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第２部 「地（知）の拠点」 

円卓フォーラム報告集 
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I 「地(知)の拠点」円卓フォーラムの概要 

広島大学の「地（知）の拠点整備事業（COC）」とフォーラム 

１ 文部科学省により 2013 年に採択された広島大学の「平和共存社会を育むひろしまイニ

シアティブ拠点」は、大学が自治体を中心に地域社会と連携して、地域を志向した教育・

研究・社会貢献を進めることを目的にしている。広島大学は、地域の課題解決に資する人

材を育成し、情報・技術が集まる地域社会の中核的役割を担うことを目指す。具体的には、

広島地域の共通課題である「ひろしまの平和発信」、「条件不利地域対策」、「障がい者

支援」の三つ重点課題を設定している。 

２ 生物生産学部では、条件不利地域領域対策を担当するにあたり、「条件不利地域」と

いう言葉にかえて、「中山間地域・島しょ部」を用いることにした。これは、連携先の関

係者や自治体からの意見を踏まえたものである。 

３ 中山間地域・島しょ部領域対策を担当する生物生産学では、この１年 3か月の活動を

振り返り、「中山間地域・島しょ部と広島大学」をテーマに、広島県の農水産業の将来を

見据えた広島大学と市町・地域との交流と連携について、地域・自治体・学生・大学が討

論しあうフォーラムを開催することにした。 

フォーラムのテーマと趣旨 

４ フォーラムは、2014 年 12 月 11 日（木）、12 時 50 分から 16 時 45 分、広島大学学士

会館レセプション・ホールにて開催された。テーマは、「中山間地域・島しょ部と広島大

学―広島県の農水産業の将来を見据えた交流と連携―」、である。 

５ 広島大学では、条件不利にもかかわらず、優れた活動を行っている地域住民、コミュ

ニティ、地方自治体と強く連携し、学生に体験活動やフィールドワークを通して農山漁村

の現場で起こる様々な問題を認識・学習してもらう取り組みを行っている。このフォーラ

ムでは、広島県の農水産業の将来を見据えた広島大学と市町・地域との交流と連携につい

て、地域・学生・大学が討論し、ここで出された評価やアイデア・知識・知恵の融合によ

って、今後の地（知）の拠点や中山間地域・島しょ部の姿を、共有することを目的にした。 

2 部構成のフォーラム 

６ フォーラムの第 1部では、「学生と地域とのエール交換」と題して、体験学習を行っ

た学生と、受入地域の皆さまとの間で、相互に意見や提言・苦言を交換し合い、今後の地

域志向型教育のあり方を考えることにした。 
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７ 第 2 部は、「広島県の地（知）の拠点 円卓フォーラム」とし、受入地域・自治体・

大学による交流と連携の成果をより深く討論し、地の拠点に基づく教育の進め方、協同で

取り組むべき地域農林水産業の課題、大学を媒介にした地域間連携と交流のシステムづく

り、などを話しあうのを目的とした。 

フォーラムの参加者 

８ フォーラムには、地域体験に参加した生物生産学部 1年生 104 人、受入地域 7か所か

ら 12 人、関係自治体（県庁含む）14 人、その他自治体 3か所から 5人、他大学 8人、一般

等（報道・一般）4人、TA 及び教務補佐員 11 人、本学教職員 20 人、合計 178 人が参加し

た。 

 

開会式 生物生産学部長植松一眞教授の開会挨拶 

1 開会式では、生物生産学部長植松一眞教授が地域及び自治体からの参加者に対し、感謝

の意を表し、地（知）の拠点整備事業に取り組む意義について述べた。 

２ 農学系である生物生産学部の教育は、やや理論に偏っており、地域の農林水産業の実

情等について学生は周知していない。今回、初めて 1年生から中山間地の現場に出て勉強

する機会を作ることになった。生物生産学部が担当する分野には、「条件不利地域対策」

という名称がつけられていたが、高齢化・過疎化が進む中でも頑張っている地域の方々に

失礼だと考え、「中山間地域・島しょ部対策」と名称を変更したとの説明があった。これ

らの地域で学生は農水産業の実状を学ぶことができた。植松学部長は、本フォーラムをこ

れまでの活動の総括および今後に向けての意見交換の場とし、今後の事業発展に努めてい

きたいと述べ、挨拶を締めくくった。 
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藤本副理事の挨拶 

３ 広島大学では地域連携・社会連携に関するさまざまな活動に取り組んでいる。藤本副

理事は、広大はグローバル化に対応した研究教育体制を強化する一方、地（知）の拠点整

備事業を足掛かりに地域志向型の教育にも力を入れていることを説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

第 1 部：学生と地域とのエール交換 （学生企画による司会進行） 

地域との連携を模索した体験学習の経過報告 

１ 司会は、生物圏科学研究科博士課程前期２年生の加藤愛さんが勤めた。第１部のプロ

グラム紹介の後、教務補佐員(TA)として 1年生の体験学習に同行した三木香さん（生物圏

科学研究科博士課程前期１年生）が、「地域との連携を模索した体験学習」と題して経過

を報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 今回のフォーラム開催のきっかけとなった地域体験授業の教養ゼミは、大学入学後の 1

年生の早い段階で、学生に学問のおもしろさ、楽しさを体験的に理解してもらい、知的活

動への動機付けを高めることを目的にしていた。7つの市町の 9つの地域で体験授業が実施

された。 

３ 安芸太田町の井仁地域では、学生はさつまいもの植え付け作業、ほんもろこ養殖の見

学、棚田米を使ったおにぎりづくりを体験した。呉市豊町大長・御手洗地域では、大長産

のレモンを使ったジャムと化粧水作りを体験した。大崎上島町では、高級柑橘「せとか」

の摘果作業とレモン栽培の体験、また、マダイの餌やり、シーカヤック体験、大串海岸で

の海藻採集などを実施した。 

学生の司会で第 1部の開会です 
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４ 学生は、世羅町の世羅幸水農園にて梨の摘果作業を体験し、世羅大豊農園では梨の摘

果、ブドウジベレリン処理を体験した。三次市の道の駅ゆめランド布野では、アスパラガ

ス収穫体験や合鴨農法の見学、地元食材を使ったアイスクリーム作り体験学習が実施され

た。東広島市のファーム・おだでは、学生は麦作後の田植え（手植え）を行った。広島市

の吉山川では、学生は、いいね太田川隊によるヨシ刈り作業の後の搬出作業をお手伝いし、

川の生き物・生態を観察した。 

５ 三木さんは、TA として参加した三次市道の駅ゆめランド布野での体験授業の様子を報

告するなかで、道の駅が地域活性化の先導役を務め、情報発信の拠点として位置づいてい

ることを説明した。また、農業体験や受入地域の住民の方々とのふれ合いを通して、地域

の魅力に触れることができたとの感想を述べた。1年生が大学生として早くから中山間地域

や島しょ部のもつ課題について学べたことはとても貴重な経験であり、今後の地域課題を

考える上で大きな糧になると、体験学習の成果をまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三つのゼミ（学生）の報告 

６ 続いて三つのゼミから体験学習の成果、学生が肌で感じた地域課題についての報告が

あった。島本ゼミの学生は、棚田百選として名高い安芸太田町井仁地区での体験学習の成

果を報告した。学生は井仁地区の古い歴史を紹介するとともに、体験学習を受入れていた

だいた“いにぴちゅ会”の役割を述べ、人口減少と高齢化が進むなかで行われる都市住民

との交流体験活動の成果を紹介した。学生は井仁地区の景観の美しさに感動する一方、住

民が厳しい生活条件にあることを感じ取った。学生は、多くの人が井仁地区を訪れてくれ

司会の加藤さんと経過報告する三木さん 
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るよう、棚田や展望台を前面に PR し、都会では体験できない田舎ならではの体験交流に力

を入れる計画作りを提案した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 田辺ゼミの学生は、大崎上島町金原農園・シトラスかみじまにて、柑橘栽培や経営の

お話を金原邦也氏から伺い、その後に“せとか”の摘果作業を手伝った。学生が調べた摘

果作業の紹介があり、柑橘経営の現状と問題点が指摘された。学生は、“せとか”だけで

なく多くの品種の柑橘が生産されていたことに驚いた反面、離島という地形から交通の不

便さや高齢化という問題を抱えており、島を訪れる人が減少している現実を知った。学生

は、活性化に向けた提案として、学生による商品（柑橘）PR、大学内サークル合宿などの

誘致、トライアスロンを企画し、給水所に柑橘を生かした製品を置くなどの提案を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 小櫃ゼミの学生は、集落営農法人である東広島市ファーム・おだを訪れた。ファーム・

おだのさまざまな活動について述べ、特に米粉パンについてゼミ学習の成果を説明した。

また、なかやま牧場との間で行われている堆肥と飼料の交換、循環型地域農業の確立に向

 島本ゼミ発表の様子 

 田辺ゼミ発表の様子 
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けた協働活動が紹介された。ファーム・おだは、脆弱な生産構造と農業従業者の減少によ

る地域農業の低迷、過疎・高齢化や担い手不足による集落機能の低下といった諸問題の解

決のために設立された。学生は、法人化により共同活動がしやすくなり、機械利用の効率

化が図られると考えた。女性・高齢者の活用、経営基盤の強化や人材育成といった効果が

表れている点も述べた。今後は、他学部生にも体験してもらうことにより、ファーム・お

だは新たな視点を得るのではないかと締めくくった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入地域からの発言 

