
時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発 時間厳守 

大豊農園 経由  （〇〇ゼミ下車） 

午前９：５０ ６次産業化施設 ６次産業化加工施設・直売所見学 

午前１０：３０ 事務所 又は 梨園 原田組合長 講義と質問 

幸水農園の歩みと世羅梨のブランド化 

午前１１：１０ 梨園 体験作業内容・注意事項説明 

梨の一次摘果 
服装・道具準備 
 

午後０：００ 梨園or直売所横 昼食  弁当は個人で準備 

午後１：００ 梨園 梨の一次摘果 作業再開 

午後３：００ 梨園 体験作業終了、後片付け 

午後３：１０ 梨園 地域へ お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後３：２０ 中型バス 大豊農園経由 大学へ出発  

 

午後４：５０ 生物生産A棟 横 大学着  長靴水洗い  解散 

バス1台：往路：大学－＞大豊農園－＞幸水農園、 復路：幸水農園－＞大豊農園－＞大学  
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５月２０日（土） 世羅幸水農園  教養ゼミ体験授業（清水ゼミ） スケジュール概要 
H29年度 



・原則、雨でも作業等は行います。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
・悪天候の時は、講義、直売所（ビルネラーデン）などの別作業などに変更 

・主な作業内容・作業手順 

 梨棚の中の梨の木は、現在花から幼果になっているが、たくさんの幼果をそれぞれの
各着果位置で一定数に摘果する。 
 ※現場講義では、事前学習等で質問を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天）、普通の帽子（梨棚作業用） 
         原則長袖の服を着用、 
・学生準備物： 昼食、十分な飲み物、着替え、タオル 

・大学準備物等： 長靴、手袋（着用なしの方が良いが準備）、芽剪りハサミ、救急箱 

・現地で借用するもの： 芽剪りハサミを借用（大学でも手持ちを持参） 

・作業時の留意事項 
１．ハサミの使用、脚立でのやや高所作業などがあり、けがのないように注意 
２．天候によって、熱中症にならないよう十分な水分補給ができる飲み物を持参 

３．トイレは出発前は大学で、講義後は管理事務所などで済ませること、貴重品の管理
に気をつけること（バスは移動するので荷物は置けない。必要に応じて教職員の指示による） 

５月２０日（土） 世羅幸水農園  教養ゼミ体験授業（清水ゼミ） 準備・留意事項等  
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H29年度 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発 時間厳守 

午前９：３０ バス下車 （バスは幸水農園へ） 

午前９：４０ 事務所 又は 梨園 祢冝谷組合長 講義と質問 

  大豊農園の取り組み・JGAPへの取組 

午前１０：２０ 梨園 体験作業内容・注意事項説明 

梨の一次摘果（農園の定時休息あり） 

服装・道具準備 

午後０：００ 梨園or管理舎 昼食  弁当は個人で準備  直営レストランあり 

午後１：００ 梨の一次摘果 作業再開 

午後３：００ 摘果作業終了、後片付け 

午後３：１０  梨園 地域へ お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後３：２０ 直売所 直売所見学 

午後３：３０ 駐車場 中型バス 大学へ出発 

午後４：５０ 生物生産A棟 横 大学着  長靴水洗い  解散 

５月２０日（土） 世羅大豊農園  教養ゼミ体験授業（冲中ゼミ） スケジュール概要  
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バス1台：往路：大学－＞大豊農園－＞幸水農園、 復路：幸水農園－＞大豊農園－＞大学  

H29年度 



５月２０日（土） 世羅大豊農園  教養ゼミ体験授業（冲中ゼミ） 準備・留意事項等 

・原則、雨でも作業等は行います。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
・悪天候の時は、講義、大豊農園の課題解決に向けた意見交換などに変更 

・主な作業内容・作業手順 

 梨棚の中の梨の木は、現在花から幼果になっているが、たくさんの幼果をそれぞれの
各着果位置で一定数に摘果する。 

 ※現地講義では、「質問に対して回答する形式」も行いたいので、事前学習等で質問を
事前に考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天）、普通の帽子（梨棚作業用） 
         原則長袖の服を着用、 
・学生準備物：昼食、十分な飲み物、着替え、タオル 

