博士課程後期課程においては、マネジメント能力と食に係る知識を複合的に身につける
ために、共 通 科目として特 別 講 義Ⅰ〜Ⅲを配 置する。また、実 践力を涵 養するために、
実践科目として研究実践Ⅰ・Ⅱをおく。研究演習として、特別研究Ⅰ〜Ⅵを配置する。

マネジメント能力を用いて研究成果を社会に還元するとともに、研究
倫理を有しつつ学術的手法を用いることができる研究者を育成する。

博士課程前期課程：食品関連企業（製造、商社、小売、外食中食）、医療福祉、農業、情報産業における開発・研究職、

修了後の進路

プロジェクトマネジャー、経営者、
スーパーバイザー、および行政における食関連政策の企画立案
博士課程後期課程：企業の研究職 、
アカデミア研究者

Message
食マネジメント研究科

食マネジメント研究科

金井 壽宏

鎌谷 かおる

教授

食マネジメント研究科

和田 有史

准教授

教授

一人ではとても成し遂げられな

何をどう選び、どう生きるのか、

新 型コロナウィルス感 染 症の

いような成果、場合によっては偉業とも称されるよう

価値観を見直しながら、「良い選択」を自分自身の

流行により、飲食関係では飲食店のテイクアウト導

な貢献が、複数の人々のチームワーク、そしてチー

力で見極める目を養うことが必要です。私の研究し

入、慣れない業態による食中毒への懸念、流通の

ムを引っ張っていくリーダーの指導力によって実現し

ている江戸時代は、循環と再生産が考え抜かれた社

変化などの大きな激震がありました。食の社会的な

ていきます。わたしが40年をかけて探求してきた分

会でした。今の人から見ればエコな暮らしに見える江

変動は平時においても生じていますが、多様な問題

野は、組 織行 動論（organizational behavior）

戸時代ですが、当時の人々にとっては、それが合理

に目を配りながら問題を打開するには農学や栄養学な

と呼ばれ、どこの大学院においても経営学分野の

的で「ちょうどよい」暮らしであり、だからこそ自然に

どの従来の食の学問体系に加え、経営・経済学な

人気科目です。上記のチームづくりのリーダーシップ

長く続いたのです。歴史学は、過去の人々の価値

どの社会科学の体系が必要であり、両者を俯瞰でき

の他にも、人びとのやる気（モティベーション）、修

観やそれに基づく選択の結果を知ることができる学問

る人材が求められるでしょう。私が専門とする知覚心

了後のキャリア（仕事生活）、さらには集団や組織

です。サスティナブルな社会を実現するための選択

理学・認知科学は文理融合の心の科学で社会科学

を理論的かつ実証的、そして実践的に研究していき

が迫られる近年の状況において、過去の人々の知

の一翼を担います。本大学院はこうした人文・社会
科学を軸とした食の科学体系というミッシングピースを

ます。組織行動論は、理論を実践に活かす科目で

見から学ぶことは多いと思います。私は歴史学に基

もあり、修了後のよき仕事生活をめざす土台となり

盤を置きつつ、異分野融合研究を進めながら、「食」

埋める我が国初の教育機関です。新たなチャレンジ

ます。

をとりまく様々な課題に取り組んでいます。広い視野

を志す多様なバックグラウンドの大学院生の情熱と教

学費

を手に入れて、社会にとって、個人にとって「良い

員陣の知識と経験を融合し、社会や学界から必要と

選択」を導くための研究を一緒に始めてみませんか。

される知見を創出する人材となることを目指しましょう。

入学金 ※1

授業料/年

博士課程前期課程

2 0 万円

8 0 . 1 万円

博士課程後期課程

2 0 万円

5 0 万円

※各種奨学金を設けています。詳しくはHPをご覧ください。
※1 本学出身者は入学金不要です。

所在地
〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1
立命館大学

びわこ・くさつキャンパス

TEL：077-561-4801

FAX：077-561-4699

MAIL：gs-rmbk@st.ritsumei.ac.jp
URL：http://www.ritsumei.ac.jp/gsgast/