９ ３つの学生ゼミの報告を受けて、安芸太田町いにぴちゅ会会長河野司氏からは井仁地

区は高齢者を中心とした過疎地ではあるが、都市農村交流の体験会を 16 年間続けているこ

と、広島大学との交流が 6年前から始まり、若い人たちの意見を聞き知恵を借りることで、

自分たちのよいところを見つめなおすことができ、自信を取り戻すことにつながっている

との話しがあった。今回の体験学習では、初めは、農業をやったことがない学生ばかりで

積極性に欠けるという印象を持ったが、体験していく中で彼らの目の色が変わったのでは

ないか。希望としては、今回訪問してくれた学生 10 名が 4年間かけてじっくり地域に溶け

込み、自ら課題を見つけ出し、卒業時に見つけ出したテーマに沿って、卒業論文を書いて

ほしい、とのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小櫃ゼミ発表の様子 

 パネラー河野様からのご発言 
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10 大崎上島町 シトラスかみじま組合長理事金原農園金原邦也氏は、参加学生が柑橘栽培

や経営についてよく調べてくれたとの感想を述べた。シトラス上島は、県内で初めて、柑

橘生産の法人化をしている。担い手育成に努めており、現在は、農業未経験者が 2名従事

している。金原氏は、柑橘類の生産推移、市場流通から市場外流通への変化などについて

説明した。また、最近生産が盛んになっている国産レモンは、広島県産が 80％を占めてお

り、その主産地は大崎上島・大崎下島・生口島であることを述べた。金原氏は、今回の体

験学習では学生に摘果作業の他に、夏レモンの栽培を見学してもらったが、今後の広島レ

モンの挑戦について学生に見てもらいたいと述べられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 世羅幸水農園組合長理事原田修氏からは、全面協業経営による梨栽培の歴史、直売所

を中心に梨狩りなどの観光業にも力を入れ、6 次産業化を推進しているとの説明があった。

平成 11 年には 31 団体が世羅町の世羅高原ネットワークを組織し、現在は 71 団体までに参

加団体が増えている。特に女性の力が加工・販売・PR といったところで非常に生かされて

おり、今年からグリーンツーリズム（民泊事業）に注力している。原田氏は、広島大学の

学生にはモニターとしてだけでなく、一緒に活動してくれることを期待している。若い町

外の人の意見を聞いて、課題を見つけ解決していきたいと考えている。  

 パネラー金原様からのご発言 

 パネラー原田様からのご発言 
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12 討議では、東広島市 ファーム・おだ組合長理事吉弘昌昭氏が、学生が実際に現場に出

て、体験してもらうことで、農業というものがどういうものであるか考える良い機会にな

ったのではないかと述べた。今後は継続して体験学習に取り組んではどうかとの提案があ

った。若者が魅力を持って就農できるようにと考えて法人化に取り組んでいるので、学生

の中から就農や定住を考える人が現れて欲しいとの期待が寄せられた。呉市豊町大亀農園

大亀孝司氏からは担い手育成に関する質問が寄せられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 フロアの吉弘様からのご発言 

地（知）の拠点フォーラム第 1部を閉じる司会者の加藤さん 



 

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

13 報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

島しょ部領域対策に貢献いただいた

の後、第１部の参加者全員で記念撮影を行った。

 

 

 

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

島しょ部領域対策に貢献いただいた

の後、第１部の参加者全員で記念撮影を行った。

 

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

島しょ部領域対策に貢献いただいた

の後、第１部の参加者全員で記念撮影を行った。

 

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

島しょ部領域対策に貢献いただいた 12 名の個人・組織に対して、感謝状が贈呈された。そ

の後、第１部の参加者全員で記念撮影を行った。
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生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

12 名の個人・組織に対して、感謝状が贈呈された。そ

の後、第１部の参加者全員で記念撮影を行った。 

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

名の個人・組織に対して、感謝状が贈呈された。そ

 

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」 

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

名の個人・組織に対して、感謝状が贈呈された。そ

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

名の個人・組織に対して、感謝状が贈呈された。そ

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

名の個人・組織に対して、感謝状が贈呈された。そ
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第 2 部：広島県の「地(知)の拠点」 円卓フォーラム 

「円卓フォーラム」の趣旨とテーマ 

1 円卓フォーラムを開催するにあたり、中山間地域・島しょ部領域対策の責任者の山尾政

博教授が趣旨を説明した。第 1部での活動紹介、受入地域からの意見・提案を踏まえて、

今後の広島大学の地域志向型教育のあり方、地域が抱える課題に大学がどのように向き合

うか、大学・地域・自治体の３者が組織的に連携していくためのシステム作りをどうすれ

ばよいかについて、意見と提言をいただきたいと述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 円卓フォーラムの司会である細野賢治准教授は、議論の柱として３つのテーマを提示

した。第１は、受入地域及び自治体関係者が、今回の地(知)の拠点整備事業にどう感じら

れたのか、第２に、地(知)の拠点活動が行おうとしている地域志向型教育についての評価、

第３に、中山間地域・島しょ部の活性化に向けて広島大学にどのようなことを期待してい

るのか、具体的な教育テーマおよび課題を提案する、以上である。 
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体験学習についての学生アンケート調査結果の紹介 

３ 矢野泉准教授より、体験学習に参加した 1年生に対するアンケート調査結果について

報告があった。生物生産学部の学生は、他学部の学生よりも農業とのかかわりが深く、小

中高で食農教育を受けた経験がある世代である。体験については、ほぼすべての学生がよ

かったと回答しており、たいへん好評であった。理由の一つに、“地域の人の話がきけた”

ことをあげた学生が多く、教員としては非常に喜ばしいと感じている。今後の交流活動の

改善点として、移動時間を含む交流時間、体験活動が休日に実施されたことへの不満があ

った。 

４ 体験学習に参加して「農漁業への印象は変わったか」という質問に対し、元々興味関

心が高い学生が集まっていることから、変わらずよいという回答が半数を占めた。学生が

最もしてみたいと思う活動は宿泊体験であった。今後の農漁村との関わり方については、

遊びに行くという回答が最も多かった。アンケート結果を踏まえて、地域の行事に継続し

て参加するという第二のステップへ、また定住・仕事選びという第三のステップへ進める

ように活動を発展させることを検討する必要性があると、矢野准教授は指摘した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入地域の声紹介 

５ 大泉賢吾コーディネーター（教育研究推進員）が、受入地域と市町（行政）に対する

アンケート調査結果について報告した。体験学習の計画作り、実施状況に関する評価が紹

介され、全体的評価については概ね良いとの回答であった。体験学習における地域・市町・

大学等の連携について、市町側は良いという回答が多くみられたが、地域からは市町ほど

の評価を得ていないので、今後は地域との関係を強化しなければならない。参加学生の地

域への理解や関心が高まったかという問いには、概ね高まったという回答を得たが、“や

や”との答えも多かった。 

６ 体験学習の実施時期について、作業内容との兼ね合いがあり、検討する必要があるこ

とが指摘された。受入地域、市町がこの体験学習の受入に伴い負担することになった業務

量については、概ね許容範囲であったとの回答を得た。ただ、体験学習の回数については、

「増やしてよい」と「ちょうど良い」という意見が分かれ、参加学生数については 10 名程

度が適切とのことであった。さまざまな体験を学生にしてもらいたいとの意見が強かった。

一回の体験授業時間は、「長くしたい」と「現状でよい」とが半々であった。受入地域、



14 

 

市町とも本年度とほぼ同じ地域で受入を行いたいとの意見であった。体験授業の実施を通じた大

学との連携については強くなったと肯定的にみる地域が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の学生受入に対する意見 

7 以上を踏まえて、呉市豊町大亀孝司氏は、同地域で取り組んできた大学生との協同活動

の成果を紹介し、今回の参加学生のアンケート結果に対する意見を述べた。遊びに行きた

いという意見が多く見られたが、年間を通じた体験学習を希望したい。ミカンの花が咲く

ころから数回の農作業を経て、収穫に至るまでを経験してほしい。こうした体験を通して

最終的に担い手ができればよい。 
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８ 呉市豊町末岡和之氏からは、参加学生のアンケートの中で将来移住してもよいと考え

ている学生が数名いたことは非常に喜ばしく、今後も活動を継続して移住を考える学生の

数を増やして欲しいとの表明があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 世羅大豊農園組合長理事祢冝谷全氏は、今回の体験学習は時間が短すぎ、1～2日かけ

て一つのことをじっくりと教え、“しんどい”という思いをして農業への理解を求めるべ

きだとの意見を述べた。また、活動参加に消極的な学生もいた。同地で行われているさま

ざまな活動に積極的に関わる広島大学生もおり、今後に期待したいとのことであった。 
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１０ 三次市大前農園大前憲三氏は、農業大学校生の住込み実習の受入、小学生に年間を

通じたアスパラガス栽培を教え、新人の農業普及員の研修を受入れている。これらと比較

すると、今回の広島大学生の体験学習の仕方はやや物足りない。今後は、アスパラガスの 6

次産業化、販売流通等にも力を貸して欲しいとの意見が出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 広島市大田川漁業協同組合理事苗代彰・一月高志氏（いいね太田川隊）は、ヨシ刈

り作業に参加した学生の様子を報告した。学生は刈り取られたヨシを運搬し、終了後には

漁協の組合員の指導のもと川に入り生き物観察を行った。学生が活き活きと観察する姿が

印象的だったとのことである。 
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１２ 呉市豊町市民センター前田義信氏は、学生には条件不利地域とは何かをもう一度考

えて欲しいという。島しょ部の急傾斜では高品質のみかんを作るのに適している場合があ

る。百貨店等ではこうしたみかんが高価格で販売される。夢のある発信をしていけるかど

うかが、条件不利地域の今後を考える際のカギであるとの意見であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 細野准教授は、まとめのなかで、体験学習には遊びの要素があるのではないかとい

う厳しいご意見をいただいた一方で、将来移住してもよいという学生がいたことは評価で

きるのではないかと述べた。また、学生が体験学習をしっかりと行い、受入地域の人たち

がやる気が出るようにしてほしいという要望があった。継続的に体験学習をしてほしいと

いう意見と、学生が入ったことで活性化にもつながっているという意見も、今後の活動の

指針になると述べた。 

 