・大学準備物等： 長靴、手袋（着用なしの方が良いが準備）、芽剪りハサミ、救急箱 

・現地で借用するもの： 芽剪りハサミを借用（大学でも手持ちを持参） 

・作業時の留意事項 
１．ハサミの使用、脚立でのやや高所作業などがあり、けがのないように注意 
２．天候によって、熱中症にならないよう十分な水分補給ができる飲み物を持参 

３．トイレは出発前は大学で、講義後は管理事務所などで済ませること、貴重品の管理
に気をつけること（バスは移動するので荷物は置けない。必要に応じて教職員の指示による） 
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時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 マイクロバス 現地へ出発   時間厳守 

午前９：３０ 西川ゴム駐車場 現地到着 バス下車 装備等体験準備 胴長靴着用 

午前９：５０ 吉山川河川堤 組合長あいさつ  

体験作業内容・注意事項説明 

午前１０：００ 吉山川 ・河川清掃（約１㎞）開始   
・葦刈り（西川ゴムにつながる橋周辺） 

午前１１：３０ 吉山川 河川観察、アユ放流体験 

午後０：３０ 吉山川河川堤 アユの塩焼き体験  昼食（各自持参） 胴長片付け 

午後１：３０ 吉山川河川堤 ・水辺の教室、投網体験 
    講師 組合長・理事漁協複数名 
・講義 太田川のアユ漁（網漁）の歴史など 

午後３：００ 吉山川河川堤 体験終了、片付け 

午後３：２０ 吉山川＆西川ゴム駐車場 お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後３：３０ マイクロバス 大学へ出発 

午後４：４０ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 適宜かたづけ 

５月２８日（日） 太田川漁協 教養ゼミ体験授業（杉野ゼミ） スケジュール概要 
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５月２８日（日） 太田川漁協 教養ゼミ体験授業（杉野ゼミ） 準備・留意事項等 

・原則、増水がなければ雨でも作業等は行います。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
・河川増水の場合は、養殖場と川辺の清掃、講義など、太田川漁協周辺メニューに変更 

・主な作業内容・作業手順 
１．胴長をはいて、川の中のゴミを拾って集める。川岸に生えている葦をカマで刈り取る。 
２．アユを串刺しして、塩をつけて炭火で焼く。 

３．胴長をはいて、吉山川をタコ眼鏡で観察したり、たも網でサンプリングして生息する魚等の種類等
を調査する。 
４．現地講義等では、事前学習等で質問を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天）、原則長袖の服を着用。 
・学生準備物： 十分な飲み物、昼食弁当（近くにコンビニ有り）、必ず着替え、タオル 

・大学準備物等： 胴長靴、ゴミ用の網袋、軍手、ライフジャケット、麦わら帽子、たも網、ノコギリ鎌、タ
コ眼鏡、バケツ、観察用透明容器（透明のボックス）、救急箱 

・現地で借用するもの： 胴長靴 （事前に班で取りまとめ＝大学から持参する胴長含む） 

・作業時の留意事項 
１．河川での転倒に備えて、転倒者を補助出来るよう２名以上で隣接行動する。 
２．天候に応じて突発的な増水に注意し、漁協の指示に従う（増水しやすい河川である）。 
３．蛇やダニに注意すること。ヨシの中には深入りしない。ライフジャケットも着用する。 
４．作業時は水分補給を十分かつこまめに行うこと。必ず着替え持参。 

５．トイレは出発前は大学で、現場は西川ゴム事務所ですること、貴重品の管理に気をつけること（バ
スに置かないなど必要に応じて教職員の指示による） 
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時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横車庫・駐輪場付近 マイクロバス 現地へ出発  時間厳守 

