
は じ め に 

－紀の国大学協議会会長からのごあいさつ－ 

 

平成 27 年度の文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」に、

和歌山大学を事業主体とした「わかやまの未来を切り拓く若者を育む“紀の国大学”の構築」

が採択されました。 

 

本事業では、和歌山県内の高等教育機関の力を結集するとともに、隣接する大阪府内の総

合大学、及び和歌山県をはじめとする県内自治体、県内の企業・金融機関が協力して“紀の

国大学”を構築し、地域の人々・企業・自治体を元気にする人材、地元で活躍できる人材の

育成を目指しております。 

 

平成 28 年 4 月にスタートいたしました“紀の国大学”では、和歌山県の施策である「和

歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に対応させた、県の強みを活かす 4 つの教育テー

マ（①6 次産業化②商品・技術開発③移住先進地の再興④命と生活のインフラ）を設定し、

地元就職、雇用創出、定住人口の増加に寄与するための教育プログラム「わかやま未来学副

専攻」を導入し、県下全域でフィールド型講義を展開する取り組みを行って参りました。 

 

このたび、これらの取り組みにつきまして、平成 28 年度におけるＣＯＣ＋事業成果報告

書を発刊することになりました。 

“紀の国大学”の取り組みが皆様のご参考になれば幸いです。 

 

 COC+事業を進めるにあたり、地域の皆様の多大なるご協力を賜りましたことに深く感謝

申し上げますとともに、今後とも引き続きご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 

和歌山大学 第 16 代学長 

 

瀧 寛和 
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