中山間地域・島しょ部領域対策の活動に対する評価 

１４ 安芸太田町地域づくり課長尾航治氏は、さまざまな大学との連携を行っているが、

単なる体験交流を求めているわけでなく、今後につながる活動を求めていることを強調し

た。今回の体験学習は 1年生であり、これまで交流会等に参加した学生に比べて、専門的

知識に乏しかった。地(知)の拠点の活動を入り口として、長い目で地域とかかわっていっ

て欲しいと考えていると述べた。 
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１５ 安芸太田町いにぴちゅ会会長河野司氏は、体験学習に参加した学生が何年か後に「井

仁ってよかったなぁ、こんど友達といってみようかな」と考えて来てくれるだけでも、地

域にとっては成功ではないか。少し長いスパンで考えて、連携活動を作り上げていきたい

と表明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 大崎上島町産業観光課課長森下隆典氏からは、広島大学が地(知)の拠点整備事業で

求めている目標値がどのようなものなのかという質問があった。地域はそれぞれ課題を抱

えており、それを解決するための努力をしている。大学が地(知)の拠点整備事業の活動を開

始するなかで、地域の側にも期待がある。しかし、大学側としても限界があると思われる

ので、予めその限界がどこまでかわかっていると地域も市町も対応しやすい。地域を対象

に卒論研究する学生が増えて欲しいとの意見が出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 山尾教授は、森下隆典氏の質問に答えて、本年度の活動を踏まえて何を目標値にし

ていくのかを検討するつもりであること、次年度計画を作成する段階で受入地域、市町に

具体的に示し、相互調整を図りたいと述べた。 
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１８ 世羅町産業振興課和泉美智子氏は、同町では 6次産業ネットワークを推進してきた

が、新しい世代の育成に取り組む時期に差し掛かっていることを報告した。グリーンツー

リズム事業を推し進めていくための連携、女子学生と世羅マルシェや農業女子との連携を

図れるのではないかとの提案をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 三次市企画調整課杉谷幸浩氏は、行政の立場から地域課題を解決する手段の一つと

して地（知）の拠点の活動を活用したいとの考えが示された。学生に体験してもらうなか

で、現場でも課題を見つけやすくなる。活動を単発で終わらせず、学生時代の 4年間をかけ

て地域を分析していってほしい。そのためには、受入地域の住民や行政職員などが将来の地域

づくりを担う学生を育成するという視点をもつことが大切であると述べた。 
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２０ 三次市布野支所地域づくり係植岡幸弘氏は、本年度の活動は、さまざまな体験を組

み込んだプログラムにしたために、少し詰め込みすぎたとの印象を持った。次年度はどの

学年が来てくれるか、それによって対応を検討したいとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 東広島市農林水産課宮岡志帆氏は、ファーム・おだで体験学習をしたのは１年生で

あり、現地に関する課題発見や提案というものがなく残念であったと述べた。この活動の

目的の一つは、地域に関わる人材の育成を目指すことであり、広島県や東広島市に関する

情報発信ができる学生に育ってもらいたい、普段の生活のなかでも地域課題を見出して欲

しいとの期待が述べられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 細野准教授は、地（知）の拠点整備事業の活動にとって、継続性が最も大切である

点が、参加者の共通認識になっているとまとめた。また、広島大学の目標値の設定の仕方、

学生の課題解決能力をいかに向上させるかに対する期待が表明された点を確認した。 
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地域活性化に向けて広島大学にどのような役割を期待するか 

２３ 大崎上島町食文化海藻塾塾長道林清隆氏は、今回の体験学習を受け入れた経緯を説明

した。広島大学の教員がこれまで大崎上島に対して果たしてくれた貢献が大きかったとい

う。授業の一環ということもあって、参加学生のすべてが積極的であったわけではない。

今後は、学生自らが積極的に企画・提案していくことに期待している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４ 農事組合法人ファーム・おだ組合長理事吉弘昌昭氏は、地域には課題はたくさんあ

り、学生がそれらを客観的に観察して意見を出してくれることを期待している。吉弘氏は、

農業体験は継続性が重要であり、種まきから収穫、加工・販売するまで体験してわかると

考えている。 
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２５ 世羅町世羅幸水農園組合長理事原田修氏は、世羅町が取り組むグリーンツーリズム

で、どうやったら地域全体が儲かるのかという課題を抱えており、広島大学には地域全体

が活性化するための本当のグリーンツーリズムの在り方を探って欲しいとの期待を述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ 大崎上島町金原農園金原邦也氏からは、連続的な農作業体験を経験すべきだとの提

案があった。今回の体験学習では、学生はせとかの摘果を行っただけである。愛媛大学で

は学生が収穫した柑橘を持ち帰って販売までしている。ここまでやって初めて、農業がわ

かると言えるのではないか、と指摘した。 
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２７ 三次市株式会社布野特産センター代表取締役廣田幸男氏は、島根県境にある三次市

布野町は山間地で高齢化率が 40％と高いため、自然を生かしていける若い人材が欲しい。

この点で広島大学の学生の皆さんに期待したいと述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８ 広島県地域政策局中山間地域振興課三島史雄氏からは、広島県は中山間地域と大学

等との連携事業を実施しており、大学生に対して旅費等の費用を支援していることの説明

があった。多くの大学生が地域に入り、勉強してもらうための支援策である。広島県内で

は、広島大学を含む 3つの高等専門機関が地(知)の拠点整備事業に採択されており、将来

を担う人材を育成する絶好の機会である。広島県は、中山間地域の人材育成を図り、特に

中山間地域外からの若い人材等との交流を積極的に行うための施策を強化していくことと

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９ 安芸太田町地域おこし協力隊西尾友宏氏は、受入地域が学生に期待しすぎではない

かとの懸念を示した。学生の立場からみると、地域課題の発見や解決と言われると重く受

け止めてしまわないか。最初は遊び半分でもよく、地域に触れるところから始まってもよ

いのではないかとの意見であった。 
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地（知）の拠点 「共同宣言」 

細野准教授は、円卓フォーラムを締めくくるにあたり、参加者有志による共同宣言を出し

たい旨の説明を行った。共同宣言の内容は次の通りである。 

� 広島大学は、中山間地域・島しょ部とともにあり続け、現場主義に基づいた、地域志

向型の教育研究活動に努めます。 

� 中山間地域・島しょ部は、広島大学に地域に根差した教育研究活動を支援し、地域の

視点、農林水産業の活性化の視点から、提案を行います。 

� 地方行政は、中山間地域・島しょ部と大学との交流連携を、地域振興の有効な手段の

一つとして位置づけ、これを支援します。 

� 中山間地域・島しょ部、地方行政、広島大学の三者は、このような活動を通じて、次

世代を担う若手世代にエールを送り続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同宣言を議論する連携地域の皆様 
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円卓フォーラム まとめと閉会挨拶 

３１  共同宣言を受けて、中山間地域・島しょ部領域対策の責任者である山尾政博教授が、

まとめを兼ねて閉会挨拶を行った。地（知）の拠点整備事業に採択されて以降の活動は、

参加学生はもとより、教員にとっても有意義なものであった。受入地域・自治体との調整、

体験型教育の準備の仕方など、実務面での戸惑いもあったが、多くの方々に支援していた

だき、学生に有意義な活動を体験させることができた。改めて山尾教授より謝意が示され

た。 

３２ 地（知）の拠点活動は、参加学生が地域の人々と交流・体験し、農業・水産業及び

地域の生活文化を学ぶ第１段階から、“場”が抱える問題や課題を、地域の人々と協同で

勉強し、地域の“生活”“文化を考える第２段階に入る。地域体験を踏まえて幅広く、よ

り深い学習ができるように仕向けていくことになる。 

３３ 体験型の地域志向教育を実践するために、多くの学生・院生が教務補佐員(TA)とし

て参加し、1 年生の地域体験活動をうまく導いてくれた。担当教員、コーディネーターは、

彼らが果たした指導的な役割を評価し、今後は学生間で地域交流の経験や地域課題に関す

る知識が引き継がれていくようなシステム作りに取り組みたいと考えている。 

３４ 地域志向型教育、地域が抱える課題を研究するための諸準備が必要である。地域連

携を進めるノウハウをもった人材を配置し、分野横断的な活動を組織するコーディネータ

ーの役割が決定的である。学生・教員が地域で活動し、地域の人材が教育に貢献していた

だくためのシステム作りが大切である。地（知）の拠点整備事業の活動に取り組むなかで、

大学自身が地域連携と交流に関する能力を高めなければならない。 

３５ 山尾教授は、受入地域のご協力者、自治体関係者からいただいたご意見やご提言を

踏まえ、今後どのような方向を目指すべきかについて、検討していく所存であると述べて、

閉会の挨拶とした。 
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広島大学地（知）の拠点連携地域への感謝状贈呈 

 広島大学地（知）の拠点整備事業の現地体験学習の実施とともに地域と大学の連携にご

尽力いただいた皆様方に、本学の生物生産学部長から感謝状を贈呈いさせていただきまし

た。広島大学中山間地域島しょ部における地（知）の拠点活動が円滑かつ活発に実施でき

ましたのは、感謝状を贈呈させていただいた皆様のお陰であると、大学教職員、学生とも

に大変感謝しております。 

 今後も、広島大学地（知）の拠点整備事業中山間地域・島しょ部領域の活動に対して、

たくさんの方々に関心をお持ちいただき、ご参加いただきますよう、関係者一同が一致団

結して進めて参ります。広島大学生物生産学部の地域志向教育研究に格別のご協力とご尽

力をいただきますよう、心からお願い申し上げます。 

 

 