午前９：３０ 井仁（棚田）交流館 田植え体験会受付、 服装確認等準備 

午前１０：００ 井仁（棚田）交流館 
グランド 

開会式、作業説明 
  各班に加わり行動する 
  各班の副班長の仕事を手伝う 

一般市民参加 
 

午前１０：２０ 棚田 各棚田で田植え体験 （素足） 
  終了時、田植え班ごとに記念撮影   

午後０：００ 井仁（棚田）交流館 昼食準備作業（井仁の方のお手伝い） 

午後０：３０ 井仁（棚田）交流館 昼食 地域・市民の皆様と交流 
  昼食の片付けのお手伝い 
  来場者アンケートの配布・回収を手伝う 
  使った長靴水洗い・乾燥の手伝い 

午後１：３０ 棚田周辺 棚田散策 

午後２：３０ 井仁（棚田）交流館 いにぴちゅ会会長の講義・質問 

 井仁の課題解決と夢の実現に向けて 

午後３：００ 現場 地域へ お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後３：１０ 現地 マイクロバス 大学へ出発 

午後４：３０ 生物生産A棟 横 大学着  解散 適宜かたづけ 

６月４日（日） 安芸太田町井仁 教養ゼミ体験授業（上野ゼミ） スケジュール概要   
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H29年度 



・原則、雨でも作業等は行います。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
・悪天候の時は、講義、棚田交流と意見交換などに変更 

・田植え・昼食は、一般市民（棚田会員等）として参加しますので、広大生らしい行動を
お願いします。特に子供の参加も多いので、心配りをお願いします 

・主な作業内容・作業手順 
  棚田での田植え（手植え） 
  ゼミが4班に分かれて、その副班長（上級生）の仕事を手伝う 
  昼食の準備、片付け・食器洗いなど、アンケートの配布回収を手伝う 
  ※現地講義では、事前学習等で質問を考えておくこと。 

・学生服装 ：田んぼは裸足+短パン、ジャージ等作業服、カッパ（雨天） 
         ジャージの下に短パン着用が万全 
・学生準備物：十分な飲み物、必ず着替え、タオル、昼食費用５００円 
    （昼食は、交流会として一般市民と同じように地元で準備された食事をいただく） 

・大学準備物等： 麦わら帽子、長靴（使用しない予定）、軍手、救急箱 

・現地で借用するもの：  

・作業時の留意事項 
１．田んぼで濡れて汚れても良い服装と十分な着替え（田んぼでの転倒もある）。 
２．天候によって、熱中症にならないよう十分な水分補給ができる飲み物を持参 

３．トイレは出発前は大学で、作業前は交流館などで済ませること、貴重品の管理に気をつけること
（バスに置かないなど必要に応じて教職員の指示による） 

６月４日（日） 安芸太田町井仁 教養ゼミ体験授業（上野ゼミ） 準備・留意事項等   
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H29年度 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：００ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発  時間厳守 

午前８：５０ フェリー（安芸津港） フェリー出港 （乗船３５分）  客室へ移動 

午前９：３０ 大西港 フィッシング中村へ出発 

午前９:４０ 内浦漁協前 乗船準備と刺し網漁などの説明 服装・道具準備 

午前９：５０ 遊漁船乗船 フィッシング中村様で刺し網漁の体験 

午前１１:５０ フィッシング中村 刺身・塩焼き料理の体験 昼食（学生持参） 

午前１:２０ フィッシング中村 
 

・中村様・前釜様 漁業の講義（１０分～15分） 

・道林様の講義 海藻による食文化づくりとマーケット
の創造島の観光・地域活性化など 

雨天の場所
は？ 

午後２:００ フィッシング中村 お礼のあいさつ、集合写真撮影 その後大串海岸へ 

午後２:１０  フィッシング中村出発 途中シトラスかみじまで別班乗車 

午後２：４０ 大串海岸キャンプ場 
大串海岸 

海藻試作品の試食・意見交換 
その後 海藻採集 

ここから 
2班合同 

午後３:５０ 大串海岸キャンプ場 お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後４：００ 大串海岸キャンプ場 体験作業等終了・片付け 