感 謝 状 

貴殿は、農林水産業等に関する卓越した知識や技術を基に平成二十六年度広島大

学生物生産学部地（知）の拠点整備事業の地域志向教育研究に大きく貢献されまし

た。 

貴殿が培った知恵と実行力で、これからも広島大学生物生産学部の教育研究にご尽

力くださることを期待し、衷心より感謝の意を表します。 

平成二十六年十二月十一日 

広島大学 生物生産学部長 植松一 眞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島大学の学生といっしょに記念写真 
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連携市町 感 謝 状 贈 呈 者 

 安芸太田町   いにぴちゅ会会長 河野司殿 

 呉市  大亀孝司殿、大亀美保子殿 

 呉市  末岡和之殿 

 大崎上島町  金原農園 金原邦也殿 

 大崎上島町  大崎上島町食文化海藻塾塾長 道林清隆殿 

 大崎上島町  大崎内浦漁業協同組合代表理事組合長 奥本英壯殿 

 世羅町  世羅幸水農園組合長理事 原田修殿 

 世羅町  世羅大豊農園組合長理事 祢冝谷 全殿 

 三次市  株式会社布野特産センター代表取締役 廣田幸男殿 

 三次市  大前農園 大前憲三殿 

 東広島市  農事組合法人ファーム・おだ組合長理事 吉弘昌昭殿 

 広島市  太田川漁業協同組合代表理事組合長・いいね太田川隊代表 森 正記殿 

 ※体験授業の実施順に記載しております。 

 

 地（知）の拠点感謝状贈呈者を皆様に御紹介致します。 

 

１．いにぴちゅ会会長 河野 司様   
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２．大亀 孝司 様 

３．大亀 美保子 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．末岡 和之 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．金原農園 金原 邦也 様 
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６．食文化海藻塾塾長 道林 清隆 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．大崎内浦漁業協同組合代表理事組合長 奥本 英壯 様 

（ご欠席のため、大崎上島町産業観光課森下隆典課長 代理受領） 
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８．原田 修 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．祢冝谷 全 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．廣田 幸男 様 
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１１．大前 憲三 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．吉弘 昌昭 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．森 正記 様（ご欠席のため、同組合理事 苗代彰様 代理受領） 
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Ⅱ 本年度の地域体験授業の経緯と内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学部の必須科目に地域体験授業を導入 

 

１．本年度は、学部 1年生の必修科目である教養ゼミに地域体験授業を導入した。教養ゼ

ミとは、大学入学後の早い段階で、自主性を重視した知的活動への動機付けを高め、論理

的・批判的な思考法と適切な自己表現能力を育てることを目標にしている。地域体験授業

の導入は、学問のおもしろさ，楽しさを体験的に理解できる機会を提供し、参加する学生

が地域の持つ魅力や課題を肌で感じ、今後の学習や研究意欲につなげていくことを期待し

ている。同時に、学生・教員・地域がコミュニケーションを促進できる場となることを目

指している。 

地域体験授業の実施状況 

２．地域体験授業の実施には、事前に大学が地域や市町を訪問し、関係者の方々のご意向を伺

いながら調整を重ねた。地域関係者には、１年生を対象とした講義と体験作業の実施を依頼させ

ていただいた。その結果、表１の通り、体験授業は 7 つの市町の 9 つの地域で実施させていただく

ことができた。 

３．体験授業のコンセプトには、「地域の皆さまを講師に、地域のお役に立てる体験作業を」と掲げ

ていたが、地域や市町の皆様の暖かいご支援や行き届いたご配慮をいただいた。学生・教職員と

もにこの場をお借りして感謝の意を表したい。 
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地域体験授業の実地内容 

１． 体験学習の構成は、学生と教職員が現地に行き、初めに訪問する地域の方の講義を受

けて事前学習を行い、その後体験作業を行った。地域の方々との協議により、参加す

るメンバーは１グループ 10 名前後とし、１つのゼミごとの参加とした。例外として、

ファーム・おだは 2つのゼミ合同で 21 名が参加した。加えて、現場体験のある学部学

生や大学院生を教務補佐員(ティーチング・アシスタント,TA)３～４人程度とゼミ担当

教員 1人、生物生産学部教職員 2～3人が同行した。また、後日大学では学生による体

験発表会を開き、異なるグループの学生と教職員による情報の共有を図った。体験発

表会には、地域の方からの自発的な参加があり、貴重な意見をいただく場となった。

実施日は、大学のカリキュラムに合わせて現地実習は 6月の各土曜日、体験発表会は 7

月中旬の水曜日に 2回開催した。 

以下、各地域で行われた体験授業の内容を紹介する。 

 

安芸太田町井仁地域 いにぴちゅ会 

２．安芸太田町の井仁地域では、地域活性化

自主活動組織であるいにぴちゅ会にご協力い

ただき、6月 7日に地域体験授業を開催した。

井仁地域には、島本ゼミグループ 10 人が参加

した。 

いにぴちゅ会は、都市交流事業や都市住民の

参加による棚田の景観保全、休耕地の活用な

どの取組みを行っている。授業では、いにぴ

ちゅ会会長河野司氏に井仁の課題解決と夢の

実現に向けてというテーマで講義をしていただいた。体験作業では、棚田にてさつまいも

の植え付け作業を行い、その他にもろこ養殖の見学、棚田米を使ったおにぎりづくりを行

った。 

呉市豊町大長 

３．呉市豊町大長地域では、柑橘生産者である

大亀孝司氏、大亀美保子氏、末岡和之氏、にご

協力いただき、6月 7日に地域体験授業を開催

した。 

大長地域では、都築ゼミグループ 10 人が参加

した。授業では、同 3名の方が講師となり、大

長みかんの歴史と現状というテーマで講義を

していただいた。体験作業では、大長産のレモ

ンを使ったジャムと化粧水作りを行った。  
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大崎上島町 農事組合法人シトラスかみじま・金原農園 

４．大崎上島町では、金原農園のご協力をいた

だき、6月 14 日に地域体験授業を開催した。金

原農園には、田辺ゼミグループ 10 人が参加した。 

授業では、柑橘農園経営者である金原邦也氏に

大崎上島町の概要と柑橘経営・柑橘流通に関す

るテーマで講義をしていただいた。体験作業で

は、高級柑橘「せとか」の摘果作業とレモン栽

培の体験を行った。 

 

大崎上島町 大崎浦漁業協同組合、食文化海藻塾 

５．大崎上島町では、同日に大崎浦漁協、食

文化海藻塾のご協力をいただき、地域体験授

業を開催し、富山ゼミグループ 11 人が参加し

た。 

食文化海藻塾は、磯や浜辺で生き物や海藻の

観察、採集体験などを開催しながら、海藻の

食文化づくりと新たなマーケットの創造まで

を考える活動である。授業では、大崎浦漁業

協同組合代表理事組合長の奥本英壯氏にマダ

イの人工ふ化と養殖について、食文化海藻塾塾長道林清隆氏に海藻など水産系食文化づく

りと新たなマーケットというテーマで講義をしていただいた。 

体験作業では、マダイの餌やり、シーカヤック体験、大串海岸での海藻採集などを行った。 

世羅町 農事組合法人世羅幸水農園 

６．世羅町では、農事組合法人世羅幸水農園の

ご協力をいただき、6月 21 日に地域体験授業を

開催した。 

世羅幸水農園では、太田ゼミグループ 10 人が参

加した。授業では、組合長理事原田修氏に幸水

農園 50 年の歩みと世羅梨のブランド化につい

て講義をしていただいた。体験作業では、梨の

摘果作業を行った。 
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世羅町 農事組合法人世羅大豊農園 

７．世羅町では、同日に農事組合法人世羅大豊農

園のご協力をいただいた。 

世羅大豊農園には、藤川ゼミグループ 11 人が参加

した。授業では、組合長理事祢冝谷全氏に大豊農

園の取組み過程と誘客方法に関する講義をしてい

ただいた。体験作業では、梨の摘果、ブドウのジ

ベレリン処理の体験などを行った。 

 

 

三次市 道の駅ゆめランド布野 

８．三次市では、道の駅ゆめランド布野にご協力

いただき 6月 21 日に地域体験授業を開催した。 

道の駅ゆめランド布野には、細野ゼミグループ 11

人が参加した。授業では、株式会社布野特産セン

ター（ゆめランド布野）代表取締役廣田幸男氏に

道の駅ゆめランド布野の取組みについて講義をし

ていただいた。体験作業では、特産のアスパラ収

穫体験、合鴨農法見学、地元食材を使ったアイス

クリーム作り体験を行った。 

 

東広島市 農事組合法人ファーム・おだ 

９．東広島市では、農事組合法人ファーム・おだ

にご協力いただき 6月 28 日に地域体験授業を開催

した。 

ファーム・おだには、同日に大塚ゼミグループ 11

人、小櫃ゼミグループ 10人が参加した。授業では、

組合長理事吉弘昌昭氏にファーム・おだにおける

集落営農の取組みについて講義をしていただいた。

体験作業では、麦作後の水田にて手植えで田植え

作業を行った。 

 



 

広島市

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、

に地域体験授業を開催し、山本ゼミグループ

人が参加した。

いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空間の形

成を目的に太田川支流の吉山川でヨシ刈りを行

っている。授業では、いいね太田川隊代表で太

田川漁業協同組合代表理事組合長でもある森正

記氏に吉山川流域の自然生態系について講義を

していただいた。体験作業では、刈取りされた

ヨシの搬出作業や吉山川の生き物・生態観察を

行った。

１１．最後に、フォーラムの報告者である三木（

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

いただいた。

株式会社布野特産センター

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

にもふれること

今回の経験を通して、大学生が

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今後も地域課題について

考える上で大きな糧になると感じた。

 

 

 

 

 

 

 

 

広島市 いいね大田川隊、大田川漁業協同組合

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、

に地域体験授業を開催し、山本ゼミグループ

人が参加した。 

いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空間の形

成を目的に太田川支流の吉山川でヨシ刈りを行

っている。授業では、いいね太田川隊代表で太

田川漁業協同組合代表理事組合長でもある森正

記氏に吉山川流域の自然生態系について講義を

していただいた。体験作業では、刈取りされた

ヨシの搬出作業や吉山川の生き物・生態観察を

行った。 

１１．最後に、フォーラムの報告者である三木（

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

いただいた。 

株式会社布野特産センター

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

にもふれることができ、忘れられない体験となった。

今回の経験を通して、大学生が

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今後も地域課題について

考える上で大きな糧になると感じた。

 

いいね大田川隊、大田川漁業協同組合

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、

に地域体験授業を開催し、山本ゼミグループ

 

いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空間の形

成を目的に太田川支流の吉山川でヨシ刈りを行

っている。授業では、いいね太田川隊代表で太

田川漁業協同組合代表理事組合長でもある森正

記氏に吉山川流域の自然生態系について講義を

していただいた。体験作業では、刈取りされた

ヨシの搬出作業や吉山川の生き物・生態観察を

１１．最後に、フォーラムの報告者である三木（

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

株式会社布野特産センター 

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

ができ、忘れられない体験となった。

今回の経験を通して、大学生が

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今後も地域課題について

考える上で大きな糧になると感じた。

 

いいね大田川隊、大田川漁業協同組合

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、

に地域体験授業を開催し、山本ゼミグループ

いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空間の形

成を目的に太田川支流の吉山川でヨシ刈りを行

っている。授業では、いいね太田川隊代表で太

田川漁業協同組合代表理事組合長でもある森正

記氏に吉山川流域の自然生態系について講義を

していただいた。体験作業では、刈取りされた

ヨシの搬出作業や吉山川の生き物・生態観察を

１１．最後に、フォーラムの報告者である三木（

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

 廣田代表取締役のお話では、ゆめランド布野は地域活性化の先

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

ができ、忘れられない体験となった。

今回の経験を通して、大学生が 1年生という早い段階で中山間地域や島しょ部の抱える課

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今後も地域課題について

考える上で大きな糧になると感じた。 
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いいね大田川隊、大田川漁業協同組合

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、

に地域体験授業を開催し、山本ゼミグループ 10

いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空間の形

成を目的に太田川支流の吉山川でヨシ刈りを行

っている。授業では、いいね太田川隊代表で太

田川漁業協同組合代表理事組合長でもある森正

記氏に吉山川流域の自然生態系について講義を

していただいた。体験作業では、刈取りされた

ヨシの搬出作業や吉山川の生き物・生態観察を

１１．最後に、フォーラムの報告者である三木（M１）が教務補佐員として参加させていた

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

廣田代表取締役のお話では、ゆめランド布野は地域活性化の先

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

ができ、忘れられない体験となった。

年生という早い段階で中山間地域や島しょ部の抱える課

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今後も地域課題について

 

 

 

いいね大田川隊、大田川漁業協同組合 

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、

１）が教務補佐員として参加させていた

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

廣田代表取締役のお話では、ゆめランド布野は地域活性化の先

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

ができ、忘れられない体験となった。 

年生という早い段階で中山間地域や島しょ部の抱える課

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今後も地域課題について

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、

１）が教務補佐員として参加させていた

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

廣田代表取締役のお話では、ゆめランド布野は地域活性化の先

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

年生という早い段階で中山間地域や島しょ部の抱える課

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今後も地域課題について

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、6月

１）が教務補佐員として参加させていた

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

廣田代表取締役のお話では、ゆめランド布野は地域活性化の先

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

年生という早い段階で中山間地域や島しょ部の抱える課

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今後も地域課題について

月 28 日

１）が教務補佐員として参加させていた

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

廣田代表取締役のお話では、ゆめランド布野は地域活性化の先

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

年生という早い段階で中山間地域や島しょ部の抱える課

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今後も地域課題について
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Ⅲ 生物生産学部の地域志向型教育の試みと地域体験の位置づけ 

 

1 広島大学生物生産学部の地（知）の拠点整備事業では、中山間地域・島しょ部（条件不

利地域）等で優れた取り組みを行っている市町やその中の法人・企業・地域・団体等と連

携し、学びを通して中山間地域・島嶼部等の地域課題への認識を深め、解決に向けて自ら

考え主体的に行動できる学生の養成を目指している。 

2 この中で、広島大学の特色である 1年生の教養ゼミにおいて、グループ地域体験活動を

基本として、フィールド調査の事前学習、フィールド調査、および振り返りなどを行い、

地域が参加した発表会の開催などを通じて、学生のアイデアや提案などが地域貢献につな

がる授業を展開している。  

3 また、中山間地域島しょ部等の地域で活躍している人物を招聘して講演を行なっていた

だき、地域の実情の理解や優良事例の応用展開につながる議論・意見交換、さらには学生

と地域の交流連携を行っている。 

 講師は、広島県内の行政担当者（過疎地域振興、農林水産行政）、農業者（6 次産業化、

マーケティング、プロモーション）、農商工連携（企業の CSR、地場産品開発）などの分野

で優れた取り組みを行っている方々にお願いしている。  

   

4 優れた取り組みを行っている連携地域（中山間地域島しょ部の条件不利地域等）でのフ

ィールドワークにおいて、複数の地域学外演習および調査活動報告を行って、地域活性化

対策などの優れた多様な取り組みの実体験を通じて、自ら地域を考え行動・実践できる地

域人材の育成を行っている。  

5 広島県内を中心とした連携地域において、地（知）の拠点インターンシップを実施し、

学生自らが地域理解、地域体験、地域貢献を行い、地（知）の拠点活動を主体的に推進す

する。 

6 地（知）の拠点連携地域（中山間地域島しょ部）を対象に、地域課題をテーマにした卒

業論文に取り組み、地域ニーズに即した地域貢献活動を展開する。  
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Ⅳ 地域体験学習に参加した学生の意見 

学生のこれまでにおける農業・漁業との関わり 

１．本体験プログラムでは、地域体験学習の後に参加した学生に対して授業アンケートを

行っている。体験学習の受入先に対する情報の提供と体験プログラムの改善に向けた意見

の集約が目的である。アンケートでは、以下 3つの視点から学生の回答を得た。第 1に、

学生がこれまでに経験した農業や漁業との関わり方について、第 2に参加した地域体験学

習に対する学生の授業評価、第 3に地域体験学習を通じた学生の農業、漁業、農山漁村に

対する意識や関わり方の変化についてである。 

 

参加した学生のプロフィール 

２．本年度、生物生産学部に

入学した学生は105名である。

本体験プログラムは１年生

の必修科目である教養ゼミ

に組み込まれており、全員が

参加している。 

授業アンケートは、97 名から

回収し、無回答は 13 名だっ

た。図１に示したように、参

加した学生の男女比では、回

答した学生の男女比は 6：4

である。 
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３．図 2は、学生が今回の

地域体験学習以外で農業と

の関わりがあるか調べたも

のである。 

約 1割の学生は実家が農家

であり、3割の学生は親戚の

中に農家がいる。学生の半

数以上は、授業以外で農業

との関わりがない。広島大

学全体で見た場合、他学部

と比べると第一次産業と関

わりのある学生や興味を持

っている学生は比較的多い

といえる。 

 

４．学生が今回の地域体験学

習以外に農漁業体験をした

ことがあるかを調べたもの

が図３である。 

複数回答だが、小中高での体

験学習を経験した学生は約

5割、実家や親戚の家で手伝

いをした経験のある学生は

約 4割であった。その他、地

域活動や修学旅行、研修旅行、

ボランティアなどで農漁業

体験をしている。これまでに

農漁業体験をしたことがな

い学生は 18 名のみであった。 

 

５．2000 年以降、小中高の学習指導要領に総合的な学習の時間が設置された。これを受け

て食農教育を学習に組み込む学校が増えている。今年度参加した学生は、全国的に食農教

育が普及した時期の世代である。学生ごとに農漁業体験の内容に差異があると考えられる

が、参加した学生の多くはこれまでに農業や漁業と何かしらの関わりをもっている。 
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地域体験学習に参加した学生の感想 

地域との接点を築く貴重な一歩 

１．参加した学生に今回の活動を評価してもらったところ（図４）、「とてもよかった」

が約 6割、「よかった」が約 4割であった。ほぼすべての学生が、今回体験した活動を高

く評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．次に、今回の活動体験でよかったことは何か、複数回答で評価してもらった（図５）。

学生は、「自然の中で活動ができた」、「体験が楽しかった」、「地域の人の話がきけた」

という順に回答している。地域志向型の人材を育成する本プログラムの第一段階において、

学生が地域との接点を好意的に受け止めることができたと評価することができる。また、

「地域の人の話が聞けた」という回答も多く、今回の活動は学生に地域に対する積極的な

興味を抱かせることにつ

なげることができた。 

３．また、「友達と一緒に

活動ができた」という回答

が多く、入学後の仲間作り

に対していくらかの効果

があったものと思われる。

一方で、「先生と一緒に活

動できた」という回答は少

なく、今後の検討課題であ

る。 
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活動内容のバランスが課題 

４．今回の体験活動で悪かったことについては（図６）、半数はないという回答であった。

悪かった点として一番多かったのは、平日の授業に加えて休日にも授業が加わったことで

あった。また、活動時間が短

い、長いという意見もでてい

る。内容が詰め込みすぎでも

っとじっくり活動したいとい

う学生や、活動内容が少なか

ったり、移動時間が長かった

りして疲れたり、飽きてしま

ったりした学生がいたものと

考えられる。活動内容や課題

の設定については、今後の改

善が必要である。 

 

 

 