午後４：1０ マイクロバス 大西港へ （大学へ出発） 

午後４：４５ フェリー 大崎上島町 大西港 出港 （乗船３５分） 

午後５：５５ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 

６月１０日（土） フィッシング中村・海藻塾教養ゼミ体験授業（加藤ゼミ） スケジュール概要 
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バス1台：往路：大学－＞フェリー－＞Ｆ中村－＞・・・シトラスかみじま金原農園 
 復路： ・・・ Ｆ中村－＞（金原農園経由）－＞大串海岸－＞フェリー－＞大学  

H29年度 



・原則、雨でも作業等は行います。 
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
 悪天候の場合は、講義など別メニューに変更 

・主な作業内容・作業手順 
１．地元で活躍されている漁業者の方から刺し網漁を教えていただく。（2隻に乗船） 
２．海藻塾で海藻の説明・海岸での採集・試食を行い、地元の方と意見交換する 
３．※現地講義・意見交換では、事前学習等で質問を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天） 
・学生準備物： 十分な飲み物、昼食弁当、必ず着替え、タオル 

・大学準備物等： ゴミ用袋、軍手、長靴、ライフジャケット、麦わら帽子、バケツ、キッチ
ンバサミ、救急箱 

・現地で借用するもの：  

・作業時の留意事項 
１．ライフジャケットを着用し、船上や岩場で足を滑らせないよう注意すること 
２．必ず着替えを持ってくること、作業時は水分補給を十分かつこまめに行うこと 
３．トイレは出発前は大学で、また安芸津港かフェリー（35分）内でトイレを済ませること 
（漁乗船2時間程度） 

４．貴重品の管理に気をつけること（バスは移動するので荷物は置けない。必要に応じて教職
員の指示による） 

６月１０日（土） フィッシング中村・海藻塾教養ゼミ体験授業（加藤ゼミ） 準備・留意事項等 
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６月１０日（土） シトラスかみじま金原農園 教養ゼミ体験授業（平山ゼミ）スケジュール概要 
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バス1台：往路：大学－＞フェリー－＞（Ｆ中村経由）－＞金原農園 
 復路： ・・・ （Ｆ中村経由）－＞金原農園－＞大串海岸－＞フェリー－＞大学  

時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：００ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発  時間厳守 

午前８：５０ フェリー（安芸津港） フェリー出港 （乗船３５分）  客室へ移動 

午前９：３０ 大西港 シトラスかみじまへ出発 
    経由地フィッシング中村（内浦漁協） 

午前９：55 シトラスかみじま 
金原農園 

体験作業内容・注意事項説明 
ハウス「せとか」の摘果 

服装・道具準備 

午前１１：３０ シトラスかみじま 
または集会所 

 

昼食  弁当持参 

金原様の講義：シトラスかみじまの概要・かんきつ栽
培と流通など  

午後0:50 シトラスかみじま ハウス「せとか」の摘果、露地みかん園主幹仕立て 

午後2:15 シトラスかみじま お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後2：30 シトラスかみじま 大串海岸へ   別班とバス合同になる 

午後2：40 大串海岸キャンプ場 
大串海岸 

海藻試作品の試食・意見交換 
その後 海藻採集 

ここから 
2班合同 

午後3:50 大串海岸キャンプ場 お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後4：00 大串海岸キャンプ場 体験作業等終了・片付け 

午後４：1０ マイクロバス 大西港へ （大学へ出発） 

午後４：４５ フェリー 大崎上島町 大西港 出港 （乗船３５分） 

午後５：５５ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 

H29年度 



・雨でも作業等は変わりません。 
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 

・主な作業内容・作業手順 
 ミカン園での摘果作業。 
 ※現地講義では、事前学習等で予習し質問・意見を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天の徒歩部分）、長袖の服を着用、 
・学生準備物： 十分な飲み物、昼食（弁当）、着替え、タオル 

・大学準備物等： 麦わら帽子、長靴、手袋、救急箱 

・現地で借用するもの：  

・作業時の留意事項 
１．ハサミの使用などけがのないように注意 
２．みかんの枝にはトゲが出ていることもあるので必ず長袖を着ること 
３．手・顔など肌が出ている部分の虫刺されに注意 
４．天候によって、熱中症にならないよう十分な水分補給ができる飲み物を持参 
５．トイレは出発前は大学で、また安芸津港かフェリー（35分）内でトイレを済ませること。ま

た、貴重品の管理に気をつけること（バスは移動するので荷物は置けない。必要に応じて教職員
の指示による） 12 

６月１０日（土） シトラスかみじま 金原農園 教養ゼミ体験授業（平山ゼミ）準備・留意事項等 

H29年度 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発  時間厳守 

午前９：００ トムミルクファーム 
  まきばカフェ 

２階会議室 

沖代表講義 
水田放牧の価値、地域ビジネス展開（仮） 
集落営農法人講義（未定） 
 集落営農の課題と水田放牧（仮） 

午前９：４０ 水田放牧予定地 水田放牧予定地で作業内容・注意事項説明 徒歩移動５分 

午前９：５０ 水田放牧予定地 
 

・水田放牧地の畦草刈り、放牧場整備に向けた
電気柵づくり、鉄パイプ柵づくり 

午前１１：５０ 昼食場所へ移動 

午前１２：００ 牧場カフェ２階 特製ジビエカレーで昼食 （１人８７０円） 
交流・農場自由見学 

午後１：００ 水田放牧予定地 水田放牧地の畦草刈り、放牧場整備に向けた電
気柵づくり、鉄パイプ柵づくり 

獣害状況見学可
能性もあり 
 

午後２：００ 作業終了、お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後２:１０ バス＆現地 豊栄町ふるさとマーケット（県央協議会）参加組織
見学 小石川りんご園、加工販売所など・・・・ 
    豊栄町旧開拓地と町の再生・・・・ 

午後３：３０ 現地 中型バス 大学へ出発 

午後４：２０ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 

６月２５日（日） トムミルクファーム・豊栄集落法人 
教養ゼミ体験授業（西堀ゼミ・三本木ゼミ） スケジュール概要 調整中 

H29年度 



・原則、雨でも作業等は行います。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。  

・主な作業内容・作業手順 
・水田の水路・道路法面の草を、鎌で刈って柵を設置しやすいようにする。 
・水路・道路の法面に添って、電気柵、鉄作などを必要な道具を使って放牧柵を設置する。 

・豊栄町のふるさとマーケット（県央協議会）参加組織の中で、旧開墾地のりんご園などの農業や豊栄
町の町中再生の様子を見学する。 
 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天）、原則長袖の服を着用。 
・学生準備物：十分な飲み物、昼食代８７０円（ジビエカレー）、必ず着替え、タオル、 

・大学準備物等：軍手、長靴、麦わら帽子、草刈り鎌、救急箱 
 

・現地で借用するもの： 電柵、鉄柵設置の大工道具等 
 

・作業時の留意事項 
１．鎌を使うので、手などを切らないように注意する。周りの人にも注意して作業する。 
２．牛が飼育されているので、牧場内では清潔にして、指示されたところでは靴を消毒液で消毒する。 
３．トムミルクファームで決められた看板記載の注意事項を守る。 
４．柵の設置では、器具を使う場合があるので注意して作業する。 
 

６月２５日（日） トムミルクファーム・豊栄集落法人 
教養ゼミ体験授業（西堀ゼミ・三本木ゼミ） 準備・留意事項等 

14 

H29年度 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発  時間厳守 

午前９：５０ 道の駅ゆめランド布野 現地到着 バス下車 県道37号→国道54号線 

午前９：５５ 道の駅ゆめランド布野 道の駅廣田幸男代表取締役の講義 
  ゆめランド布野の取り組みについて 

午前１０：２０ ゆめランド布野水田 合鴨農法の水田 除草など（説明・作業） 
お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午前１１：２０ 神野瀬川 道の駅親水公園 

 江の川漁協 
江の川漁協取組説明、 
神野瀬川（親水公園）河川清掃等 

2班合同 

午前１２：１０ 道の駅・親水公園等 

 江の川漁協 
アユの塩焼き体験 ・ 昼食 
お礼のあいさつ、集合写真撮影 

2班合同 

午後 １：３０ 大前農園 大前農園の取組説明 
アスパラハウス草取りなど 
アスパラ収穫・生アスパラ試食 
お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後 ３：００ 道の駅ゆめランド布野 直売所・道の駅見学等 2班合同 

午後 ３：３０ 道の駅ゆめランド布野 現地 中型バス 大学へ出発 

午後 ５：００ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 

７月８日（土） 【Ａ工程】 ゆめランド布野・大前農園・江の川漁協 
 教養ゼミ体験授業（小林ゼミ） スケジュール概要 調整中 

H29年度 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発  時間厳守 

午前９：５０ 道の駅ゆめランド布野 現地到着 バス下車 県道37号→国道54号線 

午前１０：００ 大前農園 大前農園の取組説明 
アスパラハウス草取りなど・収穫・生アスパラ試食 

お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午前１１：２０ 神野瀬川 道の駅親水公園 

 江の川漁協 
江の川漁協取組説明、 
神野瀬川（親水公園）河川清掃等 

2班合同 

午前１２：１０ 道の駅・親水公園等 

 江の川漁協 
アユの塩焼き体験 ・ 昼食 
お礼のあいさつ、集合写真撮影 

2班合同 

午後 １：３０ 
 

道の駅ゆめランド布野 道の駅廣田幸男代表取締役の講義 
  ゆめランド布野の取り組みについて 

午後 ２：００ ゆめランド布野水田 合鴨農法の水田 除草など（説明・作業） 
お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後 ３：００ 道の駅ゆめランド布野 直売所・道の駅見学等 2班合同 

午後 ３：３０ 道の駅ゆめランド布野 現地 中型バス 大学へ出発 

午後 ５：００ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 

７月８日（土） 【Ｂ工程】 ゆめランド布野・大前農園・江の川漁協 
 教養ゼミ体験授業（橋本ゼミ） スケジュール概要 調整中 

H29年度 



・原則、雨でも作業等は行います。アスパラはハウス内です。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
 河川増水の場合は、河川清掃は中止します 

・主な作業内容・作業手順 
１．道の駅に隣接するアイガモ水田の周辺の除草のため鎌等で作業します。 
２．アスパラガスハウス周辺の草取りを行います。 
  またアスパラの芽をサイズを合わせてサンプル収穫します。一人１～2本程度、これを生試食します。 
３．道の駅の親水空間になっている河川の中の岩についた泥を、デッキブラシで清掃します。 
４．アユを串刺しして、塩をつけて炭火で焼く体験をします。 
※現地講義・意見交換では、事前に質問を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、川に入る短パンも着用、カッパ（雨天）、原則長袖の服を着用、 
・学生準備物：十分な飲み物、昼食費（５００円）、必ず着替え、タオル、川の中に入るズック靴 

・大学準備物等：軍手、長靴、ライフジャケット、麦わら帽子、衛生帽、剪定バサミ、ビニール袋、救急箱 

・現地で借用するもの：アイス製造用具、芽切りバサミ（大学でも手持ちを持参） 

・作業時の留意事項 
１．河川清掃は、「短パン＋ズック靴」で膝くらいまでの川に入って作業。岩で滑らないように注意する。 
２．蛇やダニに注意すること。葦の中にも深入りしない。ライフジャケットも着用する。 
３．天候に応じて突発的な増水に注意すること。必ず、着替えを持参。 
４．ハサミ・鎌等の使用にも注意すること。また、作業時は水分補給を十分かつこまめに行うこと。 

５．トイレは出発前は大学で、作業前などは道の駅で済ませること、貴重品の管理に気をつけること（バ
スは移動するので荷物は置けない。必要に応じて教職員の指示による） 

７月８日（土）A日程 ゆめランド布野・大前農園・江の川漁協 
 教養ゼミ体験授業（小林ゼミ・橋本ゼミ） 準備・留意事項等 
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