地域体験学習を通じた学生の意識変化 

地域とのより深い関係を求め始めた 

１．地域体験学習を通じて、学生が農業や漁業に対して印象は変わったかを調べたものが

図７である。「とてもよくなった」、「よくなった」、「変わらずよい」という回答で 100％

を占めた。この結果は、生物生産学部の学生がもともと第一次産業に対して興味関心が高

いことに起因している。今回の活動を通じて、より第一次産業や地域に対して前向きな印

象を持った学生が半数以上いたことは、学生の今後の活動意欲につながるよい結果であっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

２．また、今回の活動の他にしてみたい体験はあるか調べたのが図８である。回答方法を

複数回答にしたところ、積極的な回答を得た。「民泊体験」、「アウトドア」、「伝統工

芸・ものづくり」、「農林漁

業体験」、「地元・伝統料理

体験」に多くの回答を得た。

学生は今回の活動を通じて、

地域の生活や伝統文化の理

解を通じたより深い関係の

構築を求めている。専門的興

味をもつ学生は、今回よりも

実践的な農林漁業の作業体

験を求めていることがわか

った。これらは、来年度以降

のプログラム作成の参考に

していきたい。 

 

農山漁村を舞台に活躍する学生の育成にむけて 

３．最後に、参加した学

生が今後どのように農

山漁村に関わりたいか

を調べたものが図９で

ある。「関わりたくない」

という学生はおらず、今

後も何らかの関わりを

もちたいと感じている。

農山漁村の外部者とし

ての立場から、「遊びに

行く」という回答がもっ

とも多かった。外部者で

はあるが、「体験活動に

参加」、「地域の行事に

参加する」といったより

具体性を伴う関わり方

にも一定の回答を得て

いる。「農山漁村に関する授業を履修する」という回答もみられ、実体験から学問的知識

を求める学生もいる。また、少数ではあるが、農山漁村を将来の移住先や仕事場にしたい

と感じた学生がいた。 

４．地域志向型人材育成の最終的な目標の一つが、農山漁村に関わる仕事選びをし、定住

を希望する人材であるならば、今回の活動は地域との接点をつくるという第 1のステップ

をふむことができた。今後、学生と地域との継続的な関係構築が、地域の行事や活動に参

加し地域の人たちと深い関係を築く、という第 2のステップにつながっていく。学生はそ

れぞれに異なる生い立ちを持つため、必ずしも体験作業をした地域に定着するものではな

いが、それぞれが志向する地域を舞台に活躍する人材が育つよう、地域と大学がともに長

い目で学生を育てていく方法を考えていく必要がある。  
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Ⅴ 「地(知)の拠点」活動を受け入れた地域の人々、自治体の意見 

地（知）の拠点整備事業体験学習の評価アンケート 

アンケートの概要 

１．広島大学地（知）の拠点整備事業中山間地域・島しょ部対策領域では、広島県内の 7

市町 9地域と連携して地域体験学習（フィールドワーク）やフォーラムを実施したが、関

係者の評価を聞き今後の改善につなげるため、地域・市町へのアンケート調査を行うとと

もに、地（知）の拠点円卓フォーラムにおいても地域・市町から多くの意見や助言を聴い

た。 

２．調査対象とした広島大学地（知）の拠点整備事業連携９地域・市町は、安芸太田町・

井仁地域、呉市・豊町大長地域、大崎上島町・金原農園・シトラスかみじま、同町・大崎

内浦漁業協同組合・食文化海藻塾、世羅町・農事組合法人世羅幸水農園、同町・農事組合

法人世羅大豊農園、三次市・道の駅ゆめランド布野（株式会社布野特産センター）・大前

農園、東広島市・農事組合法人ファーム・おだ、広島市・いいね太田川隊・太田川漁業協

同組合である。 

３．今回の地（知）の拠点整備事業地域体験学習のアンケートは、本年度に実施した活動

の評価、地域連携の評価、次年度体験学習への意向、地域と大学の今後の連携に関する１

６項目について調査を行った。 

４．また、地（知）の拠点円卓フォーラムでは、代表 3地域から地域体験学習（フィール

ドワーク）や地域連携などに関する総合的な評価を聴くとともに、連携地域・連携市町・

県の中から１９名の方には、①地域の学生受入に対する意見、②中山間地域・島しょ部領
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域対策の活動に対する評価、③地域活性化に向けて広島大学にどのような役割を期待する

か、の 3点に絞って意見を伺った。 

５．アンケートは、9地域 12 名、5市町７名から回答を得、地域・市町別に集計した。ま

た、主な質問項目については、「良かったところ」、「改善が必要なところ」という記述

欄などを設け、定性的な意見も聴いた。 

６．なお、アンケートの調査対象数が少ないため集計値は概略の傾向として捉え、できる

かぎり定性的な記述（意見）と併せた分析を行った。 

 

事前準備に対する評価 

７．大学の事前打ち合わせの内

容や情報、実施方法については、

市町、地域ともに「良い」「や

や良い」という回答が多く、お

おむね良好な評価であった（図

１）。 

今後は、改善意見にもあるよう

に、より一層の意思疎通、より

早い段階での打ち合わせの充

実、体験学習・フィールドワー

クの多様な検討を地域・市町の

皆様と行っていきたいと考え

ている。 

 

体験学習の実施時期 

８．体験学習の実施時期（6月）

については、おおむね良好な評価

と捉えられるものの「良い～やや

悪い」までの回答があった。地域、

市町、体験学習内容などについて

多様な検討が必要と考えられる

（図２）。今後は、改善点で指摘

されたようにフィールドワーク

における雨天の対応、体験学習の

内容、作物・品目・気候などを考

慮したより適切な実施時期を地

域や市町の皆様と検討すること

が求められる。 

（図１）大学の事前打ち合わせの内容や情報、実施方法に関する評価 

（図２）体験学習の実施時期に関する評価 
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９．授業実施に要する貴地域の

業務量については、「普通」と

いう評価が多く、一定の業務量

はあるものの、想定の範囲と捉

えられていたのではないかと思

われる（図３）。 

また、もっと長時間・多人数を

希望する地域があったことから、

地域の皆様と相談をしながら円

滑な体験学習に努めることが必

要である。 

 

体験学習の受入れ人数 

１０．今回の 1年生の体験学習

の参加学生数については、今年

程度で良いが大層を占めたこと

から、今後も 10 名程度の班構成

での体験学習を進めていくこと

が必要であると思われる（図４）。 

 

 

 

 

 

体験学習の実地内容について 

１１．今回の体験学習の内容につい

ては、特に地域からもっと別の体験

をさせたいという意見が多くみら

れた（図５）。 

どのような体験学習を計画的に組

み込んでいくか、地域の皆様と検討

を進めていきたいと考えている。 

 

 

  

（図３）授業実施に要する貴地域の業務量に関する評価 

（図４）今回の 1年生の体験学習の参加学生数について 

（図５）今回の体験学習の内容について 
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体験学習の実施時間について 

１２．一回の体験学習時間につい

ては、定性的な意見として「長く

する」要望が多く出されていたが、

数値的には本年度程度で良いと

いう意見が同数程度という結果

であった（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

受入れ地域からみた学生の印象 

１３．授業を受けた学生の反応

や態度については、「良い～や

や良い」と良好な評価を得た（図

７）。 

今後は、さらに学生の地域への

事前学習を深めるなどで、地域

学習への多様な視点と興味が増

す情報提供が必要であると思わ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図６）一回の体験学習時間について 

（図７）授業を受けた学生の反応や態度に関する評価 
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受入れ地域から見た体験学習後の学生の意識変化 

１４．授業を受けた学生の貴地

域への理解や関心は高まった

と思うかの質問に対しては、

「やや高まった」という回答が

多かった（図８）。さらに評価

を高めるためには、地域に対す

る学生への事前・事後の情報提

供の一層の充実を行っていか

なければならないと思われる。 

 

 

体験学習における地域・市町・大学等の連携 

１５．市町からは良いという回

答が多くみられたが、地域側は

市町ほどの評価をしていないの

で、もう少し関係を強化してい

かなければならない（図９）。 

地域からの改善意見にあるよう

に、大学、市町、地域で体験学

習に関する一層の意思疎通がで

きるよう常日頃の連携も含めて

強化していかなければならない

と考えられる。 

 

体験学習の全体的評価 

１６．地（地）の拠点整備事業の大

学と地域の連携における体験学習

への取り組みの全体的評価につい

ては、大学と市町・地域の連携は良

いという評価が多い（図１０）。 

市町・地域の両方の意見にあるよう

に、さらに時間を確保して地域課題

解決に至る仕組みづくりと連携が

重要になると思われる。 

（図８）授業を受けた学生の貴地域への理解や関心の高まりに関する評価 

（図９）体験学習における地域・市町・大学等の連携に関する評価 

（図１０）大学と地域の連携おける体験学習への取り組みの全体的評価 
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次年度以降の体験学習・地域貢献活動の受け入れ 

１７．今回の一年生の体験学習

回数については、増やしたいと

いう意見と本年度程度で良い

という意見に分かれた（図１

１）。 

今後は、各市町や地域の考えを

聞きながら、できる限り柔軟な

学習プログラムにすることが

必要であると思われる。 

 

 

次年度以降の体験学習の実施地域 

１８．連携市町内での実施地域

については、市町・地域とも本

年度の地域を継続したいという

意見であった（図１２）。 

この考えを十分に踏まえながら

次年度の計画につなげるべきだ

と考えられる。 

 

 

体験学習を通じた大学連携の

評価 

１９．体験学習の実施を通じて、

大学との連携が強くなったかにつ

いては、地域の方々により強く連

携を感じてもらったと思われる一

方、大学との連携が常日頃行われ

ている市町に対しては地（知）の

拠点としてのより強い連携を進め

ていくことが重要であると思われ

る（図１３）。 

 

 

（図１１）今回の一年生の体験学習回数について 

（図１２）連携市町内での実施地域について 

（図１３）体験学習の実施を通じて、大学との連携が強くなったか 
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広島大学との今後の連携 

２０．広島大学（生物生産学部・生物圏科学研究科）との今後（将来）の連携については、

市町・地域とも、強化していきたいとの考えである。参考資料のアンケート各項目への意

見にあるように、具体的な人材育成や商品開発による地域活性化が強く求められている。 

広島大学と連携した地域課題への対応 

２１．広島大学と連携して特に取組みたい課題や急いで解決したい問題については、中山

間地域島しょ部の諸課題の解決を喫緊かつ積極的に求められていることが明らかになった。

地の拠点活動の必要性を再認識するとともに、できる限り地域ニーズ応じた貢献ができる

ような活動に取り組んでいくことが重要だと考えられる。アンケートでは、受入れ地域・

自治体から多様な意見・助言をいただいた。今後学生の意欲が一層高まる体験やよリ深い

理解につながるメニュー検討が必要である。 

 

円卓フォーラムでの議論 

広島大学コーディネーターの地域への呼びかけ 

１．地（知）の拠点円卓フォーラムでは、コーディネーターから上記のアンケート結果を

説明した。加えて、地域や市町に対して学生や大学には厳しい言葉もいただきたいこと、

地域の皆様のアイデアや提案を地の拠点活動につなげたいこと、広島大学や学生を広島の

中山間地域島しょ部の活力剤として使っていただきたいこと、地の拠点の活動を地域や市

町の広報誌で取り上げていただくなど皆様と連携した活動を PRしていただきたいことなど

が述べられた。 

地域から大学、学生へのエール 

２．フォーラムの第 1部では地域代表の 3名から、大学との交流連携で地域の良さを見つ

め直し自信を取り戻すことができたこと、学生に対しては地域に溶け込みながら地域の実

情や課題を深く調べ理解し、自ら課題を見つけ出してその解決に向けて地域と一緒に行動

して欲しいこと、このためには継続的な深い連携関係を作り上げたいという、暖かい意見

をいただいた。 

地域からの今回の取組みに対する評価と今後の期待 

３．また、第 2部では司会者から提示した三つの論点に対して、19 名の方々から以下のよ

うな多様な意見をいただいた。 

４．第１の論点である地域の学生受入に対する意見では、継続的取り組みと連携、活動の

深化、活動の強化・充実、多様な活動への期待、地域貢献活動の強化、学生への歓迎の意

思、多面的な価値観を持つことの重要性などが述べられた。 
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５．第２の論点である中山間地域・島しょ部領域対策の活動に対する評価では、継続的取

り組みを重視した大学の活動の評価、目標と限界を共有し学生の活動につなぐ仕組みへの

大学の評価、新たな世代育成や事業化の連携につなぐ仕組みへの評価、継続的な地域課題

対応と人材育成につなぐ仕組みへの評価、体験メニューの一層の検討と評価、人材の育成・

情報の発信・地域課題発見につなぐ仕組みへの評価など、大学への高い期待と評価が示さ

れた。 

６．第３の論点とした地域活性化に向けて広島大学にどのような役割を期待するかでは、

学生の自律的な企画・提案の取り組みへの期待、地域課題に対する学生の観察・意見や体

系的体験作業の仕組みへの期待、グリーンツーリズムなど地域全体の活性化への期待、販

売など出口を意識した継続的・体系的体験作業への期待、地域が若い人材の活動拠点にな

ることへの期待、地域に触れながら地域課題の発見につなげることへの期待が示された。 

７．また、県からは地（知）の拠点は将来を担う人材を育成する絶好の機会であり。県も

中山間地域の人材育成等の施策の強化を行っているとの力強い発言が行われた。 

８．詳細は、「地（知）の拠点円卓フォーラム中山間地域・島しょ部と広島大学の概要」

などをご覧いただきたい。 

 

地域の期待を強く認識し、次年度へ 

９．地域や市町からは、26 年度の地（知）の拠点の仕組みの改善を通じて、地域が若い人

材の活動拠点になること、継続的取り組みを重視した大学の活動と深化、人材の育成・情

報の発信・地域課題発見につなぐ体系的な地（知）の拠点のシステム、新たな世代育成や

事業化につなぐ仕組みづくりなどの重要性が示されたと捉えられる。広島大学（中山間地

域・島しょ部領域）としては、学生の自律的な企画・提案の取り組みを醸成しながら、地

域からの大きな期待に応えられるよう活動を行っていかなければならないことを強く認識

する結果となった。 
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参考 アンケート各項目への意見詳細 

――――――――――――――――――――― 

１）地の拠点整備事業体験学習（フィールドワーク）の評価 

①大学の事前打ち合わせの内容や情報、実施方法について 

【市町】良かった点 

・大学との連携が良く取れていた。 

・体験学習の目的等がはっきりしており、資料も分かりやすかった。 

・きめ細やかな対応だった。 

【地域】良かった点 

・きちっとされていてよかった。 

・担当教員と事前に話ができ、資料準備等ができた点。 

・コーディネーターの役割 

・打合せが十分できていた。 

・十分丁寧だった。 

・事前に内容が把握できる点。 

・随時詳しい連絡があった点。 

【地域】改善が必要な点 

・事前の打合せの時間が欲しかった。 

・地区内を取りまとめられるような方法はないか。 

・大学の様子が分からないので何とも言えない。 

・事前に内容を聞かせてほしかった。 

―――――――――――――――――――― 

② 体験学習の実施時期（6月）について 

【市町】良かった点 

・農業体験において、収穫までにやる作業を一通り体験してもらえたので、時期が良かっ

たと思う。 

・農繁期に体験学習ができてよかった。 

・受入しやすい時期でよかった。 

【市町】改善が必要な点 

・実施が梅雨時期なので、外での作業が限られるのではないか。 

・実施時期が、農業には不適切では。 

・授業内容によっては、雨天時の授業の延期・内容変更等の検討が必要だったのではない

か。 

【地域】良かった点 

・農園での作業体験がしやすい時期だった。 

・田植時期と重なる時期でよかった。 

・涼しい時期でよかった。  

・うまく互いに時間が合ったのでよかった。 

・海藻の種類が豊富な時期だった点。 

・時間を守る。 

【地域】改善が必要な点 

・地区内の都合だけで引受けしたので、もう少し検討する必要がある。 
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・当方の場合、収穫時期である１１月～２月のほうがよいと思う。 

・学生の目標がしっかり定まった後でもよいのでは。 

・作物にとって１番良い時期がよい。 

・調整するため、事前に打合せをしてから日程を決めるべきでは。 

―――――――――――――――――――― 

③授業を受けた学生の反応や態度について 

【市町】良かった点 

・熱心な学生は自分で行動を起こしていた。 

・学生は真面目に行動していた。 

・学生が素直だった。 

・学生さんから多くの意見を頂いた。 

・参加者の学生は皆自主的に行動していた。 

【市町】改善が必要な点 

・学生の積極性が足りないように感じた。 

・興味がない学生への関心を深めていくこと。 

【地域】良かった点 

・農作業が好きな学生はたいへん積極的だった。 

・真面目に取り組む姿勢がみられた。 

・質問・メモを取る等積極的な姿勢がみられた。 

・海上で話を聞いてくれた。 
・質問も多く、この地域の農業に対する関心の高さがよくわかった。 

・アイス作りについては、特に男子学生が積極的に作業を行っていた。 

・こちらの話をよく聞いており、説明したことも十分理解できた。 

・初めて体験する人は熱心でよかった。 

・真面目に動いてくれた。 

【地域】改善が必要な点 

・やる気のあるところが伝わってこない，元気がない。 

・学生個人の性格が分からないので何とも言えない。 

・もう少し活発な行動・発言があった方がよかった。 

・体験学習では、もう少し本気で体験してほしかった。 

・なかには仕方なく受けている学生もいた。 

―――――――――――――――――――― 

⑤授業実施に要する貴地域の業務量について 

【市町】良かった点 

・今回の業務を実施するにあたって必要な業務は、新人職員の研修にもなってよかった。 

・日程調整等を、受入者と大学で直接行っていただけた点がよかった。 

・業務量が少なくてよかった。 

【地域】良かった点 

・チャーターバスでの移動。 

・１０人の作業量は目に見えてわかる。 

・現場担当者に意欲があった、勉強になったと思う。 

・説明する時間もとれた。 

・当方の組織があるところ（組織対応が出来る）。 

【地域】改善が必要な点 
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・体験の時は時間が短すぎる。 

・体験用の準備のため、できれば補助があるとよい。 

・もっと地域参加者を増やしたい。 

―――――――――――――――――――― 

２）地（地）の拠点整備事業の大学と地域の連携おける体験学習の取り組みに対する全体

的評価について 

【市町】特に良かった点 

・地域を知ってもらえた点。 

・発表を聞き、学生が地域に対して興味を持ってくれたことが分かった点。 

・地域課題の再確認につながり、また学生に町の現状を知ってもらえた点。 

・実践（体験）は何事にも勝る。 

・特に改善が必要な点 

・時間の確保。 

・地域の問題解決までには至っていない点。 

【地域】特に良かった点 

・地域と仲良く催しができた。 

・刺激を与えてもらった。 

・まずは現地の農業の実情と地域性を見てもらえた。 

・時間内にできた。 

・学生と地域の連携が図れた。 

【地域】特に改善が必要な点 

・地域のイベントに積極的に参加してほしい。 

・成果が見えにくい、発表会に行けばよかった。 

・学生（若者）からの提言の機会を設ける。 

・時間が足りない、体験としては不足。 

・もう少し輪が広がってほしい。 

・地区内の協力度が低い。 

―――――――――――――――――――― 

３）地（地）の拠点整備事業の体験学習における地域・市町・大学等の連携について 

【市町】良かった点 

・新人職員の研修にもなった点。 

・連携がとれていたため流れはよかった。 

・いろいろとご配慮いただきありがとうございます。 

・コーディネーターの役割がよかった。 

【地域】良かった点 

・一緒に物造り・祭りができた点。 

・大学の目指すところが理解できた点。 

・大学と農園・町との繋がりが深まる。 

・大学が身近な存在になってよかった。 

【地域】改善が必要な点 

・我々自身大学のことがよく理解できていない。 

・行政との連携は時間不足であまりできていない。 

・連携する上での自治体の役割を明確にしてほしい。 

・連携は早くからできるとさらに良い。 
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・目的をしっかり知らせてほしい。 

―――――――――――――――――――― 

５）体験学習の実施を通じて、大学との連携が強くなったかについて 

【市町】強くなった点 

・大学の取組が良く理解できた点。 

・授業の一環として位置付けられた点。 

・農漁業の現状を知ってもらえた点。 

・ともに在り方を本心で協議し合えた点。 

【地域】強くなった点 

・地域との行事に参加 

・学生が初めて島に来た。 

・地域を知ってもらった。 

・生産から販売まで一緒に考えたい。 

・町レベルから民間レベルになった。 

・大学が地元を知ってくださったこと。 

・当社としては、大学祭等へ参加させていただくことが楽しくなった。 

―――――――――――――――――――― 

６）広島大学（生物圏科学研究科）との今後（将来）の連携について 

【市町】強化したい点 

・田舎では専門性を有する人材が不足しているため、知恵をお借りしたい。 

・商品開発、農業体験、メニュー作り 

・農業・農村地域の課題 

・具体的な地域課題への取組など 

【地域】強化したい点 

・農場での技術開発・加工品開発に協力してもらいたい。 

・学生の反応や感想を聞きたい。 

・農業・農村の課題や問題を取り上げ、共同開発ができればよい。 

・水質問題 

・地域との繋がり、食の本当の大切さを知ってもらいたい。 

・先生（学生含む）と１回でも多く対面して話し合う。 

・１次産業～６次産業に繋げたい。 

―――――――――――――――――――― 

７）今後の体験学習に対するご提案や改善のご意見について 

【市町】 

●天候によって内容が左右されることが懸念される。 

●学生の意欲が高まる内容にしたいと考えています。学生の皆さんが提案してやってみた

い作業等考えていただくのもよいのかな、と思います。 

●体験は時間の割にメニューが多すぎて、それぞれがやや薄い中身となったのでは。 

●地域課題の解決に向けては、２年生・３年生と内容をステップアップして行く必要があ

る。 

●同じ大学で複数回の実施であれば、もう少し深い現実的な内容にしていくことも可能。 

●受け入れ地域によっては、自治体への負担も大きくなる場合があるので、事前によく協
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議したうえで進めていただきたい。 

【地域】 

●せっかく田舎に来られたなら、一泊してその地域を体で感じて帰られてもよいのでは？ 

●やる気がみえない学生もいたようです。 

●地域の伝統・文化に触れることができればなおよいのでは。 

●体験学習は非常に良いと思います。いろいろなことを体験し、農業を理解してほしい。

できれば播種から収穫までの体験があれば一番良いと思います。 

●人間の子供の第一声は、親の物まねからです。体験がいかに大切か、人から聞くだけで

は（意味は）皆無に等しいです。 

●学生の能動的な参加姿勢を期待します。 

●講義の時間が短く、概要の説明も十分できなかった。 

―――――――――――――――――――― 

８）広島大学と連携して特に取組みたい課題・急いで解決したい問題について 

【市町】 

●本町は著しい過疎による様々な課題が浮き彫りになっています。農地の荒廃等を防ぐた

め、様々な取組を実施しています。たとえば、産品化や流通・手法等、アイデアを出して

いただき、ともに活動するといったことができないでしょうか。 

●農業・漁業における担い手の確保 

●道の駅を中心とした、地域の活性化や魅力づくり等 
●漁村の活性化 

【地域】 

●農業に関心を持ってもらいたい、また、レモンの長期保存方法等 

●対面したとき言葉で伝えたい。（内容が多面で書けない） 

●海藻の養殖の可能性と課題（採算ライン） 

●２次産業、３次産業を考えていただきたい。 

●地域での体験学習を通じ、今後、この町で休んで、農業に取組み、ここで暮らしたいと

いった心を持ってくれる学生が来てくれればと思います。 

●６次産業ネットワークが行う民泊事業に対する学生の意見を聞きたい。 

●作業毎のマニュアル作り、教科書作り、ＤＶＤ映像での教本 

●中山間地域における畦畔の草刈対策、高齢化と多雨で草刈・除草が課題 

●畠獣害対策や山林の有効活用等 

●川の藻と水質について、調査・検証したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Ⅵ 広島県の「地(知)の拠点」 円卓フォーラムのまとめ 

～１年半を振り返り、今後を見つめ直す 

 

本日は、長時間にわたり円卓フォーラムにご参加いただき、熱心に討議いただきありが

とうございました。心より感謝申し上げます。 

生物生産学部が、地（知）の拠点整備事業の「中山間地域・島しょ部対策領域」（以下、

「地（知）の拠点」とします。）に取り組んで 1 年半近くが経過いたしました。円卓フォ

ーラムを締めくくりにあたり、この領域の責任者としてこれまでの活動を振り返り、今後

を見直してみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物生産学部が中心になって実施している中山間地域・島しょ部に関する地域志向型教

育は、学生にとっても、教員にとっても楽しいものです。フォーラム第１部の１年生学生

による地域体験の成果報告がそれを示してくれます。一方、その体験の成果をどのように

条件不利地域特別講義、フィールド実習、インターンシップなどの科目に活かしていけば

よいのか、難しさも実感しております。 

  

地域体験を出発点とした活動の計画、受入れていただく地域・自治体との調整、体験型

教育の準備の仕方など、戸惑いもありました。地域・自治体関係者の方々からの支援と激

励をいただきながら、担当教員、コーディネーター、職員がそれぞれの役割分担を果たし

ながら、学習し改善をしていくという繰り返しでした。 
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「地（知）の拠点」の活動は、第１段階から、第２段階に入りつつあります。 

 中山間地域・島しょ部に“場”をお借りして、地域の人々との交流・体験をする。 

それを通じて、参加学生は、“業（農業・水産業）”、地域の“生活”“文化”を学びま

した。 

  

第２段階では、“場”が抱える問題や課題を、地域の人々と協同で勉強し、“業”、地

域の“生活”“文化を考えることになります。高学年の学生たちには、地域体験を踏まえ

たより幅広く、より深い学習をしてもらいたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域志向型教育、地域課題を意識した調査研究を進めるには、大学として準備しなけれ

ばならないことも多いと考えております。 

 

 教育では、担当教員とこの活動に配置される助教がリーダーシップを発揮して、地域志

向型教育がカリキュラム体系に組み込んでいかなければなりません。生物生産学部では、

教養ゼミのなかに地域体験を位置づけ、特別授業、インターンシップと取り組み、フィー

ルド演習を始めています。幸いなことに、教養ゼミを担当する教員の積極的な参加があり、

これが１年生の地域体験を成功に導いています。 

  

一方、地域課題研究はこれから本格的に取り組むところです。「地（知）の拠点」を開始

する以前から、広島大学及び生物生産学部は、さまざまな地域課題を調査研究してきてい

ます。学生・院生によるフィールド研究も盛んです。今後は、それらと地の拠点この事業

の地域課題研究との融合をはかり、地域に具体的にお役にたてる貢献をいたします。 

  

教育と調査において、大学と地域を結び付ける役割を、このプロジェクトではコーディ

ネーターが果たします。教員・職員にはない地域連携ノウハウをもった人材を配置し、分

野横断的な活動を組織していきます。 

 

 学生、教員、コーディネーターを支える事務組織はきわめて大切です。地域や自治体の

皆さまとの交流をスムースに進めための事務手続きや費用発生に伴う処理が行われます。

地域・自治体にご負担無く活動に参加いただくための工夫が必要です。 
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体験型の地域志向教育を実践するにあたり、多くの学生が教務補佐員として参加してく

れました。すでにフィールド実験・実習を数多く経験している学生も多く、1年生の地域体

験活動をうまく導いてくれています。担当教員、コーディネーターは、彼らが果たす指導

的な役割を評価し、今後は学生間で地域交流の経験や地域課題に関する知識が引き継がれ

ていくようにしたいと考えています。 
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終わりに 

「地（知）の拠点」活動はまだ始まったばかりです。地域の皆さま、自治体関係者からい

ただいたご意見やご提言を踏まえ、今後どのような方向を目指すべきかについて、検討し

ていく所存です。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

「地（知）の拠点

1 「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

な目的とされています。

2 広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

組みを行っている先進地域でもあります。

3 広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。

4 広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

ながる活動に協働して取り組んでいます。

 

 

地（知）の拠点

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

な目的とされています。

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

組みを行っている先進地域でもあります。

広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

ながる活動に協働して取り組んでいます。

地（知）の拠点」活動と地域振興

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

な目的とされています。 

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

組みを行っている先進地域でもあります。

広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

ながる活動に協働して取り組んでいます。

活動と地域振興

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

組みを行っている先進地域でもあります。

広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

ながる活動に協働して取り組んでいます。
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活動と地域振興 

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

組みを行っている先進地域でもあります。 

広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

ながる活動に協働して取り組んでいます。  

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進的取り組みを行っている自治体や地域

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。 

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

的取り組みを行っている自治体や地域

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

的取り組みを行っている自治体や地域

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

的取り組みを行っている自治体や地域

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ


