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円卓フォーラムの考え方・仕組みと共同宣言 

 

地（知）の拠点活動の中山間地域・島しょ部対策領域を担う生物生産学部では、農漁村

地域をフィールドに、体験学習を出発点とする地域志向型教育を実践しようとしています。

この活動を円滑に進めるために、学生、教員に加え、連携市町と地

域住民の皆様に参加していただく円卓フォーラムを 26年度から 29

年度にわたり 4回開催しました。 

大学が進める地域志向型教育に関する情報交換を行い、進捗状況

を評価していただくのが目的です。フォーラムでは、大学を媒介に

した地域間連携と交流、地方創生に貢献する人材育成のあり方につ

いても討論し、共同宣言を踏まえた大きな成果につながりました。 

 

 

 

 

 

 

 

～ 共同宣言 ～ 

１． 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。 

２． 中山間地域・島しょ部は、広島大学の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。 

３． 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。 

４．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、

次代を担う若い世代にエールを送ります。  



2 

 

円卓フォーラムの開催状況 

 

第１回円卓フォーラム（2014年 12月 11日（木）開催） 

 

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－ 

第１部：学生と地域とのエール交換 

第２部：受け入れ地域・自治体・大学による交流と連携の成果 

 

 

第２回円卓フォーラム（2015年 7月 22日（木）開催） 

 

地方創生の原動力 

持続可能な地域志向型教育 ～地域・大学連携の今とこれから～ 

第 1部 学生と地域とのエール交換 

第２部：地方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育 

 

 

第３回円卓フォーラム（2017年 1月 19日（木）開催） 

 

地域と学生が作る人材育成プログラム～活動の評価と提案～ 

第 1部：体験学習（教養ゼミ）、インターンシップ、特別講座の活動と評価 

－学生・地域・教員からの視点－ 

第 2部：求める、求められる、人材育成プログラム 

－市町、地域、学生、教職員によるワークショップ－ 

 

 

第４回円卓フォーラム（2017年 12月 7日（木）開催） 

 

地域と学生がつくる地域志向型教育～農学系フィールド教育がめざすもの～ 

第 1部：第１部：地域と農学フィールド教育 

活動の概要と成果、学生の視点から、受入地域の視点から、教員の視点から 

第 2部：地方創生を支える人材育成プログラム 

市町、地域、学生、教職員による円卓フォーラム 
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第１回円卓フォーラム  
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広島大学地（知）の拠点フォーラム 

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－ 

 

 [12：50～13：00] 

○開会あいさつ  広島大学 植松生物生産学部長 

         広島大学 藤本副理事 

 

[13:00～14:20] 

〇第 1部：学生と地域とのエール交換  

 司会 加藤愛（博士課程前期２年） 

 １）地域との連携を模索した体験学習：経過報告      （10分） 

 ２）学生代表教養ゼミグループの活動報告・意見・提言など （20分） 

    （体験学習発表会の学生相互評価が高かった３ゼミ） 

 ３）受け入れ地域のメッセージ・提言・苦言など      （30分） 

    安芸太田町 いにぴちゅ会・会長 河野司氏  

    大崎上島町 シトラスかみじま・組合長理事 金原邦也氏  

    世羅町 世羅幸水農園・組合長理事 原田修氏 

 ４）討議  （15分）   

 

[14：15～14：20] 

○広島大学 地（知）の拠点連携地域への感謝状贈呈   

 

[14:35～16:25] 

〇第２部：（広島）地の拠点 円卓フォーラム  

  受け入れ地域・自治体・大学による交流と連携の成果 

  司会 細野賢治（准教授） 

 １）体験学習についての学生アンケート調査結果の紹介 （10分） 

 ２）受け入れ地域の声紹介 （10分） 

 ３）コーディネーターの立場から （5分） 

 ３）討議             

 ４）まとめ     （85分） 

 

[16：25～16：30] 

〇閉会の挨拶  生物生産学部教授 山尾政博  
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第 2 回 広島大学地（知）の拠点円卓フォーラム開催案内 

(中山間地域・島しょ部対策領域) 

地方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育 

～地域・大学連携の今とこれから～ 

 

【円卓フォーラムの課題】 

 学生と教員は、地域志向型教育の成果と課題をどう考えているか 

 受入地域と市町からみた地域志向型教育が抱える課題 

 ２年間の活動が地域に与えたインパクト 

   インターンシップ、地域課題研究、ボランティア活動、等への期待 

 地方創生活動に結び付く大学での人材育成のあり方 

 第 1回円卓フォーラムでいただいた課題への取組状況 

【プログラム】 

○開会式 [14：35～14：40]      総合司会：善村支援室長 

 ・植松研究科長あいさつ 

 

〇第 1部 [14:40～16:05、 Ｃ２０６]  進行：天野特任助教 

「学生と地域とのエール交換」（現地体験発表と地域との意見交換） 

・冨永ゼミ（河内町小田ファーム・おだ） 【田植え体験】 

・吉田ゼミ（大崎上島町シトラスかみじま）【ハウスせとかの摘果】 

・太田ゼミ（大崎上島町海藻塾）  

       【海岸清掃、シーカヤック、海藻観察・採取・調理品試食】 

・都築ゼミ（安芸津町 JA芸南）【ビワ収穫・選別、ビワの葉茶用の茶葉採取】 

・船戸ゼミ（三次市布野町道の駅ゆめランド布野） 

      【アスパラガス収穫、江の川清掃、アイスクリームの製造体験】 

・まとめ 浅川チューター長 

 

〇第２部  [16:20～17:25、 Ｃ３１６]  総合司会：善村支援室長 

 「地方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育」 

 ・石川副理事あいさつ 

 ・趣旨説明 山尾教授 

 ・体験学習 2年間の活動の成果 天野特任助教 

 ・体験学習から地域志向型教育への発展 細野准教授 

 ・討論 （司会：細野准教授） 

 ・コーディネータからの提案 大泉 CO 

 ・まとめ 山尾教授 
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〇閉会式[17：25～17：30]  

  河合研究科長補佐 あいさつ 

 

【参集者】 

  学生、市町、地域、広島大学関係教職員 
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広島大学 地（知）の拠点中山間地域・島しょ部領域 

第３回円卓フォーラム開催要領 

地域と学生が作る人材育成プログラム 

～活動の評価と提案～ 

 

 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 3年間の活動を振り返

り、将来にわたり地方創生の原動力となる人材育成プログラムを実施しております。第 3

回円卓フォーラムでは、体験学習、インターンシップ、特別演習などの教育成果を踏まえ、

連携市町・地域でご協力いただいた皆様にもご参集いただき、学生・教職員とともに、人

材育成プログラムの内容を具体的に提案することを目的にします。 

 ３年間にわたりご協力いただいた連携市町・地域の皆様、大学に期待される地域志向人

材教育が抱える課題は何か、ご提案いただきたいと存じます。 

地域社会や産業に貢献できる若手人材を育成する活動のひとつです。 

 

プログラム 

12:50 – 14:15  

  開会挨拶   副学長（社会連携担当）  木原康樹 

         

 第１部：体験学習（教養ゼミ）、インターンシップ、特別講座の活動と評価 

 １ 活動の概要と成果               地の拠点 担当教員 

 ２ 学生からの視点 

   １）体験学習の成果、今後の課題        参加学生 

   ２）インターンシップを通じた地域体験     参加学生 

 ３ 受入地域からの視点 

   １）地域活性化からみた体験学習・インターンシップ 

安芸太田町井仁 イニピチュ会・自治会 

   ２）太田川での体験活動プログラムを提供して 

                         太田川漁業協同組合 

 ４ 連携市町からの視点 

   地方創生活動における大学との連携の意義   

世羅町役場、三次市役所 

 

14:15 – 14:30 休憩 

14:30 – 16:05    

 第２部 求める、求められる、人材育成プログラム 

―市町、地域、学生、教職員によるワークショップ 
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 １ 趣旨説明                  地の拠点 担当教員 

 ２ ワークショップ     10グループ* 

 ３ グループ討論報告              報告者 

 ４ 総合討論、講評 

   講評 中山間地域を支える若手人材の育成   広島県 

 ５ まとめ                   地の拠点 担当教員    

    

閉会挨拶 生物生産学部長 教授 吉村幸則 

 

 

*ワークショップでの話題提供のお願い 

 １ ワークショップは、10グループにわけて進めます。参加者は、連携市町・地域の皆 

様、学生、教職員です。 

 ２ 連携市町・地域の皆様方には、グループに分散して加わっていただき、最初に話題 

提供をお願いいたします。お話しいただきたい内容は次のようなものです。 

   １）学生の体験学習、インターンシップ等を受け入れてのご感想 

   ２）学生の地域体験活動に対する評価、改善点 

   ３）地方振興や活性化に向けて大学に期待すること 

   大学への苦言、提言など。 
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広島大学 地（知）の拠点中山間地域・島しょ部領域 

第４回円卓フォーラム プログラム概要 

地域と学生がつくる地域志向型教育 

～農学系フィールド教育がめざすもの～ 

 

日時 平成 29 年 12 月 7 日（木） 12：50～16：05   場所 学士会館レセプションホール 

主催 国立大学法人 広島大学 生物生産学部・生物圏科学研究科  共催 一般社団法人国立

大学協会 

 

開会あいさつ 高田理事・副学長 

第１部：地域と農学フィールド教育・・・12:50-14:20 

 司会：山尾政博 

 １ 活動の概要と成果                     

  １）地の拠点担当         細野賢治  

  ２）共同利用教育拠点担当     各拠点から報告 

 ２ 学生の視点から 

  １）体験学習の概要・成果、課題         教養ゼミ橋本班 1 年生 11 名 

  ２）インターンシップを通じた地域体験      27 年度井仁地域インターン 

                教育学部 4 年 棚橋さん生物生産学部 4 年小佐井くん 

 ３ 受入地域の視点から 

  １）地域活性化からみた体験学習・インターンシップ トムミルクファーム沖代表取締役 

  ２）体験活動プログラムを提供して      世羅大豊農園 祢冝谷組合長理事 

  ３）連携市町にどのようにご協力いただいたか 安芸太田町 小笠原地域づくり課長 

 ４ 教員の視点から 

  １）教養ゼミの担当教員の視点から              生物圏科学研究科        船戸准教

授 

  ２）運営した担当教員の経験       元 COC 特任助教     天野通子氏 

休憩・・・ 14:20– 14:35 

 

第２部 地方創生を支える人材育成プログラム・・・14:35 – 16:05  

 司会：細野賢治、大泉賢吾 

    市町、地域、学生、教職員による円卓フォーラム 

 講評 中山間地域を支える若手人材の育成、広島県庁地域政策局中山間地域振興課長岡主査 

 まとめ 

地（知）の拠点 功労者表彰    吉村研究科長から連携地域 21 名の皆様へ 

閉会 あいさつとお祝い  吉村生物生産学部長  



13 

 

 

パネル展示 

 ・教育関係共同利用拠点での成果発表パネル展示 

 ・地（知）の拠点事業の成果パネル展示 

 

情報交換会・・・・17：00～18：30 

 場 所：マーメイドカフェ広島大学店「ラ・プラス」軽食とフリードリンク（ノンアルコール） 

【参加連携市町・地域・県庁】 

広島県、東広島市役所、三次市役所、世羅町役場、安芸太田町役場 

トムミルクファーム、ファームおだ、太田川漁協、井仁・いにぴちゅ会、金原農園、海藻塾、フィッシン

グ・中村、世羅幸水農園、世羅大豊農園、大前農園、新果園・とびしま柑橘倶楽部、（株）島ごころ、世

羅高原カメラ女子旅、地域おこし協力隊、他 
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「地（知）の拠点」 

中山間地域島しょ部対策領域 

 

 

第１回円卓フォーラム 

成果報告書 

 
2014年 12月 11 日（木）開催 
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１．地(知)の拠点円卓フォーラムの概要 

（１）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。 

フォーラムの構成 

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。 

 

（２）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．第 1部：学生と地域とのエール交換（学生企画による進行） 

（１）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学生の司会で第 1部の開会です 
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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。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会の加藤さん（Ｍ２）と経過報告する三木さん（Ｍ

１） 
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（２）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

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 島本ゼミ発表の様子 

 

 

 

 田辺ゼミ発表の様子 

 

 

 



20 

 

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

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）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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0 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生物圏科学研究科Ｍ２の加藤さん 
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（４）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 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。 

 

 

 

 

 

３．第 2部：広島県の「地(知)の拠点」 円卓フォーラム 

  －受入地域・自治体・大学による交流と連携の成果－ 

（１）「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。 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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（２）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）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、



26 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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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。 

 

 

（５）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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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。 

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。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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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。 

 

（６）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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（７）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）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。 

共同宣言を議論する連携地域の皆様 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．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。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

広島大学の学生といっしょに記念写真 
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 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。 
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 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 

 

 

 

 

 

２．大亀 孝司 様 

３．大亀 美保子 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．末岡 和之 様 
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５．金原農園 金原 邦也 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（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（同組合理事 苗代彰様 代理受領） 
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５．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。 
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 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

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。 
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６．円卓フォーラム配付資料 

（１）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。 

大崎上島町 農事組合法人シトラスかみじ
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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。 
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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、6 月 28日

に地域体験授業を開催し、山本ゼミグループ 10

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（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

いただいた。 

株式会社布野特産センター 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

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 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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（２）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 生物生産学部における「地(知)の拠点」整備事業教育推進プログラムの概要 
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図 生物生産学部における COC関連科目の位置づけ 
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（３）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。 

 

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。 



54 

 

 

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。 
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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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（４）「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・
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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

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

（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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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。 

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 
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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５）今回の体験学習の内容について 

 

 

 

 

（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

（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 

 

 

 



63 

 

われる。 

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。 

 

（５）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。 
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「地（知）の拠点」 

中山間地域島しょ部対策領域 

 

第２回円卓フォーラム 

成果報告書 

 
2015年 7月 22 日（木）開催 
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1．第 2回円卓フォーラムの趣旨とプログラム概要 

（１）概 要 

 広島大学が取り組んでいる「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」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、地域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。このような活動を通じて、大学による地方創生への貢献と参画をめざしてい

る。 

 

（２）第２回円卓フォーラムのテーマと趣旨 

 2014年度に開始した体験学習の実施が２年目に入り、学生の間では、「地（知）の拠点」というプ

ロジェクト名が広く知られるようになっている。広島県内の7市町10地域の住民の皆様、自治体関

係者などの御協力をいただきながら、体験学習、インターンシップ、特別フィールド演習などカリキ

ュラム内容も次第に充実したものになっている。 

 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 2年間の活動を振り返り、「地

方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育～地域・大学連携の今とこれから～」をテーマに、

第２回円卓フォーラムを開催することにし

た。 

 2014年 12月に開催した第１回円卓フォー

ラムでは、連携地域及び、市町の皆様から、

示唆に富むご助言とご批判をいただいた。

生物生産学部では、それらを踏まえて、本

年度の活動を実施している。第２回円卓フ

ォーラムは、2年間の活動を通じて得られた

地域志向型教育の成果と課題について報

告し、連携地域と市町の皆様から忌憚のな

いご意見をお伺いするとともに、体験学習、特別講座、インターンシップ、地域課題研究等へのご

協力を通じて、地方創生活動に結び付く大学での人材育成のあり方について、ご検討をお願いす

ることとした。 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/c78fa480f9603e7cb36f67b4abc15afd.jpg
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（３）第２回円卓フォーラムの構成等 

 フォーラムは、2015年7月 22日（木）、14時 35分から 17時 30分、広島大学生物生産学部C206、

C316にて開催された。円卓フォーラムは２部構成であった。第 1部は、「学生と地域とのエール交

換」と題して、中山間地域・瀬戸内海島しょ部において体験学習を行った学生と、受け入れていた

だいた地域の皆様との間で膝を突き合わせ

て、相互に意見や提言・苦言を交換し合っ

た。第 2部は、受け入れ地域・自治体・大学

による交流と連携の成果を踏まえ、学生、

教員の体験学習に対する評価をご紹介し、

地域の皆様から地域志向型教育と人材育

成のあり方についてご提案をいただきなが

ら、地方創生の原動力になる人材育成とは

どのようなものかを議論することにした。 

 

第２回円卓フォーラムの課題 

 学生と教員は、地域志向型教育の成果と課題をどう考えているか 

 受入地域と市町からみた地域志向型教育が抱える課題 

 ２年間の活動が地域に与えたインパクト、                              

インターンシップ、地域課題研究、ボランティア活動、等への期待 

 地方創生活動に結び付く大学での人材育成のあり方 

 第 1回円卓フォーラムでいただいた課題への取組状況 

 

 第２回円卓フォーラムの参加者 

 円卓フォーラムの第１部には、地域体験に参加した生物生産学部 1年生１０３人、受入地域５か

所から１０人、関係自治体（県庁含む）１１人、他大学３人、一般等（報道・一般）１人、TA及び教務

補佐員６人、本学教職員２４人、合計１５８人が参加した。第２部には、生物生産学部生４人、受入

地域５か所から１０人、関係自治体（県庁含む）１１人、TA及び教務補佐員６人、本学教職員２０

人、合計５１人が参加した。 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/a8435bc33ce7d51068dbd3d7b7b24c62.jpg
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２．第１部 「学生と地域とのエール交換」 

 

  地方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育 

 ～地域・大学連携の今とこれから～ 

 開催日時： 2015年 7月 22日(水) 14:35-17:30 

 開催場所： 広島大学 生物生産学部 C206・C315 

 

 第 1部（14:35～16:05）では、「学生と地域とのエール交換」と題して、中山間地域・瀬戸内海島し

ょ部において体験学習を行った学生(後半

５ゼミ)がプレゼンテーションを行い、それぞ

れの体験と学習の成果を発表した。発表

の最後の部分では、学生がその地域の課

題としてとらえたことと考え出した解決策を

提示、活発に質疑応答。受け入れていた

だいた地域の皆様にも聞いていただき、ご

意見をいただいた。 

  

体験学習の発表 

 冨永ゼミ ＜東広島市 ファーム・おだでの体験学習 平成 27年 6月 6日＞ 

 吉田ゼミ ＜大崎上島町 金原農園での体験学習 平成 27年 6月 13日＞ 

 太田ゼミ ＜大崎上島町 海藻塾での体験学習 平成 27年 6月 13日＞ 

 都築ゼミ ＜東広島市安芸津町 JA芸南での体験学習平成 27年 6月 20日＞ 

 船戸ゼミ ＜三次市みちの駅ゆめランド布野での体験学習平成 27年 7月 4日＞ 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/12b043adcfff4c64b51839e60459cd8c.jpg
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３． 第２部 「地方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育」 

 第 2部（16:20-17:30）では、受け入れ地域・自治体・大学による交流と連携の成果を踏まえ、学

生、教員の体験学習に対する評価をご紹介し、地域の皆様から地域志向型教育と人材育成のあ

り方についてご提案をいただきながら、地方創生の原動力になる人材育成とはどのようなものか

を議論することにした。「地方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育」の課題は次の通りで

あった。 

              1) 学生と教員は、地域志向型教育の成果と課題をどう考えているか。 

              2）受入地域と市町からみた地域志向型教育が抱える課題はなにか。 

              3）２年間の活動が地域に与えたインパクトとは。 

              4）地方創生活動に結び付く大学での人材育成のあり方 

              5）第 1回円卓フォーラムでいただいた課題への取組状況。 

参加者 

生物生産学部生４人、受入地域５か所から１０人、関係自治体（県庁含む）１１人、TA及び教務補

佐員６人、本学教職員２０人、合計５１人が参加した。 

 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/a8435bc33ce7d51068dbd3d7b7b24c62.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/bd6c01d66352f4bf3c1ebbe3099e44d2.bmp
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（１）趣旨説明と報告 

石川副理事の挨拶 

 大学本部の学術・社会産学連携室副理事石川幸秀が、2013 年度に採択された「地（知）の拠点」

整備事業（以下、COC）の活動が順調に進

んでいるが、地域志向型教育の全学的な波

及についてはまだ課題を残していることを

説明した。広島県以外の出身の学生が多

いことから、広島という地域を知り、その中

で問題解決能力等を身に着けてほしいと願

っている。全学部 1年生の共通取得科目の

教養ゼミから始まり、最終年度までには、す

べての学生が地域志向型科目を受講させ

たいと考えている、旨の説明があった。 

第２部の趣旨説明 

 中山間地域・島しょ部領域主担当教員、山尾政博教授が、昨年度から今年度の活動を振り返り、

1年生を対象にした体験学習、連携特別講座、フィールドワーク実習、インターンシップと様々なと

ころで相乗効果が出始めた点を指摘した。地

域志向型教育の実践が新たな段階に入って

きており、ノウハウを蓄積している。大きな成

果は、地域が抱える様々な課題、体験や知識

が学生の間に共有され、移転されていること

である。その交流の成果が参加学生に留まら

ず、周辺学生や後輩に伝えられている。専門

的な地域調査の経験を有する教員や大学院

生が、TA として参加する学生（2年生などに）

に伝達する。次には、彼らが 1年生に教えていくという、学生間普及、学生から学生への普及とい

った流れができ始めている。 

 地域では地方創生に対する様々な取り組みが進められているが、そこで活躍するリーダー達を

特別講義にお招きした。受講する学生の地域課題に関する認識、関心が格段に深まった。2年間

の活動を通じて、インターンシップやボランティアとして地域活動に参加する学生は着実に増えて

いる。COCの活動は連携地域では評価されつつあり、地域志向型の教育や研究への期待が寄

せられている。連携地域が行う地方創生活動との相乗効果が期待できる段階に入った。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/db2d0d938ae93c7a9396bd4b04e3a505.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/8878a95c918c9a79ac159a5ac8dadbb0.png
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 第２部で議論する課題は、第１に、学生と教員は地域志向型教育をどう評価しているかであった。

第２には、連携地域から見た地域志向型教育、地域課題研究のあり方とは何かがとりあげられた。

第３には、地方創生活動に結び付く大学の貢献とは何かについて、連携地域や自治体関係者か

らの問題提起であった。 

（２）体験学習 2年間の活動成果 

 中山間地域・島しょ部領域、天野通子特任助教は、学生が体験学習をどう評価しているのかと

いうことを中心に報告した。今年度、体験学習に参加した学生は、1年生 104名、TA23名であった。

TAとして参加した学生は 2年生、4年生、大学院生で構成されており、今年度より、昨年体験学習

を経験した 2年生を 11名起用した。4年生以上の TAは研究として農林水産業とのかかわりを持

っているが、2年生はまだこれからというのが現状だった。 

 1年生が体験学習をどう評価したかが示された。96％の学生が「よかった」と評価し、具体的に

は、「体験内容が楽しかった」、「自然の中で活動ができた」、「農村の現状について勉強になった」、

「地域の人と交流できた」の順に高かった。事前学習については、80％の学生が適当であったとし

た。改善する点として、体験する時間や量がやや不足していることが指摘された。積極的な改善

点として受け止められる。体験学習を通じた地域への印象は、60%の学生が地域に対してよい印

象を持つようになったことをあげている。 

 体験学習に参加した１年生が、地域とどのように付き合いたいかを尋ねた。訪問した地域にまた

行きたいという学生は 46%に達した。「遊びに行く」だけではなく、「地域の体験活動・行事に参加す

る」といった

積

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/b1e86a3161f6be5e6bdee815c12b8088.png
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積極的な意見が見られた。また、「農山漁村に関する授業を履修する」といった学習意欲にもつな

がっていた。地域とのかかわり方については、ゲストとして地域とのつながりを求めるだけではなく、

将来、地域側の立場で活動をしたいという学生もいた。1年生を対象とした体験学習が、地域志向

型教育の動機づけを十分に果たしたと考えられる。 

 注目したいのは、上級生 TAの意見である。一年生と同様に「体験が楽しかった」などの回答も

あったが、「農作業の大変さ、難しさ」、「生産者が持つ知識の豊富さ」、「生産者の技術の高さ」、

「地域づくり、活性化の取り組み」を学ぶ中で、「地域が持つ力強さ」、「地域維持の大変さ」を感じ

ていた。そうしたことから、「ほかの地域の状況も知りたい」、「もっと農林水産業について学びたい」

といった学習意欲や、「収穫に行きたい」、「地域の活動に参加したい」といった地域活動への意欲

など、地域や農林水産業に対する興味を深めていた。上級生TAと2年生TA、1年生との間には、

これまでになかった地域農漁業を媒介にした縦のつながりができ始めていた。 

 学生に対する教育効果として、次の 4点を

指摘できた。第１に、昨年に引き続き、1年

生は体験学習を通じて、地域への興味、関

心を深めるきっかけを得ていた。第 2に、2

年生は TA として参加することにより、地域

との接点を深めることができた。第 3には、

下級生から上級生へ成長する過程で、地域

への関心が深まり、学生が地域を自分の活

動や研究対象としてのフィールドに位置付

けていた。第４に、上級生から下級生への縦のつながりができ始めたことは、地域と学生、大学の

継続的な関係構築への可能性が強まっていることであった。 

体験学習から地域志向型教育への発展 

 中山間地域・島しょ部領域主担当教員、細野賢治准教授は、体験学習から地域志向型教育へ

の発展について、以下の 4項目を中心に報告した。1.体験学習に関する学生の自己評価、2.担当

教員による体験学習の教育効果に関する評価、3.2014年度入学生（2年次生）における就学意欲

の変化、4.「地域志向型教育」に向けた今後の展開と課題、である。 

 教養ゼミ体験学習に関する学生の自己評価を、2014年度と 2015年度で示した。体験学習の感

想は、「とてもよかった」、「よかった」の割合を足すと概ね 90％を超えたが、2015年度のほうが「と

てもよかった」の割合が高く、58％⇒70％と伸長したことが大きな特徴であった。何に対して満足し

たかは、2014年度は「無回答」が 34％と多かったが、1％と大幅に減り、「自然の中で活動できた」

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/ea477499fe82360015aeb10f917ab6fb.jpg
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という項目が11％⇒48％、「農村の現状について勉強になった」が 6％⇒40％と特に大きな伸びを

見せた。 

 体験学習の教育の在り方が発展してき

た。事前学習が十分だったかを尋ねたと

ころ、「十分」と答えた学生が増えた。地

域とどうかかわりたいかについては、昨

年度は「遊びに行く」が最も多かったが、

今年度は、その割合が減って、「地域の

行事に参加する」、「情報収集・発信」、

「サークル活動・課外活動」など地域との

積極的なかかわり方を求めていた。 

  

 教養ゼミを担当する教員による体験学習の教育効果に関する評価では、昨年度 10名、今年度

10名、うち 4名は昨年度も参加していたため、16名の教員によるアンケートの結果を得た。体験

学習の導入による教育への有効性については、「非常に有効 62％」、「有効であった 25％」、「や

や有効であった 13％」と、すべての教員が評価していた。生物生産学への関心については、「や

や高まった」まで含めると 87％の教員が高まったと評価していた。顕著な回答は、地域への関心

についてであった。「非常に高まった」、「高まった」という回答が 94％と高い評価を与えていた。担

当教員は、COC活動における教育効果を

次のようなキーワードで表現した。「地域の

創意工夫の姿を間近でみられた」、「知識以

外の力となるので、将来にどのような進路

に行っても、この経験を生かして実践から課

題を考える力につながると思う」、「課題解

決力が向上する」、「主体的に考え、問題を

解決する能力が高まる」、「具体的な事例に

触れる」、「自ら考え行動する学生」があげら

れ、初期学習としては、主体的な学習ができる学生が増えたと考えていることがわかる。 

 2014年度入学の 2年生における修学意欲の変化が特徴的であった。2年生 11名が TA として

参加し、うち 8名は複数回参加し、1年生の体験指導を担当してくれた。また、中山間地域・島しょ

部連携特別講座での受講者も 19名中 13名が 2年生であった。インターンシップ受講者の半数 15

名が 2年生であった。2年生はコース分属を控えているが、自主的に研究室を訪問し、先生方に

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/5b1bb72055c398eee5003c8cea9c0ae7.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/IMG_5684.jpg
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研究の内容を尋ねるといった積極的な姿勢を見せた。地域課題だけでなく、生物生産学全体にお

ける問題意識と修学意欲が向上していることがわかった。 

 「地域志向型教育」の充実に向けた今後の展開と課題が４つある。第１は、学生が自ら地域に出

向いてレポートを作成するフィールドワーク特別演習の充実である。昨年度は、5名の受講生であ

ったが、今年度は 2倍にしていく目標を掲げている。第 2は、地域との共同による学生の自主活動

へ誘導する課題である。昨年度は大長の櫓祭りや世羅高校とのコラボワークショップを実施した

が、今年度は、昨年に引き続き大長の櫓祭り、井仁地区見守り企画、大崎上島町都市農村交流

活動等を企画している。こうした活動では、COCの枠にこだわらず、広島県や各市町の企画に学

生が積極的に参加していけるように促していくことが必要である。 

 第 3には、卒業論文における地域志向型テーマの設定数も前年度以上にすることである。第 4

に、大学際のホーム・カミング・ディや学部公開などの行事の中に、地域とのコラボレーション企画

を設け、地域・地方行政の企画に学生・教員が積極的に参加することである。地域志向型教育を

充実させるには、地域と大学の双方が関係性をより深めながら、双方がメリットを共有することが

大切である、と細野准教授はまとめた。 

 

（３） 円卓フォーラムの討論 

学生と教員は、地域志向型教育をどう評価しているか 

 円卓フォーラムの討論は、准教授細野賢治が担当した。冒頭で紹介された三つの検討課題につ

いて述べ、最初に、「学生と教員は、地域志向型教育をどう評価しているか」について意見を求め

た。 

 生物生産学部吉村幸則教授は、教養ゼミ

のチューターとして安芸太田町井仁地区の

体験学習に参加した。学生の中には、田植

えを経験した者もいれば、一度も経験したこ

とがない者もいた。大半の学生は、中山間

地域を訪問したことがなく、最初はおとなし

かったが、現場に行って田植えを始めると

笑顔が多くみられるようになった。自然の中

での経験ということで非常に良い経験にな

った。担当学生からは、インターンシップの相談を受けるなど、学生の地域に対する関心や意識

が非常に高まっていることを感じた。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/a96e289cdfde5050eb772b2831085e56.jpg
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  生物生産学部実岡寛文教授は、世羅幸水農園に教養ゼミの学生を引率したが、最初は、学生

が経験したことがないので迷惑をかけるのではないかと不安な気持ちがあったという。しかし、学

生たちは世羅の農業や梨栽培について、事前学習に熱心に取り組んでくれ、自信を持って体験

学習に臨めた。学生は、生物生産学（農学）を知らない学生が多かったため、このような体験学習

が非常に役立ったと評価していた。今後、2～3年生になっても地域に行けるシステムが必要であ

る。 

 生物生産学部冨永るみ講師は、ファーム小田で実施した田植え体験、地域内の農業視察のこと

に触れ、実験室での研究だけでなく植物を現場で育てることを体験できたことは、学生にとって非

常に良い経験になったと述べた。 

 生物生産学部2年生廣本好美さんは、昨年度は大長で体験学習をし、今年度は、TAとして大長、

JA芸南、井仁の 3カ所に参加した。1年次の体験学習を通じて地域への関心を持ち、2年生にな

り TA として参加することにした。今回は、体験するだけでなく、１年生にアドバイスする必要もあり、

地域をより深く知ることができた。また、1年次は目の前の体験に精一杯であったが、今回は、体

験学習に参加した地域を比較し、自分なりの共通点や地域の活動方法など発見するなど、非常

におもしろかったとのことである。 

 生物生産学部2年生上田美月さんは、１

年次はファームおだにて田植え体験をし、

今年度は、大長、JA芸南、井仁の 3カ所

に TAとして参加した。食品に関することを

学びたくて生物生産学部に入学したが、

今は、地域体験学習を通じて、農業への

興味をもっているとのことであった。広島

県の農業就業者の高齢化の実態をみて、

地域の取り組みに特に興味を持ち、中山

間地域・島しょ部連携特別講座にも参加した。2年生になり、地域の方々と話す際、これまでに比

べて深い理解ができるようになり、楽しいだけでなく意識が変わったと感じた。COC 活動に参加し、

地域活性化や 6次産業化といったことに興味を持つきっかけとなった。 

 生物生産学部4年生黒木大揮さんは、TAとして世羅大豊農園、世羅幸水農園、ファーム・おだ、

大崎上島町に参加した。1年次の時には地域体験活動はなかった点を述べた。仮に、1・2年次で

体験学習に参加していれば、その後のコース分属や研究室配属を考えるうえで大いに参考になり、

このような体験ができていたら、今とは異なった理由で勉学に勤しんで行けたのではないか、と述

べた。1度の経験だけではなく、他の学年でも参加できれば、知識も深まり、進路決定の面でも良

い経験になると提案した。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/fddd0f68675c53710936548e9620a645.jpg
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 生物生産学部 4年生林雄大さんは、TA として、道の駅布野および世羅幸水農園に参加した。１

年次にこのような体験学習があったらと思ったとのことである。授業の一環ではなくとも、視野を広

げていく機会があればよい。１年生は、体験学習を“きっかけ”で終わらせず、継続して様々なこと

に参加して欲しいと思った。 

 司会の細野賢治准教授は、学生・教員双方から出た意見として、体験と体験を深めるためにも、

複数カ所を回る必要があるのではないかという点を指摘した。学生にとっては、進路決定や興味

が変わるきっかけにもなっていると述べた。 

連携地域から見た、教育の在り方 

 続いて、体験学習、インターンシップの受け入れなど、大学の地域志向型教育に日頃からご協

力いただいている方々から、教育の在り方についてご発言いただいた。 

 安芸太田町いにぴちゅ会、会長河野司氏

からは、井仁地区の簡単な紹介があった。

広島大学との付き合いは 8年になる。人口

53名と非常に少ない地域で、このまま行け

ば 10～20年先に地域が消滅するのが見え

ているという。これまでは、都市農村交流な

ど目先の課題解決のために広島大学に協

力を仰いでいたが、ここ数年は、学生にも

井仁の現状を知ってもらい、農業体験をす

るだけではなく、若い力・知恵を生かしながら、10～20年先に地域を存続させるために、何をした

らよいのか一緒になって考えてもらっている。これが井仁地区の高齢者の大きな刺激になってい

る。学生には卒業までの 4年間で深く関ってもらい、井仁地区を上手に利用して勉強を深めて欲し

い。 

 呉市豊町大長大亀農園、大亀孝司氏は、広島大との交流のきっかけと広がりの経過を説明した。

大長も少子高齢化が進んでおり、周辺にいる若者が少ないので、TVのニュース等を通して最近

の若者を判断していた。しかし、体験学習で訪問される学生を見ていると、いまでも素晴らしい若

者はたくさんいると感じた。体験学習では、最初からきつい仕事をさせることはできなかったが、積

極的でもっと多くの仕事を望む学生もいたことから、受入側も体験学習のメニュー等考えていかな

くてはいけない。広島大学には、今後も、地域との交流を深めていただきたい。 

 三次市大前農園、大前憲三氏は、体験学習は、アスパラの摘みとりだけを行うのではなく、零細

経営の農家のためにも、生物生産学部ならではの、6次産業化の方向性を考えていただきたいと

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/992507dabe918b6f275d52a8d9be8601.jpg
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表明をされた。このたび、アスパラ麺を開発しました。味も食感も素晴らしく、ぜひ売り出していき

たいのですが、加工後すぐに色落ちしてしまうという課題が見えています。こういったアスパラ麺の

色落ち対策等も検討してほしい。今後も今以上に深い関係で、長く付き合って行きたいとの表明を

された。 

 司会の細野賢治准教授は、地域の方々からは、大学との連携は 10～20年先の地域の未来を

見据えて考えたいという意見や、本物の若者の姿がわかった、研究も含めて深く地域にかかわっ

てほしいという意見がだされた点を指摘した。 

 世羅町産業振興課、和泉美智子氏

は、世羅町ではやまなみ街道が開通し、

道の駅ができ、いよいよ通過点になっ

てしまうのか、目的地になるのかの転

換点にある点が説明された。そのよう

な中、6次産業化に取り組む73戸の農

家を対象に、体験型農業を進めていく

べく、体制を整えているところである。

先日、COC体験学習会の終了後に、

受け入れ先であった世羅幸水農園、世羅大豊農園、体験インストラクターでどのようにしたらより

喜んでもらえるか勉強会を持った。今後も、教えるだけでなく地域の側も学びたいと考えている。

高齢化が進み、草刈等のきつい作業をやるのが難しくなってきている。I ターン等も含めて、町外

からの移住にも力を入れている。 

 三次市企画調整課、杉谷幸浩氏は、昨年に引き続き布野町で体験会を実施した点に触れた。

農業に経験がない学生が多いのは、ずっと農業に関わりながらに暮らしている人間としては新鮮

であった。昨年度は、楽しいことを盛りだくさん経験してもらいたいと思ったが、今年度は、受け入

れる際に目的を持った経験をしていただけるように考えた。地方創生が叫ばれており、行政職員

としては、農村の生活モデル、農村で食べていける仕組みを作る必要がある。体験学習の場を提

供するため、地域の人と話をする機会が増えた。そのようななかで、大学との連携を今後も深め、

地域の人も一緒に育てていただきたいと考えているとの思いが述べられた。 

 広島県地域政策局中山間地域振興課、三島史雄氏は、以前は安芸太田町役場にて、現在は

県庁にて中山間地域振興に携わっている。今回の学生自己評価の中で、中山間地域・島しょ部

のリアルな現状を学生が知り、自分のこととして受け止め、地域の行事に参加したいという気持ち

をいただけたことは、中山間地域・島しょ部振興にかかわる人間としては、非常に心強いことだと

表明された。広島県は 2013年度から中山間地域振興条例を作り、昨年度には中山間地域振興

計画を策定した。新たな振興計画では、人づくりという面を重視している。今年度 7月 25日から

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/24f1ea0a8d31d577da53f205fdf3fc2d.jpg
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「ひろしま『ひと・夢』未来塾」を開講し、地域のために何かしたいという志を持った若者（20～40 代）

が集まってきている。地域志向型教育を通して、このような場に出てくる学生を育てていただきた

い。そういった大学生が地域に出て体験する活動については、県も一緒に取り組んでいきたいと

のことであった。 

 司会の細野賢治准教授は、交流を通した若者の人づくりが重要であり、地域と行政が話す機会

が増えたといってもらえたのは大きな成果であった、と述べた。討論は、地方創生活動に結び付く

大学の貢献とは何か、に移っていった。 

地方創生活動に結び付く大学の貢献とは 

 広島大学産学・地域連携センター塚本俊明教授からは、広島大学が数年前から市町との間で

包括協定等を締結し、教育と研究の両面でお世話になっているとの感謝が述べられた。今までも

広島大学と地域との連携活動は、様々な

地域で行われてきた。例えば、建築学科

の学生が世羅町に行きワークショップをお

こなったことがあった。しかし、これまでの

活動は単発的なものがほとんどで、地域と

の連携を継続的に行えるような体制では

なかった。COCの活動として、組織的かつ

継続的に地域連携活動を実施したのは、

生物生産学部が初めてである。 

 ただ、大学が地域との連携を持続させていたくためには、“連携疲れ”を起こさせないようにしな

ければならない。受け入れ地域では、初めは大学生が来てくれるのがうれしいと思っても、毎回同

じような学年が、同じような内容で学びに来るため、地域では同じことの繰り返しになってしまう。

現在の関係に甘えることなく、大学では人材をどのように育て、送り込んでいくのかということを考

えていくべきである。絶えず、ステップアップしていくことが求められている点が強調された。 

コーディネーターからの提案 

 中山間地域・島しょ部対策、大泉賢吾コーディネーターは、域学連携を進めていくうえで、塚本教

授が指摘した“連携疲れ”を起こさないよう、地域・自治体と大学の連携活動の情報共有や期待の

共有に努めている点を述べた。連携地域では、まず短期的な成果への期待というのが見えた。こ

れは、イベントの参加者や商品開発といった目に見えるところの効果に対する期待である。一方、

中長期的な成果への期待はより高く、地域を理解し、地域に役立つ人材の育成を大学に強く要望

している。連携地域の方々の中には、自分の地域・目先のことだけでなく、多くの地域に役立つ人

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/0a009a79dd53ef8163d1b4d7447851f5.jpg
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材に育ってほしいという崇高な理念をお持ちの方が多くみられた。域学連携よりもさらに意識が高

く、メリットで説明できない地域への深い思いを受け、地域が学生・教職員・大学を育ててくれてい

ると感謝している。 

 地域と大学の連携をどう位置付けるかを検討する際には、目標とする地域の姿を共有しなけれ

ばならないのではないか。地域に住む人々やそこにある組織と学生、大学が、質の高い組織的交

流連携を築けば、或いは、学生・若者が地域社会の支援で成長することができれば、地域はその

人材で持続的成長を遂げることができるのではないかと思われる。 

 地域と市町が目指す人材育成の目標を、大学が共有しなければならない時期にきている点が、

コーディネーターの立場から強調された。 

（４）フォーラム討論の総括 

 司会の細野賢治准教授が討論をしめくくり、山尾政博教授がまとめを行った。二部では、学生・

教員・地域の皆様から様々な意見をいただくことができ、大学としては、COCを通じた地域志向型

教育の在り方について多くのヒントを得ることができた点が強調された。連携地域では、大学に対

し、短期的にはもちろんだが、中長期的に地域

に貢献できる人材を育成できるかを問い始め

ている。地域志向型教育の目標をどこに定め

るかということも問われている。大学の教育・研

究の場では、「地域志向」の大切さが強調され

るが、地域では、地方創生に向けた活動が大

きなうねりになってきている。これらは、いずれ

どこかで結びつくものである。 

 広島県で実施されている地方創生に関する活動、地域志向人材の育成に、COCがどのように

貢献できるのかを検討する時期にきている。今後も広島大学は地域との連携を続けていくが、そ

のため連携地域には、“連携疲れ”を引き起こさせないよう、効率的かつ効果的な協力関係を築

いていく所存である、との決意が述べられた。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、討論を締めくくった。 

閉会挨拶 

 第２回円卓フォーラムを閉会するにあたり、生物圏科学研究科長補佐河合幸一郎教授により、

参加いただいた学生、受入地域の皆様、自治体関係者の方々、教員に対し、謝意が示された。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/86fa5e9365674cee647850fbf3936945.jpg


86 

 

「地（知）の拠点」 

中山間地域島しょ部対策領域 

 

第３回円卓フォーラム 

成果報告書 

 
2017年１月 19 日（木）開催 
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広島大学 地(知)の拠点 第 3 回円卓フォーラム 

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」 

中山間地域・島しょ部対策領域 

地域と学生が作る人材育成プログラム 

～活動の評価と提案～ 

 

 

要   旨 

 

１．第３回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）」 

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」（以下、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。広島地域

の共通課題を三つ設定しているが、円卓フォーラムは「中山間地域・島しょ部対策」（条

件不利地対策）に関係したもので、本年度は第３回目の開催になる。 

 

２ 中山間地域・島しょ部領域対策を主に担当するのは生物生産学部であり、農漁村地域

をフィールドに、体験学習を出発点とする地域志向型教育を実践している。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、地域社会、市町と強く連携し、学生に体

験活動やフィールドワークを通して、地域の現場で起こる様々な問題に興味・関心を抱い

てもらい、深く学習してもらうための取り組みである。 

 

３ 本年度は、広島県内の 7市町１１地域の住民の皆様、自治体関係者などの御協力をい

ただき、体験学習、インターンシップ、特別フィールド演習などを実施した。体験学習に

加え、特別講座、インターンシップ、さらには地の拠点関係の科目を受講する学生は多く、

「地（知）の拠点」という事業名は学生の間で広く知られるようになった。活動には生物

生産学部の学生はもとより、興味関心を抱く全学の学生・院生が参加するなど、広がりを

みせている。 
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４ 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、これまでの活動を踏まえ、

「地域と学生が作る人材育成プログラム～活動の評価と提案～」をテーマに、第 3 回円卓

フォーラムを開催することにした。 

 

第３回円卓フォーラムの趣旨 

５ 中山間地域・島しょ部領域では、連携市町・地域の皆様、学生、教員の参加によって

円卓フォーラムを毎年開催し、カリキュラムを改善し、地域志向型人材育成プログラムの

充実に努めてきた。第 3回円卓フォーラムでは、中山間地域・島しょ部地域で実施された

諸活動、特に、体験学習とインターンシップを地域と学生の視点から評価していただき、

今後の活動を展望することにした。 

 円卓フォーラムには、生物生産学部の１年生、インターンシップ等に参加した各学部の

学生、TAとして参加した 3年生、4年生、院生の他、連携市町の担当者、受入地域の代表

者にもご参加いただいた。この円卓フォーラムにおいて、地（知）の拠点活動の評価・提

案（改善策）とともに、地域志向教育、人材育成、地方創生に向けた取り組みを議論いた

だいた。 

 

 

第 3回円卓フォーラム全体概要写真 

 

開会挨拶、参加者、構成 

６ 第３回フォーラムは、2017年 1月 19日（木）に広島大学学士会館にて開催された。広

島大学社会連携担当副学長木原康樹教授が、開会の挨拶を行った。日頃広島大学の学生の

地域体験に協力いただいている地域や市町の皆様に謝意を表するとともに、フォーラムに

参加する学生には地域で体験したことをもとに更に深く学んで欲しいとのメッセージであ

った。 
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７ 続いて、連携市町、受入地域、関係機関からのご参加者の紹介が行われた。全体で 170

人あまり、２市３町、５地域、県庁、その他であった。（添付資料１ 参照 ） 

 

８ 円卓フォーラムは２部によって構成された。第１部は、体験型教育プログラムの成果

（学生から 3報告、地域の皆さんから 4報告)を参加者で共有した。第 2部では、総勢 170

人が体験先地域に従って 10グループに分かれてワークショップを行い、体験学習について

地域・学生双方からそのあり方を検討した。 

 

２．第 1部：体験型教育プログラムの成果と評価 

教養ゼミによる体験学習の成果 

９ 学生、連携市町、地域の皆様の報告に先立ち、天野通子特任助教が中山間地域・島し

ょ部対策領域の目的、活動の目指すもの、活動内容、成果等について報告した。2013 年度

に活動を開始してからすでに 3年余りが経過しているが、体験学習を始めとする活動に対

する学生の評価は高く、中山間地域・島しょ部に対する認識を深めるとともに、専門教育

に対する学習意欲を高めるきっかけにもなっている。教員の間では、学生の中山間地域・

島しょ部への関心が高まり、体験学習等が専門教育に対する刺激になっていると評価を得

ている。 
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冨永ゼミからの報告 

１０ 本年度に体験学習を行った２つの教養ゼミのグループが報告を行った。冨永ゼミは、

本年度の体験学習発表会で最も高い評価を得た。参加学生は、東広島市安芸津町で JA芸南

とジャガイモ農家の大成秀和氏のご協力のもと、ジャガイモの収穫と選別、JA芸南で商品

化したびわの葉茶の試飲などをさせていただいた。JA芸南と大成氏から、事前に「ジャガ

イモと土について、JA芸南で開発したジャガイモの加工品の販売を拡大するにはどうした

らいいか」という課題をいただいた。学生は、事前学習で JA芸南が開発したジャガイモを

使った特産品について調べた。また、安芸津の赤土について調べ、ジャガイモ生産に適し

ている理由を述べた。1つ目は、土壌が酸性であり“そうか病”になりにくいこと、2つ目

は団粒構造のため、程よく水分が保持され、適度に土壌も乾燥しているため芋が甘くなり

やすい、3つ目は格子構造のため、水分が閉じ込められ干ばつに強い、4つ目は砂状の土壌

のため、ジャガイモに均等に圧力がかかり球形で密度の高いジャガイモができることであ

った。体験学習の後、学生は JA芸南で栽培・販売されている 3種類のジャガイモ(出島、

農林 1号、アンデス赤)を使って調理をし、味や触感の違い、調理のしやすさなどを調べて

いた。最後に、学生はジャガイモの機能性に着目して新商品の提案や宣伝方法等を述べた。 

 

船戸ゼミからの報告 

１１ 船戸ゼミは、三次市の道の駅ゆめランド布野を拠点にした体験学習の成果を発表し

たが、昨年度からのゆめランド布野と生物生産学部の学生の共同研究から生まれた「オリ

ゼさんのアイ酒（酒粕アイス）」に関する内容も含まれていた。教養ゼミ体験授業を受講

する学生や微生物機能学を専攻する学生・院生も加わって、酒粕アイスのアルコール濃度

分析、味の評価、ネーミングやマスコットキャラクターの企画などに参画することができ

た。今回の取り組みに参加した学生は、「地域を知る・地域と関わる・地域と協働する」

という地（知）の拠点のステップを踏んで製品開発に至る成果を実感できたことで、三次

市や地域の皆様への感謝の気持ちとともに、今後も地域に貢献したいという意欲が一層高

まったとのことである。この過程で、「企画に向けてみんなの意見を一つにまとめていく
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ことの難しさを知った」「将来食品開発の分野に進みたいと思っているので、体験できて

よかった」と感想を述べた学生がいた。 

 

棚田の井仁地区におけるインターンシップ 

１２ 初年度以降、中山間地域・島しょ部にて実施されるインターンシップに参加する学

生が増えている。体験学習に引き続き、安芸太田町井仁地区にてインターンシップを行っ

た３人の学生による活動報告があった。 

 学生がインターンシップに参加した動機は様々であった。広島県内の限界集落の生活が

どのように営まれているかを体験したい、過疎化した農村がどのような問題を抱えている

のかを知りたい、地元に棚田があるので棚田観光の可能性を探りたい、棚田の問題点を学

習したい、将来は地域振興や地域の人と関わる仕事をしたいので、地域住民と交流できる

作業をしてみたい、公務員志望でありインターンシップを通じた交流を将来に生かしたい、

などであった。 

 

１３ 井仁地区は世帯数の少ない孤立した位置にある棚田集落である。バスなども通って

おらず移動手段は車のみである。学生は、病院や商業施設もなく急に治療が必要な際など

には、危険であるのではとの感想を述べた。学生は、鳥獣被害が考えていた以上に深刻で

あることに驚いた。鳥獣被害対策として防護柵が井仁地区を囲うように設置されているが、

それでも被害はなくならない。高齢化によって、草刈りなどの防護柵管理作業ができにく

くなっている。井仁は日本棚田百選に選ばれるほど美しい棚田だが、高齢化や後継者不足

により耕作放棄地が増えている。その対策としてオーナー田制度に取組んでいるが、指導

に時間が掛かるなどの課題があることがわかった。 

 

１４ このような厳しい条件下にある井仁地区だが、学生は住民同士のつながりや強い連

帯感を感じた。住民同士が古くからの知人であり、冠婚葬祭も地域で行っている。学生は
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地域住民と食事を共にした際には、大家族のような温かい雰囲気を感じた。インターンシ

ップは稲刈りが始まった時期に実施したが、参加学生には、金色に輝いている棚田が印象

的であったようである。 

 

１５ インターンシップに参加した学生は、実際に中山間地域に行って活動することで見

識、理解が深まったとの感想を述べた。インターンシップ終了後も、学生たちは井仁地区

からイベントなどへの参加のお誘いを受けるなどして、住民との交流が続いている。井仁

地区の住民は、地域をよりよくするためには外部からの意見が必要だと考えるようになり、

学生も自分の意見を述べることが大事だと言うことに気付かされた、とのことだ。参加学

生は、現地に足を運び、実際に活動すること、お互い刺激となるように意見交換を積極的

に行うことの大切さを学び、今後の自分たちの研究にも生かしていきたいと述べた。 

 

１６ 現地体験活動に関する学生の報告に続いて、受入地域や市町がどのように学生を迎

え入れ、活動プログラムを提供されたか、また、学生にどのようなテーマに関心をもって

地域のことを学んで欲しいと考えているかの話題提供をお願いした。 

 

安芸太田町井仁地区イニピチュ会のプログラム 

１７ 体験学習とインターンシップの受入地域からは、安芸太田町井仁地区イニピチュ会

の河野司氏、地域おこし協力隊の友松裕希氏が、「地域活性化からみた体験学習・インタ

ーンシップ」、について報告した。 

 河野氏はまず、インターンシップに参加した学生の発表に対し、非常によくまとまった

発表をしていただいたと感謝を述べた。広島大学の学生との付き合いは、10年近くになり、

今では広大の皆さんの手助けがないと生活していくことも難しいとのことである。人口が

減少する中、地域住民もどうにかしようという思いで一生懸命生活しているその姿を、学

生に見ていただき、今後に生かしてほしいと願っている。若い人々に来ていただき、知恵

を頂けることで助かることもあり、「負けずに頑張ろう」という思いで活動していると述

べた。 
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１８ 続いて、インターンシップの活動内容について、地域おこし協力隊員の友松氏より

報告があった。井仁では今回が 2回目のインターンシップとなった。初年度のインターン

シップでは、水路掃除や草刈り、枝打ちなどの農作業が中心になった。地域内で活動内容

を決める話し合いが難航し、準備が不十分であった。学生が期待した米作りに関する作業

がなかったが、「なぜ草刈りをするのか」、「イノシシの防護柵の管理」などの大切さを

伝えきれなかった。また、農作業が中心であったため、インターンシップに関われる地域

住民が限られ、特定の人に負担が集中してしまった。成果としては、井仁地区に愛着を持

ち、地域行事や企画に加わってくれる学生ができた。具体的には、毎月行われるサロンと

呼ばれる茶話会にも参加してくれ、学生がご飯を作ってくれるなどの活動が続いている。

若い人が来てくれるので、茶話会への地域住民の参加が増えている。 

 

１９ 今年度のインターンシップは、受け入れ時期を稲刈り時期の 9月中旬に変更した。

参加人数は 4名（男性 1名、女性 3名）で活動内容は学生が説明したとおりである。今回

はインターンシップの活動内容を多彩にして、関わる地域住民を増やすように努めた。草

刈りや稲刈りなどの農作業に加えて、木工細工の体験、高齢者宅の障子の張替えなど、生

活面での体験も盛り込んだ。また、外部の人が開催する野草を学ぶ会への参加も取り入れ

た。交流会やワークショップも企画し、今後の活動をサポートしてくれる人材ができるこ

とを期待した。 

 

２０ 河野氏らは、「地域の何を学んでほしいか」という点では、井仁地区に住んでいる

人を知ってもらい、こういう生き方もあるということを参考にしていただきたいと考えた。

自然の中で生きていく術や支え合いの精神を学んでほしいと思った。井仁地区では、宿泊

施設としている井仁棚田交流館を活用し、観光や雇用といった面でも地域活性化に貢献す

る拠点を目指している。学生には、他地域の事例や井仁の棚田でもできる提案をしていた

だきたい。また高齢化で担い手が不足しているので棚田作業の省力化技術についても、研

究していただきたいとの要望を河野氏・友松氏は述べた。 
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河川漁業の大切さを伝えた太田川漁業協同組合 

２１ 体験学習を実施している太田川漁業協同組合(太田川漁協)の苗代彰氏、一月高志氏

は、「太田川での体験活動プログラムを提供して」について話題提供を行った。 

 太田川漁協は、広島市安佐北区可部町今井田という地域にあり、以前は 2、000 名ほどい

た組合員も約 780名まで減少した。漁協では、広島市水産振興センターで生まれた稚鮎、

約 77万匹を 4～5月まで飼育し太田川に放流し、大きく育ったアユが太田川に戻ってきて

くれることを期待している。 

 

２２ 今回の教養ゼミ体験学習は、「見ていただき、手で触っていただきたい」をテーマ

に計画した。体験学習を行った場所は広島市安佐北区久地という地域で、吉山川という支

流である。学生には川にたくさん流れてくるゴミ・捨てられているゴミを見てもらい、「な

ぜこんなものが川にあるのだろう」、と考えてもらいながら採集してもらった。川には、

ペットボトルや空き缶、大きいものではカーペットなどもある。河川の清掃は、年に一回、

漁協組合員が総出で行っているが、学生にはその活動に参加してもらった。足の踏み場も

ないくらい流れ着いたゴミを見られることは恥ずかしかったが、ともかく現状を見てもら

いたかった。川の中には石ばかりではなく、砂もあるが、この砂が魚の敵である。砂が石

と石の間にめり込んで魚の隠れ家を奪い、魚は草の間を住処にしている。漁協は本来なら

この砂を除去する作業を行いたい。学生の皆さんの頑張りで、川が本当に綺麗になった。 

 

２３ 近年、川に触れる機会が極端に減っている。学生には、箱メガネを使い水中生物の

観察をしていただいた。実際に魚を採ったりする学生もいて、非常に楽しそうであった。

昼食には太田川で漁獲された鮎を自分で焼いて食べてもった。河川漁業の紹介をし、漁業

に関する地域ルールを話し、作業用具、釣り道具などに触れてもらった。河川漁業に従事

する組合員としては、大学生が少しでも川のことを好きになってくれればいいと思って取

組んだ。事後の学生アンケートではいい評価をいただいたこともあり、次年度は趣向を変

えて別のことも企画してみたいと思っている。川にはいいところがたくさんあるので、海

ばかりでなく川も好きになり、川の魚も食べてほしい、とのことである。 
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自治体と地域の視点から：大崎上島町役場と海藻塾 

２４ 毎年、複数の体験学習を行っている大崎上島町からは、「海と島の体験活動プログ

ラムを提供して」をテーマに、大崎上島町食文化海藻塾の代表道林清隆氏、大崎上島町役

場地域経営課の森下隆典氏から報告があった。 

 

２５ 森下氏からまず、大崎上島町についてと教養ゼミ体験学習の受入れの経緯について

説明があった。大崎上島町は、瀬戸内海にある完全な離島で、気候は温暖で柑橘類を中心

とした農業を行っている。その他にも、造船業などものづくりに関する業種がたくさんあ

る。周辺の海域には海藻類のアマモを中心に約 300種類程度が生育している。島の最高峰

の神峰山（標高 453メートル）は、瀬戸内海の 115の島が見える観光スポットである。そ

れ以外には、広島レモン、広島サーモンの養殖、オイスターボンボンというノロウィルス

にかからない牡蠣を生産している。町では、観光客を増やすために平成 23年から”海と島

の体験プログラム”を開発し、平成 25年から中学生・高校生を中心に体験型修学旅行の受

け入れを開始している。これと同じくして広島大学との交流が進んでいる。このような島

の特徴から、教養ゼミ体験学習では、柑橘栽培の体験と海藻塾を含めた漁業の 2つのプロ

グラム提供している。 

 

２６ 森下氏は、大学生の体験学習の受入れに際し、行政側では農業・漁業の体験を通じ

て感じたことを大学での研究に生かしてそれを提言してほしいことを強調した。更に参加

した学生の人生設計の中に大崎上島町での体験・経験が少しでも役に立つことができれば

幸いである。学生のなかから、将来大崎上島町に移住したいという人があらわれたら、大

変嬉しい、と述べた。参加した学生には、大崎上島町が離島という立地条件で柑橘栽培を

行い、限られた魚種・漁法を用いて行う漁業の現状を把握したうえで、10年後を予測し、
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今後検討すべき課題について探り、それらを学んで卒論等で討論し、提案していただきた

い。あわせて、担い手不足と後継者確保の問題ついて検討し、大崎上島町の立地条件の中

で就労したい、来てみたいと思わせる取り組みは何なのかを研究していただきたい旨の説

明があった。 

 

２７ 海藻塾長道林氏からは、海藻塾の活動、教養ゼミ体験学習の受入れについて報告が

あった。海藻塾は、以前から生物圏科学研究科付属の水産実験所の加藤亜記准教授との深

い連携関係がある。漁業組合の組合員と海藻塾のメーンバーは、加藤准教授から専門的な

検知を現場で指導を受け、大崎上島周辺の資源調査や母藻設置等を行っている。教養ゼミ

体験学習を受入れようと決めたきっかけは、加藤准教授とのこれまでの連携関係の他に、

水産庁の水産多面的機能発揮対策事の全国報告会で、生物圏科学研究科の先生の基調講演

を拝聴し、広島大学の先生方の意気込みを感じたからである。 

 

２８ 海藻塾の活動は 1～5 月が最も活発な時期で、観察・調査・増殖等を行っているが、

教養ゼミが行われる 6月は海藻が非常に少ない時期となる。そのため、参加する学生には

申し訳ない思いがあり、海岸の観察やゴミ収集だけでなく、取っておいた海藻をいろいろ

な料理に調理して試食してもらった。海藻塾では、瀬戸内海の磯焼けや栄養塩不足の問題

についても多くの方の意見を聞きながら取り組んでいきたいと考えている。参加した学生

の中から、大崎上島をフィールドにして研究を進めていく人が現れたらいいと述べた。 

 

自治体の視点から：世羅町役場産業振興課の取組 

２９ 連携市町の視点から、「地方創生活動における大学との連携の意義」について、二

つの役場に報告をお願いした。まず、本年度は二つの体験学習グループとインターンシッ

プを受け入れていただいた世羅町役場産業振興課担い手支援係の和泉美智子氏と井口都氏

から報告を受けた。井口氏からは、世羅町の紹介とインターンシップの取組について報告

があった。世羅町は西条から車で一時間ほど東へ走ったところにある中山間地域で、町内
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には、駅伝で有名な世羅高校がある。農業も大変有名で、梨の農園も多く県内一の生産量

を誇る。 

 

３０ 今年度のインターンシップは、世羅町で積極的に取り組んでいる 6次産業化の取組

を見て体験することを目的にメニューを組んだ。一日目は、オリエンテーションで世羅町

と世羅町の農業について説明をした。二日目は集落法人である株式会社恵に行き、脱穀や

乾燥の施設を見学し、その後キャベツの生産現場で圃場管理の作業を行った。午後は、大

豊農園で梨の選果や販売所の見学、ぶどうの選別などを見学し、規格外の梨を自分でむい

て試食した。三日目は、集落法人聖の郷かわしりでアスパラガスの収穫体験・選別の見学

をした。この後、町内にある様々な産直市場を見学した。移動後に、観光と農業を結びつ

けて体験型の観光をされている酪農家のファームランドドナで取り組みの背景を聞き、チ

ーズ作りの体験をおこなった。四日目は、世羅町で 6次産業化総合化事業において制作し

た商品のサンプリング調査を道の駅で行った。消費者の声を直に聞いて、どのような商品

が売れるのか体験してもらった。最終日にはワークショップを持ち、これまでの体験を踏

まえて「今後の 6次産業化のあり方」、「どうやって世羅町に来てもらうか」、をテーマ

に意見を交換した。井口氏は、学生が考えたアイデアの中には面白いものがいくつかあり、

印象に残った、と述べた。 

 

３１ 和泉氏からは、教養ゼミの受入れと大学との連携のあり方について報告があった。

教養ゼミでは、5月 28日に梨農園で一次摘果の作業を体験した。梨は世羅町を挙げて振興

しているが、一昨年度から黒星病という病気にかかっている。世羅梨のブランドを守るプ

ロジェクトとして病害花と病害葉を取り除く作業を世羅高校の学生もおこなっているが、

広島大学の教養ゼミでもプログラム化した。 

 

３２ 世羅町は合併後 13年が過ぎたが、年々200人の人口減があり、合併時 19、000人の

人口が現在 16、000人となり、農業においても 75歳を超える高齢者の占める割合が高くな
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った。6次産業化を進めるにも人材育成が重要な課題となっている。今後は高校や大学とし

っかり連携して人材育成を図り、様々な研究活動に協力しながら地域課題の解決を図って

いきたい。世羅町には梨を始めとした果実がたくさんあり、機能性や効能の検証などをし

ながら加工食品の開発を産学官連携でおこないたい。連携を通じて、人的資源の交流にも

取り組めないかと考えている。再来年度は 5大学合同ゼミも世羅町をフィールドに開催し

て頂けるとお聞きしており、今後も世羅町と広島大学の連携を深めて、産業振興の創出に

努めたいと述べた。 

 

自治体の視点から：三次市役所企画調整課の取組 

３３ 三次市役所企画調整課の杉谷幸浩氏が、地域との調整をどのように行ったかに触れ

ながら、役場として体験学習やインターンシップをどのように受け入れたかを報告した。

また、ゆめランド布野の道の駅での学生と共同した酵母入りアイス作りの経験を披露して

いただいた。三次市は広島県北部の中国山地の中心にあり、人口は 55、000人で東広島市

の 1/3程度、一方面積は県内で 3番目の広さがある。三次市の観光資源の一つは、霧の海

で、ちょうど今頃の時期に見ることができる。ブッポウソウという鳥も日本一の飛来地に

なっている。なお、三次市と広島大学は、平成 19年度に包括連携を締結した。 

 

３４ 地(知)の拠点事業における体験学習の受入れは、平成 26年から始まった。受入地域

は三次市の方でも検討し、中山間地域の課題があるなかでも積極的に地域活性化に取組ん

でいる布野町とした。同町は、三次市の北部にあり、冬は 1メートル程度の積雪もあり、

人口は 1、500人の農業が中心の地域である。町内には、道の駅ゆめランド布野や大前農園

などがあり、学生などの受け入れ経験をもっている。中国やまなみ街道が開通したことで

主要道路の国道 54号線の交通量が減り、道の駅の利用者の減少が懸念されている。こうし

たなか、道の駅ゆめランド布野は、独自の取り組みで地域活性化に取り組んでいる。 

３５ 教養ゼミ体験学習では、ゆめランド布野を中心に 3年間取り組んできた。社長の講

義や大前農園での収穫体験、アイスの手作り体験、江の川漁協の協力を得ての河川清掃を
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行った。インターンシップでは、平成 27年から取り組み、こちらもゆめランド布野を中心

に行ってきた。毎年 3名ずつを受け入れ、その活動は中国新聞にも取り上げられた。 

 

３６ こうした活動を続けるなかで、平成 27年に受け入れた船戸ゼミの学生から、道の駅

と連携して新しいアイスを共同研究したいという提案を受けた。広島大学と道の駅ゆめラ

ンド布野、三次市の 3者で酒粕アイスの共同研究が始まった。酒粕を使ったアイスに決ま

ったのは、船戸先生が微生物の専門であること、道の駅で新たな地酒を生産・販売するこ

とが決まっていたこと、隣の作木町にも地酒があったことなどからである。共同研究では、

平成 28年夏の完成を目標に、実質 4月から月に一回共同研究を行い、４月には試作会を開

いて酒粕の添加量を検討し、5月にも再度試作・試食を行い、味を決定した。アイスのアル

コール量の測定は船戸ゼミの大学院生が中心となっておこなった。6月の会議では、学生と”

オリゼさんのアイ酒”という名称とオリゼさんのキャラクターを決定した。学生にキャッ

チフレーズや商品紹介の POP案等の提案をしてもらい参考にした。7月の教養ゼミでお披露

目会を開き、8月には広大生協でも販売が開始された。「オリゼ」とは麹菌の学名に由来し

ている。販売状況は、道の駅と大学で約 3、700個販売している（29年 1月時点）。学生に

も PR活動をしていただき大変好評である。 

 

３７ 酒粕アイスの共同研究では、新聞や地元のケーブルテレビに取り上げていただいた。

商品を販売するということで、一定の経済効果もあった。学生にとっては自分たちが考え

たものが実際に販売され、良い学びの場になったのではないかと思っている。この共同研

究は、地域活性化に非常に意義があるものになった。 

 

３８ 杉谷氏は、地域体験を通して、たとえ条件が不利と言われる中山間地域であっても、

そこに住む人達の様々な取り組みを直接見て何かを感じ、学生の理解関心が深まったので

あれば嬉しく思うと述べた。現在は地域体験が中心になっているが、今後は、中山間地域

の課題解決に向けた次のステップが大事である。酒粕アイスの取り組みは、地域体験から

発展した良い事例の一つである。中山間地域に対する報道は、ネガティブな内容が多いが、

今回の体験で面白さも感じていただいたのではないか。今後学生には、条件不利地域でも

持続的に農業ができるような生産方法の確立や鳥獣被害の対策について考えてもらいたい。

杉谷氏は、行政職員の立場として、学生には社会人になっても仕事の場、生活の場などと

してこの中山間地域に関わり続けてもらいたい、と結んだ。 
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３．第 2部：ワークショップ －求める、求められる、人材育成プログラム－ 

 

ワークショップの進め方 

３９ 第１部を閉じる前に、天野特任助教が第２部の「求める、求められる、人材育成プ

ログラム―市町、地域、学生、教職員によるワークショップ―」に関する説明を行った。 

ワークショップは、今年度の教養ゼミ体験学習の班ごとに 10グループにわかれておこなっ

た。フォーラムにご出席いただいた連携地域・市町の方々は、それぞれ関係する学生がい

るグループに参加していただいた。各グループには、上級生がファシリテーターとして入

り、司会進行をおこなった。議論の時間は 50分、最後に全グループが集まって討論の内容

を学生が報告した。 

 

４０ 討論では、フィールド教育を通じて、学生・教員は地域を的確にとらえる目をどの

ようにして養うか、地(知)の拠点の活動を連携地域の活性化にどのように役立てていくか、

連携市町・地域の方、学生が議論した。討論が進みやすいように、それぞれに話題提供す

る内容について以下のものを事前に伝えている。 

 

連携市町・地域の方 

１．学生の体験学習、インターンシップ等を受け入れてのご感想 

２．学生の地域体験活動に対する評価、改善点 

３．地方振興や活性化に向けて大学に期待すること、大学への苦言、提言など 

学生 

１．COCのフィールド体験に参加して、印象に残ったこと 

２．今、フィールド体験したことを振り返ってみると、何ができたらよかったか、知

りたかったか 

３．２、３年生に進むときに、自分が経験したフィールド体験を地域活動や勉強にど

のように生かしたいと思うか 
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太田川漁協・杉野ゼミの報告 

４１ 太田川漁協からは、学生が来てくれてうれしいが、作業が地味だったのではないか

と心配している。毎年提供する内容がワンパターンになりがちなので、新しい提案があれ

ばほしいとの発言があった。参加した学生は、「鮎の塩焼きを初めて食べた」、「箱メガ

ネで魚を見ることができた人は楽しかった」、「河川の清掃をした人も自分でやってみて

大変さがわかった」など感想を述べた。次回への改善点としては、鮎釣りが解禁された後

の 6月になってから、教養ゼミを行い、鮎釣り体験を取り入れたらどうか。2～3年生にな

りどのように生かしていきたいかについては、吉山川は水質の汚濁が問題になっているの

で、知識をつけて水質の調査を行うなどの貢献をしたいと述べる学生がいた。 

 

世羅幸水農園・河合ゼミの報告 

４２ 世羅町役場からは、インターンシップでは今回生物生産学部以外の学生が多く、今

までの学生と違う着眼点での話が出て興味深かった、との感想が述べられた。教養ゼミで

は、梨の黒星病の発生が減ったという発言をいただいた。学生からは、摘果作業という普

段経験できないことができていい体験になった、自分の地元の農業にも興味が湧いた、梨

の病気や防カビ対策などの専門的知識を深め、今後の研究に結び付けたいという意見があ

った。課題としては、現地での現状理解をより深めるために、事前学習をもっと充実でき

たらいいという意見があった。それに関して、行政や農家の方々が協力しても良いという

意見をいただいたと述べた。 

 

世羅大豊農園・三本木ゼミの報告 

４３ 世羅町役場からは、現場のプロの方とフィールドワーク自体も初めての学生が一緒

になって活動をすることで、それぞれの異なる視点が交じり合い、普段の現場にはない多

様な意見が見られた、と発言があった。学生からからは、自分達が体験した梨の摘果の他

に、他のグループが報告した鮎の投網漁など、勉強するだけではわからないことがそれぞ

れの体験によって知ることができ、更に興味が湧いたという感想があった。課題としては、

フィールドワークする期間が限られている点と、一部のことしかわからないことである。

学生としてはもっとより多くのことが知りたいので、年単位で定期的に取組むことができ

ればもっと踏み込んだ学習ができる。また、受入農家も学生の体験・研修によって助かる

ことがあるのではないか、という意見が出た。 

 

大崎上島町シトラスかみじま・上野ゼミの報告 

４４ 初めての農作業体験で農業の現場の雰囲気や柑橘がどういった過程を経て作られて

いるか知ることができた。また、農業は高齢者が多く若い人が少ないという現状を実感で

きたという意見もあった。課題としては、もっと地域住民と話し合う場が欲しかった。高

齢者の問題や、新商品の開発などについて話をしたかった。継続的な作業をおこない、摘
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果した後どのように成長していくのかみてみたい。また、他の地域の実習も体験してみた

いという意見があり、実際に体験したことで新たな視点で勉強ができるという意見もあっ

た。 

 

JA芸南・冨永ゼミの報告 

４５ COCに関することでは、活動の継続性の大切さが議論になった。また、教員の参加が

あり、学生だけでできないことができる点は良かった。今回の体験内容はジャガイモの選

別が中心で、受け入れ先の方も遠慮しているのではないかと感じた。一日保険などに加入

するなどして、もっと深い体験をしたいという意見もあった。草刈りなど、実際の農作業

はもっと大変なことを体験させてもらいたい。また、商品開発やブランド化を大切にし、

外部への発信をして稼げる農業によって若者が定着できるような仕組みを考えたい、と述

べる学生がいた。高齢者が多く発信が苦手ということなので、そういう点を学生が補うこ

とができればといった意見もあった。 

 

三次市ゆめランド布野・船戸ゼミの報告 

４６ 連携地域の参加者から、農業に対して３Kというマイナスのイメージがあったのでは

ないかということを聞かれた。学生からは農業は生きていくうえで不可欠な産業で悪いイ

メージはない、今回の体験学習は大変楽しかったが、農業のきついところも教えていただ

きたいと述べた。受入農家から、これからの農業で付加価値や顔の見える農業が大事だと

いう意見を聞き、学生からは、先輩方がアイスの開発をされたように積極的にアイデアを

出していきたいと発言があった。課題として、一日の体験では、わかることは少なく体験

が思い出で終わってしまうので、インターンシップや自分で行ってみて、体験することが

大切だと 

 

大崎上島町海藻塾・前田ゼミの報告 

４７ 普段できないような乗船の体験ができ印象深い体験になった。2 年生で配属される、

水産コースにも新たな興味が持てた。フィールドワークに関しては、1日限りなので、事前
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学習でストーリー性を持ち、問題点や改善点を自分たちで深く掘り出して体験すればより

良いものになったと感じている。海藻塾では、講義を聞くばかりでアウトプットする場が

なかったので、次回は料理の作り方などを教わり、帰ってから自分で作ってみるなどの体

験がしたかった。形式張ったものでなく島の人と普通にコミュニケーションを取ることで

島の良さももっとわかるのではないかと述べた。 

 

JA芸南・橋本ゼミの報告 

４８ 座学が中心となる授業が多いので、実際に地域に出て体験することは、いろいろな

面でプラスになったと感じる学生が多い。じゃがいもに関しても手作業で人手がいるので、

人手不足という農業の現状も知ることができた。一方、経営や流通など実際の経済的な側

面、安芸津という地域性についてもっと知りたかった。じゃがいもだけでなく、安芸津は

東広島市で唯一海があるので、そういったことも取り入れてほしかった。来年度以降、担

い手不足など課題を解決するためにどんなことをしたら良いかなどのテーマを持って望ん

でいくといいと思った。また研究につながるような場所へ行くことができると 2～3年生に

なっても良いと思うと述べた。 

 

安芸津漁協・浅川ゼミの報告 

４９ 他の班の人の話を聞くと、地域の食べ物を食べる機会もあり、楽しそうだった。私

達は漁港にたまったゴミを拾い、それを集計することがメインだったので、体験は辛いだ

けであった。今回の課題としては、漁業について体験をしながら学びたかった、辛いだけ

でなく楽しいと思えるような体験や漁師さんのやりがいなどもっと聞いて交流を深めたか

ったという意見があった。今日のグループ討論には、豊栄町のトムミルクファームの沖氏

が参加してくださった。この班に豊栄町を知っているのは 2人しかいなかった。地域の知

名度が低いままでは、インターンシップや学生を巻き込む企画があったとしても、学生は

興味をもてないので西条農業高校などとも連携して活動を広めていったほうが良いのでは

ないかという意見があったと述べた。 

 

安芸太田町井仁地区・吉田ゼミ 

５０ 井仁の住民だけは、井仁の棚田を維持することが難しいので外部から人を呼び、守

っていくという話になった。そのためには、一つ目に井仁の体験会で木工細工や障子張り

などをして井仁に興味を持ってくれるひとを増やすこと、二つ目は SNSで体験会などを伝

えて沢山の人を呼ぶことである。課題としては、どのようにしてアピールするかだが、人

が温かいことと風景がきれいなことの他に、美しい棚田、水、生き物を調査すると、より

魅力的な発信ができるきっかけが生まれるのではないかという意見もあった。安芸太田町

には人とのつながりを大切にする家族のような温かさがあり、それを通じて井仁を知るこ
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とで、井仁に興味を持つ人が増えるのではないかと思った。課題としては、事前学習が不

足していたことでそこまで親身になれなかったと述べた。 

 

５１ グループ討論では、連携市町・地域の方々と学生がそれぞれの垣根を越えて自由に

発言し、意見を交換し合うことができた。学生の発言のなかには、教員や連携市町・地域

の方が教育的に意図した内容がうまく伝わっていないと思われるものもあった。これらは、

教員の責任として今後、溝を埋めていけるように努力していく必要がある。 

 

 

４．フォーラム討論の総括 

５２  司会の細野賢治准教授が討論をしめくくり、広島県地域政策局中山間地域振興課の

横田晋一氏から講評をいただいた。横田氏は自身の大学生活を振り返り、当時は地域に出

て体験するこのような授業はなかったのが残念である。今回、学生が現場で感じられたこ

とは多々あり、机上と実際に体験するのは大きく違ったと思う。今回の活動を通じて肌で

感じられたことを今後も大切に検討してほしい、と述べられた。広島県は中山間地域が抱

える課題解決に力を入れているが、答えは出せていない。県の施策は、ハード面の支援で

なく、”ひと・ゆめ未来塾”という研修のような、地域資源を活用できる人材を育てること
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にシフトしている。興味がある学生にはぜひ参加してほしい。 

 

５３ 山尾政博教授がまとめを行った。中山間地域・島しょ部対策領域では、農山漁村地

域の強みを活かし、地方創生のための努力をしている地域・市町と連携しながら、食料生

産・資源・環境・生態を学ぶ学生を対象に、地域社会で活躍できる人材を育成することを

目的にしている。この活動を通して、学生は中山間地域島しょ部の状況に関心を高め、農

林水産業、食品産業、食料資源や環境に興味を深めている。高学年の学生は自身の調査研

究の内容に反映させていることが確認された。ＴＡとして参加する院生や学生にとっても、

地域での活動は有用である。教員は、地域志向型教育の効果を認め、地域・市町が直面す

る課題を深く理解するようになっている。教員の専門性を生かした知識・技術を地域・市

町に提供する動きが広がり、研究としても発展させつつあることが確認できた。 

 

５４ 円卓フォーラムの場において、連携市町・地域の出席者からは、体験学習・インタ

ーンシップ、調査や卒論等を通じて、学生が地域に新たな魅力を発見し、自ら進んで調査

研究する仕組みづくりができた、との評価をいただいた。地域・市町と大学が共同し、現

在及び将来の人材を中長期的な視点で育てることができつつある。連携地域の活性化の一

つとして、大学生や若者を地域に呼び込み、受け入れる基盤作りが進むことが期待されて

いる。体験学習、インターンシップ等により、地域農漁業資源が活用される可能性があり、

大学のアイデアと技術を活かした商品づくりの動きにつながる。連携市町・地域の参加者

からは、学生や若者の目を通して、農漁村社会や文化を再評価する動きがでてきた、との

報告をいただいた。 

 

５５ 地域志向型教育を持続的に実施するには、フィールド教育を始め、地域と深く関わ

る教育研究分野に応用できるシステムにしていく必要がある。地域と大学で得たノウハウ

を蓄積し、持続的で効率的な人材育成プログラムの構築を目指していく段階に入ったこと

が確認された。 
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吉村研究科長による閉会挨拶 

５６ 閉会にあたり、吉村幸則研究科長が連携市町・地域からの参加者、学生、教職員に

対して感謝の意を表した。農学分野を専攻する学生が中山間地域・島しょ部の農漁業、食

品製造業、流通はもとより、社会状況に対する理解を深めることは意義あることである。

COC の活動は地域志向科目の充実につながっており、今後の人材育成のあり方を示すもの

になっている。大学が地域との連携・交流をはかり、より深く社会貢献していくためには

何が必要かを、COC 活動は示してくれている。今後も、中山間地域・島しょ部領域におけ

る大学全体での取り組みを強めていくことが述べられた。 

 

 

善村室長による閉会 

５７ 最後に善村支援室長が、円卓フォーラム参加者全員に対して謝辞を述べ、閉会を宣

言した。 
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５．円卓フォーラム報告資料 

地の拠点活動の概要と成果 
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冨永ゼミ報告資料 
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船戸ゼミ報告資料 
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インターンシップ研修報告資料 
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安芸太田町井仁地域報告資料 
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世羅町報告資料 
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三次市報告資料 
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「地（知）の拠点」 

中山間地域島しょ部対策領域 

 

第４回円卓フォーラム 
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広島大学 地(知)の拠点 第 4 回円卓フォーラム 

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」 

中山間地域・島しょ部対策領域 

地域と学生がつくる地域志向型教育 

～農学系フィールド教育がめざすもの～ 

 

要   旨 

 

１．第 4回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）」 

１ 文部科学省により 2013年に採択された広島大学の「地（知）の拠点整備事業（COC）」

は、「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」（以下、イニシアティブ拠点）

として、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。広島地域の共通課題を三つ設定しているが、この円卓

フォーラムは、中山間地域・島しょ部対策（条件不利地対策）領域が開催するものである。

本年度が第４回目の開催になる。 

 

２ 第４回フォーラムは、2017 年 12 月 7 日(木)、広島大学学士会館レセプションホールに

て、生物生産学部・生物圏科学研究科が中心になり、一般社団法人国立大学協会のご支援

を得て、企画・開催されたものである。 

 

３ 中山間地域・島しょ部

対策領域を主に担当して

いるのは生物生産学部で

あり、農漁村地域をフィー

ルドに、体験学習を出発点

とする地域志向型教育を

実践している。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、地域社会、市町と強く連携し、学生に体験活動やフィールドワー

クを通して、地域の現場で起こる様々な問題に興味・関心を抱いてもらい、深く学習して

もらうための取り組みである。  
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４ COC活動の最終年度にあたる本年度も、広島県内の７市町９地域の住民の皆様、自治体

関係者などの御協力をいただき、教養ゼミでの体験学習、インターンシップ、特別フィー

ルド演習などを実施した。体験学習に加え、特別講座、インターンシップ、さらには地の

拠点関係の科目を受講する学生は多く、活動には生物生産学部の学生はもとより、全学の

学生・院生が参加するなど、全学的な広がりをみせている。 

 

５ 中山間地域・島しょ部対策領域では、「地域と学生がつくる地域志向教育～農学系フ

ィールド教育がめざすもの～」をテーマに、第 4回円卓フォーラムを開催することにした。 

 

第４回円卓フォーラムが目指すもの 

６ 中山間地域・島しょ部対策領域では、毎年、地域・学生・教職員が一同に会して円卓

フォーラムを開催している。今回は、最終年度を迎えた COC 活動の成果をまとめるととも

に、近隣の大学と協力して実施している共同利用拠点教育の経験も踏まえて、地方創生に

貢献できる人材をどのように育成するか、を考えることにした。 

 

７ 中山間地域・島しょ部対策領域の拠点となった生物生産学部は、平成 21 年度より始ま

った「教育関係共同利用拠点」として認定を受け、「食料の生産環境と食の安全に配慮した

循環型酪農教育拠点」、「瀬戸内海における里海フィールド科学教育の新展開」、「瀬戸内海

における洋上里海教育のための共同利用拠点」の活動を実施している。この活動には、県

内外にある関係大学・学部から学生が参加し、広島大学の学生とともに、フィールド教育

の真髄を学習している。広島大学が有する附属施設を活用した独自のフィールド教育へと

展開させることで、学習へのインセンティブを高めている。 

 

８ 第４回フォーラムは次の３つを課題として掲げた。 

１）最終年度を迎えた COC 活動の成果や課題を、連携市町、地域の皆様、学生、教職員

がそれぞれの視点と立場から評価する。 

 ２）共同拠点活動の成果も踏まえて、地域の支援・協力を得て実施する体験型教育の充

実をはかり、農学系フィールド教育の一層の充実をはかる。 

３）農水産業が立地する地域社会に対する学生の興味関心をさらに高めるために、COC

が目指した地域貢献・社会貢献という視点を教育に取り入れるためのカリキュラムとプロ

グラムの充実に向けて提言を行う。 

 

２．開会挨拶、参加者、構成 

１ 生物圏科学研究科支援室の和田副室長の司会によって開会され、本学の社会連携担当

理事・副学長高田隆教授が開会の挨拶を行った。「平和共存社会を育むひろしまイニシアテ

ィブ拠点」の目的、内容について述べ、大学が「地域志向型人材育成プログラム」の充実



124 

 

に努めてきた状況について触れた。中山間地域・島しょ部対策領域では、広島県・関連市

町・地域の皆様の御協力とご支援を得て、多彩な活動が企画・実施されたこと、学生の地

域への関心、専門教育へのインセンティブが高まっていることに対し、感謝の意を示した。

参加学生に対しては、今後も地域と良い関係を築きながら勉学を続けて欲しいとの期待が

述べられた。 

 

２ 和田副室長から、第４回円卓フォーラムを開催するにあたり、一般社団法人国立大学

協会より、ご支援を賜ったことが紹介された。 

 

３ 続いて、連携市町、受入地域、関係機関からのご参加者の紹介が行われた。全体で 170

人の参加があり、地域等では２市２町、１０地域、県庁、その他であった。 

 

４ 円卓フォーラムは２部によって構成された。第１部は、「地域と農学フィールド教育」、

活動の概要と成果、フィールド学習を受講した学生の視点、地域インターンシップに参加

した経験、学生を受け入れていただいた地域・市町の立場からのご意見、活動に関わった

教員の視点、から議論いただいた。第 2 部は、「地方創生を支える人材育成プログラム」、

と題してご協力をいただいた地域・自治体、学生・教職員が自由に、今後の地方創生や地

域貢献できる人材育成のために必要な事柄について討論した。 

 

 

３．第１部 地域と農学フィールド教育 

COC 活動の概要と成果 

１ 中山間地域・島しょ部対策領域の担当教員、生物圏科学研究科の山尾政博教授が円卓

フォーラムの趣旨説明と構成について説明した。今年度最終年となる COC 活動の成果をま

とめるとともに、近隣の大学と協力して実施している共同利用拠点教育の経験も踏まえて、

地方創生に貢献できる人材をどのように育成するかを考えていくことが目的である。 

 

２ COC 担当教員、生物圏科学研究科の細野賢治准教授が、中山間地域・島しょ部対策領

域の 4 年間の活動概要と成果の説明を行った。この領域では、2 つの手法を用いて拠点づく

りを進めてきた。第１に、地域社会の活力低下という問題に対し、条件不利地域といわれ

る地域でも多くの地域資源などを発見できたものの生活の中で厳しい部分もあり、その対

策等に積極的に取り組み、地方創生のための努力をしている地域の人たちと連携してきた

ことである。第２に、食料生産・資源・環境・生態等を対象にした生物生産学部を中心に、

条件不利化していく農業・水産業、食料産業を基盤とした社会の活性化に向けて活躍でき

る人材を育成してきたことである。 
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３ COC 活動の根幹をなす地域志向型のカリキュラムの成り立ちについて説明があった。

第１段階は「地域を知る」、第２段階は「地域と関わる」、第３段階は「地域と協働する」、

である。PBL（Project-based learning もしくは Problem-based learning）にもとづく体験

学習（「教養ゼミ」で実施）、「連携特別講座」では、地域政策・行政、農商工連携、農業法

人、農産物やサービスの開発などに携わっている方に講師をしていただいた。第２段階の

地域インターンシップでは、全学の学生たちが連携市町・地域にでかけた。フィールドワ

ーク特別演習では、現地で調査実習を行い、その成果を地域に還元させていただく活動を

行った。9 市町で学生が成果を報告した。これらは COC のコア科目だが。関連する既存の

フィールド関係科目も受講するなかで、学生は問題発見能力を身に着け、段階的に問題解

決能力を身につけることができた。知る力・関わる力・協働する力を育み、将来の地域貢

献人材を育成できるように活動を続けてきた、との報告であった。 

 

教育関係共同利用拠点の活動概要と成果 

４ 生物圏科学研究科の谷田教授が、教育関係共同利用拠点について説明した。旧来、全

国の大学にある附属施設は自大学の教員・学生が使うことを前提に運営されてきたが、文

部科学省は 7 年ほど前から他大学の教員・学生も使用できる制度を立ち上げた。広島大学

からは農場・水産実験所・練習船の 3 施設が登録された。農場は、平成 22 年度に「食料の

生産環境と食の安全に配慮した循環型酪農教育拠点」として乳牛を中心とした活動拠点と

して認定された規模の大きな施設である。「命の尊厳を涵養する食農フィールド科学演習」

（非農学系学生）、「酪農フィールド科学演習」（農学系学生）、「保育系学部生のための食育

フィールド科学演習」を開講している。「保育者のための食育フィールド科学演習」は、現

役の保育者を対象に開講している。 

 

５ 水産実験所（竹原ステーション）の大塚教授は、「瀬戸内海における里海フィールド科

学教育の新展開」について説明した。瀬戸内海を里海のフィールド教育の場として活用し

ている。実験所のある竹原市には干潟があり、藻場があり、近くに立地する栽培漁業セン

ターでは牡蠣・海苔・カブトガニの養殖も盛んである。北海道大学・京都大学・長崎大学

との間に単位互換制度を結び、韓国のチョンナン国立大学とも連携している。中四国農学

系大学の単位互換制度も機能しており、私立大学や高等専門学校がフィールド科学実習を

行う場も提供している。竹原市と連携し、カブトガニに関する啓発活動も行っている。 

 

６ 練習船豊潮丸（以下、豊潮丸）の運営委員長の坂井教授は、瀬戸内海の里海を学習の

場とした活動を紹介した。漁船サイズでは中型船になる豊潮丸は、機動力を生かして小さ

な港でも学生の教育活動を行えるという特徴を備えている。里海教育の拠点活動を行い、

他大学が専有して、実習が行えるように航海を独自に設けている。広島大学の教員が主催

する航海の余席を活用して、他大学の学生も乗船できるようにしている。年間 500 名を超
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える乗船者があり、他大学の学生が 1/4 程度を占めている。「里海の魅力に気づくきっかけ

を与える」ための役割をはたすべく、瀬戸内海・広島湾・安芸灘を中心としながら、南は

沖縄まで航海している。 

以上 3 つの教育関連共同拠点利用について、本日の会場にもパネルが展示された。 

 

体験学習に参加した学生からの報告  

７ 生物生産学部１年の橋本ゼミ（11 名）の学生が、三次市道の駅ゆめランド布野を拠点

にした体験学習の報告を行った。大前農園でアスパラガスの収穫体験、江の川漁協のご協

力による鮎の塩焼きと投網体験、道の駅廣田代表取締役の講義を受けた。大前農園は 1987

年よりアスパラガスの栽培を開始し、県内有数の規模を誇っている。その他に、コメ・イチゴ・大

豆を育てていて、加工品の製造にも熱心に取り組んでいる。エコファーマーの資格を取得し、

環境保全型農業の推進をはかっ

ている。参加学生は、ビニールハ

ウス内での収穫作業を体験した。

気温の高いハウス内で、市場出

荷できるようにサイズを揃えて収

穫するのは思った以上に大変で

あった。 

 

８ 江の川漁協は、鮎の放流から釣りの管理、更に川の魅力を伝えるための活動を行っている。

アユ漁が抱える問題を、どのように対処しているかについて深く学習することができた。道の駅

ゆめランド布野は、布野町や作木町で取れた野菜を販売する直売所やその加工品を販売す

る売店、野菜中心の惣菜バイキング、地元の食材を用いたアイスクリーム屋などがあり、道の

駅全体で布野町の特徴を出していた。高齢化が進む中での人材不足による経営維持の大変

さ、尾道・松江道が開通し、来

客数が減少したことにより昼以

外の時間帯の客足がかなり落ち

込んでいることなどを知った。道

の駅では客足を増やすために、

様々なイベントを企画し実行し

ていた。 

 

９ 最後に学生たちは、道の駅には若い層の顧客が少ないという問題点を考えて、SNSなどを

用いた宣伝活動を提案した。また、アスパラガスを使い、喉越しが良い生麺をつくるには、大

学と連携し、成分分析を行い色落ちしないレシピを考案することを提案した。その他の商品開

発の案を示した。 



127 

 

 

インターンシップに参加した学生からの報告  

10 教育学部・棚橋ほのみさん、生物生産学部・小佐井健士郎さんは、安芸太田町の井仁地

区のインターンシップに参加した。美しい棚田をもつ井仁地区だが、高齢化や過疎化によ

ってその維持が困難になっている。インターンシップに行く前には、どのような地域課題

解決の方向がよいのか関心があった。また、限界集落において活動を続ける地域おこし協

力隊の役割とはどのようなものか、興

味があった。他の学生たちと一緒に、

インターンシップに加えて、井仁地区

が主催する各種の体験会や催し、地域

で毎月開催されている棚田サロンに

も参加して地域の人たちと交流を続

けている。 

 

11 2 人からは他の年度のインターンシップの活動状況や、最近の井仁の地域興しの様子を

映したスライドが紹介された。同地を訪れる学生たちをいつも暖かく迎えてくれる人々や

地域おこし協力隊の友松祐希氏への感謝が示された。2017 年 9 月末に、井仁地区住民の方々

や安芸太田町役場の職員の方々と一緒に長崎県波佐見町で開催された全国棚田・千枚田サ

ミットに参加することができた。このサミットは、井仁と似たような現状や課題を持つ地

域の方々が集まり、全国から集められた事例や取り組みについて、情報交換の場として開

催された。 

 

12 2 年生の夏に参加したインターンシ

ップ以来、井仁地区の方々にはお世話にな

り、それまでの自分の想像と現実の集落と

間の大きな違いに気づかされたことが報

告された。想像以上の不便さはあっても、

地域住民相互の思いやり、地域の将来につ

いて真剣に考える様子などをみることが

できた。そこで学んだものは大きく、卒業

後もこれまで築いてきたつながりを大切

にしていきたいとの思いが述べられた。こ

れまで井仁地区にお世話になってきた学生を代表して、深い感謝の意が述べられた。 
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受け入れ地域からの視点 

13 東広島市トムミルクファームには、

毎年学生たちがインターンシップで訪

れ、29 年度には体験学習を受け入れた。

代表取締役冲正文様からは、小学生の

体験学習を受け入れるきっかけ、イン

ターンシップにて大勢の学生との交流

ができた経験が報告された。 

 

14 消費者との交流を重視し、ジェラードの生産・販売を行うなど、6 次産業化には早くか

ら取り組んだ。牧場の中にレストラン部門や菓子製造部門などを増強したが、農・商・工

の連携を求める企業の人たちと協力し、セントルマルシェを始めた。この活動に、インタ

ーンシップに来てくれた学生、ボランティアの学生などが多数参加してくれた。広島大学

のインターンシップを受け入れてから、こう

した地域活動がどんどん加速している。農商

工を通り越して産学官の連携が起きている。

中山間地域が持続していくために、広島大学

は東広島市にあるという立地を生かした活動

を展開して欲しい、との意見が述べられた。

地域住民の多くが、広島大学の学生のボラン

ティアには非常に感謝している、との謝意が

示された。 

 

 

15 世羅大豊農園 組合長理事祢冝谷全様

からは、最初に体験学習を受け入れた際、学

生たちのやる気のない様子を見せつけられ

た時のことが紹介された。以来、毎年体験学

習の受け入れを行い、今年も来ていただき梨

の摘花をしていただきましたが、新高梨がた

わわに実った。自身の経験を紹介しながら、

学生には地域との交流を積極的に行って欲し

いとの要望が出された。学生時代に大人との

会話を豊富にもち、地域との交流を楽しむこ

とによって、社会にでる時には役に立つ。大

豊農園に体験学習に来た学生の皆さんが気楽
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に顔を見せてほしい、との意が示された。 

 

 

連携市町にどのようにご協力いただいたか 

16 安芸太田町地域づくり課長、小笠原敏子様からは、限界集落が多い安芸太田町だが、

この条件の悪さを逆手に取って何かできるという機運ができているとの報告があった。安

芸太田町と広島大学とのつながりは 10 年以上の長きにわたり、平成 22 年には町を元気に

するための活性化プロジェクトである安

芸太田町未来戦略会議・マスタープランづ

くりには、官民学連携ワークショップにフ

ァシリテーターとして大学に参加してい

ただいた。地域住民と行政は、特に相対す

る場面になりがちだが、大学の研究室が入

ることで、冷静かつ本音の議論が可能とな

り、問題を客観的に注視することに繋がっ

た。 

 

17 広島大学には地域住民だけでは運営が年々厳しくなっていた井仁地区の棚田体験会の

田植え・稲刈りの運営に参加していただいている。棚田を核とした地域振興に取り組もう、

課題解決のため地域おこし協力隊を募集しよう、高齢化・後継者不足と言われる中このま

ま手をこまねいてはいられない。厳しい状況ではあるが前向きに取り組みを始められ、行

政と地域の協働のまちづくりに繋がった。現在 2 人目の地域おこし協力隊員がカフェを開

くまでになった。 

 

18 平成 26 年に COC 活動の受け入れの打診があり、教養ゼミの中で学生が地域で学び、

体験するという新しい地域志向プログラムということでもあり、町としてもこれまでの経

験から、ぜひ井仁地区に受け入れようということになった。受入窓口になる井仁ぴちゅ会

では、1 年限りではない継続的な活動にしたいと要望が示された。この受入活動は、地域お

こし協力隊員が担い、地域活性化に向けた活動の中に取り組まれている、地域主導の形が

取られている。継続して参加される学生もあり、後輩への指導や助言ができ、体験会の運

営や新たな視点での次回への結びつきができている。留学生の参加もあり、日本の中山間

地域の棚田の景観、住民の生活に触れていただいている。 

 

19 小笠原敏子様からは、井仁地区での住民と学生との間の交流活動の様子が詳しく紹介

された。町では、井仁地区での取り組みは、地域活性化への成功例ではないかと考えてい

る。少子高齢化・人口減少、農林業の後継者不足、課題は多いが、安芸太田町には多くの
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地域資源がある。学生には、井仁

地区にとどまらず多くの地域に関

わっていただきたい、との要望が

述べられた。安芸太田町の現状は、

この国の多くの市町村の何年後か

の姿ではないかと思う。中山間地

域島しょ部の抱える問題、自立活

性化に対して中長期の人材育成、組織形成のあり方の視点からこれからも継続して調査研

究等をしていただき、他の市町村の地域振興の先例となるよう提言していただきたい、と

のことである。広島大学に対して感謝の意が表された。 

 

教養ゼミの担当教員の視点から 

20 広島大学生物生産学部の船戸耕一准教授は、教養ゼミで体験学習を、PBL

（Project-based learning もしくは Problem-based learning）と言われる課題解決型学習に

もとづいて実施することの意義を説明した。船戸准教授は平成 27 年、28 年に教養ゼミを担

当したが、グループの学生たちは解決先を議論し、地域の方々のご協力を得て行動に移し

た。三次市の道の駅ゆめランド布野では、学生達にここに来てもらうアイデアがほしいと

いう要望が出された。それをきっかけに、新しいアイスクリームの開発が提案された。広

島大学と道の駅ゆめランド布野と三次市の 3 者による産学官連携という形で商品開発がス

タートし、最終的には、酒粕をいれたアイスを作ることになった。 

 

21 アルコール量を測る、酒粕の量を測る、ネーミングやキャラクターデザインを描くな

ど、課題は多くあった。試作会で作ったアイスを大学に持ち帰り、アルコール量を測定し

て酒粕量を決めた。ネーミングは、学生から提案のあった「オリゼさんのアイ酒」に決定

した。このネーミングをもとに、麹菌をモチーフにしたデザインが学生より示された。最

終的には、アイスクリーム 2 種類が

できあがり、道の駅で販売されると

ともに、広大生協でも販売が開始さ

れた。売れ行きは好調で、1 年間で

5,000 個あまりの販売実績がある。

こうした教養ゼミを発端にした活動

が評価され、今年度には関わった学

生たちに副学長賞が授与された。 

 

22 船戸准教授は、これまでの経験を踏まえて主体性を持って行動してくださいとのメッ

セージを伝えた。特に、3 年までの間に様々なチャレンジしておくのが望ましい。地域に入
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りこんで、解決策を見つけるようなことにもチャレンジして欲しい、との要望が学生に伝

えられた。 

 

運営した担当教員の経験から 

23 天野通子元特任助教（COC 担当）は、地域志向型教育に対する、学生・教員・地域の

方の評価、大学と地域が連携する意義、人材育成の視点から、地域志向型教育がめざすも

のについて報告した。教養ゼミに参加した学生のほぼ全てが、よかったと答えており、と

てもよかったと感じた学生も多くいた。体験が楽しかった、自然の中で活動できた、地域

の人の話がきけた、農村の現状について勉強になった、などと回答していた。今後も地域

とはなんらかの関わりを持ちたいと感じた学生が多い。体験学習は、大学の強制的プログ

ラムとして、地域と学生をつなぐきっかけになった。 

 

24 地域や市町の関係者の皆様には、大学と体験学習に取り組んだ事に対してよかったと

評価していただいた。学生や教員が地域に興味を持つ姿勢がみられるようになったのが理

由の一つであった。ただ、地域の課題解決や個人との継続的なつながりにまで発展しにく

い点が指摘された。しかし、地域、市町では今後も大学との連携を、長期的視点に立って

強化していく意義を見いだしていただいた。 

 

25 COC の教養ゼミ担当教員は、体験学習が学部教育の導入として有効であったと評価し

ている。また、教員自身も、体験学習を通じて地域への関心を高め、新たな発見、問題意

識をもつようになったとの感想が寄せられた。地域住民との会話や共同作業、学生の成長

を通じて、教員の教育意欲や研究意欲が刺激され、様々な取り組みにつながりつつある。

教員は、学生には実践から課題を考える力につながる。地域やグローバル社会を問わず、

課題解決能力の向上につながる。主体的に考え問題を解決する能力を高めるのに効果があ

る、と評価している。 

 

26 天野元特任教員は、人材育成の視点から、地域志向型教育の成果がいくつかあること

を指摘した。第１には、学生間での知識や体験が移転され、COC 活動の成果が学生間に普

及し、共有されている。こうした学生の動きが、知の出発点であった教員の間にも変化を

呼び起こした。第２に、地域志向型教育のノウハウの蓄積が進んだ。農林水産業に関連し

た学部では、改めて実践的な科目を設定する必要が認識されている。教員は専門分野と地

域実践課題を関係させて深く学ぶことの動機付けの手法について、COC 活動を経験しなが

らノウハウを蓄積しつつある。大学にはこのノウハウを生かすための事務体制や業務シス

テムが求められていることも明らかになった。第３に、COC の教育活動と連携した地域で

は、大学生や若者を受け入れる基盤作りが進んだ。社会的・経済的インセンティブが見え

るようになった。 
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27 大学はコーディネーターが中心となって地域との連携をはかり、教員が教育プログラ

ムをつくり、それぞれの教員の専門知識を導入した。連携地域では、行政組織や地域の関

係者が大学との連携に応じ、教育の場を提供し、現場の専門知識について体験を通じて学

生に伝えていただいた。こうした仕組みを通じて、地域を志向する若者にむけた人材育成

を行うことができた。地域志向型教育を推進する実地体制も構築され、機能するようにな

った。ただし、地域体験する学生に対して、事前・事後学習を徹底させる、十分な教育と

安全体制をとって、学生を地域に送り出す体制を大学は整える必要がある。 

 

28 大学の地域志向型教育がめざすのは、地域創生活動に将来なんらかの形で関わる可能

性がある、関係者予備軍を育てることである。学生は、大学で実践にもとづく専門的知識

をみにつけ、卒業後、社会で経験を積み、食品産業や行政職などの多様な職場と地域で、

役割を果たしていく。理解ある消費者として、農業者や漁業者と間接的に関わっていく。

なかには、地域活動の主体者として活躍する学生もいるかもしれない。大学の地域志向型

教育は、地域貢献への即効性は高いとはいえないが、長期的にみて、地域を多様な立場で

支える人材を育て、持続的社会の構築にむけた全体のボトムアップをはかるためのもので

ある。 

 

29 以上のような COC 担当教員のまとめを踏まえて、第２部ではさらに具体的に議論する

ことにした。 
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４．第 2 部：地方創生を支える人材育成プログラム  

 

地域・市町からの発言 

１ 2 部は COC 担当教員細野准教授が司会を務めた。円卓フォーラムの目的は、第１に、

最終年度を迎えて COC 活動の成果や課題を、連携市町、地域の皆様、学生、教職員がそれ

ぞれの視点と立場から評価することである。第２に、地域の支援・協力を得て実施する体

験型教育の充実をはかり、農学系フィールド教育の充実をはかることである。第３に、農

水産業が立地する地域社会に対する学生の興味関心を高めるために、COC がめざした地域

貢献・社会貢献という視点を

教育に取り入れるためのカリ

キュラムやプログラムの充実

に向けて提言を行うことであ

る。2 部の限られた時間のなか

で、第１の点、それぞれの立

場でCOC活動の成果と課題に

ついて評価することにした。 

 

２ 船戸准教授は、教養ゼミに参加し、三次市の道の駅ゆめランド布野での酒粕アイスの

開発に関わった。学生の提案を快く受け入れていただいたことに謝意を述べた。道の駅及

び三次市役所のご担当者の皆様のご協力があり、学生のモチベーションが高く保てた。今

後も体験学習を継続できるよう、ご協力をお願いしたい旨の発言であった。 

 

３ 三次市布野町大前農園の大前氏からは、体験学習の申し込みがあった時の経緯が話され

た。個人経営の農園だが、有機栽培に取り組み、消費者に直接販売をしていることもあり、

収穫体験では時間も取られてしまうことから断るつもりであった。農園は 6 次産業化を行

いたいが商品化までにはいたっていない。アスパラ等の成分分析等を行ってもらえるのな

ら、学生を受け入れてもよい旨を伝えた。参加した学生には、商品にするための研究、商

品化できなかった原因等を探ってほしいと伝えた。その後、他大学の学生がインターンシ

ップに来た時に、広島大学との連携の話をすると、たいへん羨ましがっていた。広島大学

COC 活動の取り組みは素晴らしいものなのだと実感した、とのことである 

 

４ 道の駅ゆめランド布野では、体験学習をきっかけに酒粕アイスが開発された。大前氏

は、三次市の町村合併以前に野菜の直売所を立ち上げたたが、大変苦労したとのこと。高

速自動車道の開通によって、道の駅ゆめランド布野は厳しい立場にあるが、地域住民だけ

では 6 次産業化は難しく、学生の若い知恵があってこそ何かできると考える。インターン

シップや体験学習をこれからも続けて欲しいとの要望が出された。 
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５ 安芸太田町井仁地区のいにぴちゅ会会長の河野氏は、広島大学と同会とが、ウイン‐

ウインの関係でありたいと表明された。過去に棚田体験会に参加した学生が、卒業後も元

気な姿を見せてくれたりすることがあり、非常に嬉しかった。インターンシップを最初に

受け入れた時には、「大丈夫かな、やる気があるのかな」という思いがあった。井仁地区は

人口も少なく、世帯数も少ない、高齢化も進んでいることから、肉体労働が多いためであ

る。井仁地区は、今後も棚田を中心に自然の特

徴を生かし、人間と人間のつきあいを続けてい

く。インターンシップを受け入れてよかったと

思っており、今後も広島大学とのウイン‐ウイ

ンの関係を続けていきたい、とのことであった。 

 

６ 大崎上島町食文化海藻塾塾長の道林氏か

らは、体験学習の時期は海藻の観察ができる冬から春ではないが、磯の観察会に合わせた

体験会に学生には参加してもらった、との報告があった。磯観察の他に、車エビ・カキの

養殖経営、大崎内浦漁協等にも協力いただいた。大崎上島の漁協は小さい組合だが、様々

な活動に取り組んできた。海藻塾はこれまで交流・つながりというのを大事にしてきた。

広島大学の教員とも深いつながりがあって体験学習をお受けした。大崎上島町は、離島で

あるがゆえに、都会では失われつつある人と人のつながり、人と自然のつながりが残って

いる。町自体も教育の島をめざして、中高一貫の広島県グローバルリーダー校の設置を準

備している。海藻という地味な分野だが、太古の昔から大事にしてきたものを生かしたい。

今後も教育研究機関である広島大学からの支援を仰ぎたい、とのことであった。 

 

７ 東広島市河内町の農事組合法人ファームおだの吉弘氏は、今回のフォーラムに参加し、

この 4 年間の活動の成果を確認し、当初から COC の活動に参加・協力してよかった、と感

想を述べられた。ファームおだは 103 ヘクタールの農地を持って、水稲、大豆、そばなど

耕作しているが、稲の田植えを学生に体験してもらうことにした。一枚の広い田を最後ま

で手植えで植えていただくようお願いした。種を撒き、様々な条件のもとで農作物を作る

わけだが、途中でリセットできない。それを体験できることは、将来に生かされると確信

している、とのことであった。 

 

８ 吉弘氏は、以前、社会人学生として広島大学大学院に在籍していた。この時には、地

元の大学生が、地元のことを知らないというのはいかがなものかと思っていたが、今回の

COC 事業を通して、変わったと感じた。今後も、学生には農業・農村に来てもらい自分の

将来を考えてもらえば、大変ありがたいとの思いを表明された。 
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９ 世羅高原 6 次産業化ネットワーク会長・世羅幸水農園組合長理事の原田氏は、世羅町

のフルーツ王国夢祭り参加したインターンシップ学生のことを報告した。このネットワー

クには 74 団体の会員がいるが、中高年が中心だが、学生が入って良い勉強の機会になった

のではないか、とのことであった。学生たちも打ち解けて、餅つきをし、高いところに上

がって餅まきまで一緒にやってくれとことには大変感謝している。原田組合長は、インタ

ーンシップや体験学習を、外から見た世羅について意見をもらいたく受け入れを始めた。

だが、フォーラム等で他の地域の方々の意見を聞

くと、世羅にもどっぷり浸かってもらって意見を

言ってもらえば、双方が勉強になると思った。イ

ンターンシップに参加した学生から、チョコレー

ト作りを世羅町でできるのでは、との提案があっ

た。様々な意見や提案がもらえるのは、体験実習

やインターンシップを受け入れた成果である、と

考えている。 

 

10 呉市豊町八王子会・新果園の末岡氏が住む大長は、かつて黄金の島と呼ばれるみかん

の産地であった。しかし、高齢化が進み、若者が流出した結果、最盛期の 1/4 程度しか耕作

されなくなった。八王子会では、島の祭りをなくさない、これ以上島を衰退させないため

に様々な活動を行っている。大長には櫓祭りと弓祭りがあるが、学生には櫓祭りに参加し

てもらった。祭の太鼓台の担ぎ手が高齢化したため、若い力を借りたいという思いから、

体験学習の受け入れを始めた。体験学習では、みかん園・レモン園での作業を講義を交え

て実施している。後継者がいない大きな原因は収入にある。その問題を解決するために、

柑橘を使った加工品を販売しているとびしま柑橘クラブに参加している。今後は、インタ

ーンシップの学生らに、こうした活動にも参加を呼び掛けたい。大長では、黄金の島再生

プロジェクトを作り、広島市内の大学生 150 名くらいと活動しているが、是非、こうした

活動にも参加していただきたいとのことであった。 

 

11 太田川漁業協同組合の谷氏は、河川環境の整備を中心に体験学習を行った様子を報告

した。胴長を履いて、石がある川の中を歩くのは大変な労力がいる。これを組合員だけで

行うのは大変である。学生には河川環境を守る活動の大変さを知ってもらい、今後に生か

してほしい。太田川漁協では、鮎釣りの道具レンタルをし、無料で鮎釣りも始めることが

できる。これを機会に川に親しんで欲しい、とのことであった。 

 

12 株式会社島ごころ代表取締役の奥本氏は、毎年講義を行う連携特別講座では、地域と

ともに歩んでいくために企業（菓子屋）として、どのように地域と向き合っていくのかと

いう話をしている。島ごころのある瀬戸田町は、平成 11 年にしまなみ海道が開通した時は、
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観光客が年間 300 万人来ていたが、その後は 20 万人程度まで落ち込んだ。主力商品である

レモンケーキの島ごころを開発した平成 21 年には、レモンは畑に捨てられているような状

況だった。地域の特産品をどのように発信すればよ

いのか模索しながらレモンケーキを作ってきた。そ

の時に広島大学の教員と交流する機会があり、マー

ケティングや経営戦略などの本を教示してもらい、

また、学生と一緒に島ごころの SWOT 分析を行っ

てみた。関わってくれた学生が卒業研究の題材にし

てくれたことは、とても嬉しく思っている。 

 

13 奥本氏は、人手不足や若手後継者不足に悩む産地は多いが、主体的に自分のやりたい

ことを発信していると、自ずと仲間が増えることを強調した。島ごころでは、いい人材を

探すのではなく、自分たちで育てていこうと考えている。今年、瀬戸田町でレモン祭りを

開催した。観光客も 70 万人まで回復しているとのことである。 

 

14 三次市布野支所の植岡氏は、教養ゼミの体験学習、インターンシップの引き受けの経

験を述べた。最も苦労したのは何をやってもらおうか、ということだ。学生が楽しめる内

容、興味を持てる内容にするために、体験できることを種々詰め込んだ。道の駅ゆめラン

ド布野や大前農園のご協力があり、酒粕アイスの開発も進んだ。今年度もアスパラガスに

関連した提案をいただいたので、是非検討してみたいとのことであった。 

 

15 世羅町産業振興課の正田氏は、世羅町と広島大学は、COC 事業が始まる前から、包

括連携協定にともなう連携事業を行ってきた経緯に触れた。今回のフォーラムでは、楽し

く取り組めるものだけでなく、学生にしんどい体験もしてもらっていることを聞いた。来

年度からは少々負荷のかかるものも取り入れてみたい、と考えた。また、フォーラムの１

部で説明された COC の目的を改めて実感した。中山間地域・島しょ部が抱える課題につい

て学生時代に体験し、将来、条件不利地域を支えることができるような人材を育成・教育

したい、というものだった。今後ともこのような機会を利用し、地域と大学がお互いを高

めていけたらよいとのことであった。 

 

16 広島大学大学院博士課程前期 2年の黒木氏は、

TA（Teaching Assistant）という立場で教養ゼミに

3 年間関わってきた。フォーラムのような場で活動

のフィードバックが行われ、地域の方が学生に何を

求めているか、学生が地域で何をしたいのかがはっ

きりする。意見交換を行うことで地域と大学がより
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よい関係を築くことにつながると確信しているとのことであった。1 年生には、積極的に地

域と連絡を取り合い、現地に行くなどしてよりよい関係を築いていって欲しいとの助言を

した。 

 

17 広島大学生物生産学部の斎藤氏は、これまでは一つの地域の方の話を伺うことはあっ

たが、このフォーラムのように多くの地域の方から話を一度に聞くことはなかった。良い

機会になった、地域の皆さんが学生に何を求めているかもわかり、勉強になったと述べた。 

 

17 広島県地域政策局中山間地域振興課の長岡氏は、討論を締めくくるにあたり、コメン

トと講評を行った。学生が地域に関わることが素晴らしい取り組みで、かつ最先端のこと

だと考えた。本日のフォーラムでの討論を振り返り、地域の皆様、学生、教職員それぞれ

が変化してきたのではないかと感じた。それぞれの立場での変化もさることながら、特に

印象に残ったのは、船戸准教授が報告された課題解決に対して、提案するだけでなく行動

に移されている事例が出てきたことである。このような取り組みが、これから地域を変え

ていく、力になるのではないかと考える。 

 

18 長岡氏は、受入れた地域・市町で

は、学生との交流を通じて人と人との

つながりというのを感じたのではない

か、と述べた。地域での体験は、学生

が卒業した後も、1 人の人間として地域

とのつながりが残っていくだろう。大

学での地域体験を、今後の人生で地域

とどのように向き合っていくかを考え

る上でよいきっかけにして欲しい、と

講評した。 

 

19 司会の細野准教授は、地域・市町の参加者の皆様にご発言いただけなかったことを詫

び、第 2 部の討論会を終了した。 

 

表彰式、閉会の挨拶 

20 大泉コーディネーターは、広島大学地（知）の拠点活動を行うにあたって、たくさん

の方々、地域、市町の皆様にお世話になった、と謝辞を述べた。生物圏科学研究科（生物

生産学部長）では、この間のご協力に感謝し、吉村研究科長より地の拠点教育研究功労者

表彰を行うことを紹介した。 
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21 吉村研究科長は、安芸太田町いにぴちゅ会

会長の河野司氏（代表）に対して、地（知）の拠

点と連携した地域志向教育研究の実践ならびに

中山間地域・島しょ部への貢献を志向する人材の

育成に多大なる尽力をしていただいた功労に対

し、深甚なる感謝の意を評するためここに表彰す

る、として表彰状を贈呈した。続いて、以下の皆

様に対して同様の内容の表彰状を贈呈した。 

 （円卓フォーラムにおける表彰者の皆様は以下の通り。対象者全員の氏名は添付資料２） 

井仁自治会会長 大江眞様。大崎上島町食文化海藻塾塾長 道林清隆様。フ

ィッシング中村 中村修司様。株式会社島ごころ代表取締役 奥本隆三様。

呉市新果園 末岡和之様。農事組合法人世羅幸水農園組合長理事 原田修様。

農事組合法人世羅大豊農園組合長理事 祢冝谷全様。東広島市有限会社トム

ミルクファーム代表取締役 沖正文様。東広島市農事組合法人ファーム・お

だ 吉弘昌昭様。広島市太田川漁業協同組合代表理事組合長 森正記様。三

次市大前農園 大前憲三様。 

 

22 吉村研究科長は、COC 活動にご協力いただいた地域・市町の皆様に対して感謝の意を

表した。広島大学の大きな目標は、平和共存社会を作ることであり、教育では平和につい

て力を入れている。その平和の中には食料生産や地域社会の存続が含まれている。生物生

産学部では中山間地域・島しょ部に焦点を当てた活動を実施してきたが、学生諸君は、体

験学習やインターンシップを通じて、人と人のつながり、食べ物、環境等について現場レ

ベルで学べたと確信している。グローバル人材は、海外に出た時にも自分の国・地域を語

れるということは重要なことである、と述べた。 

 

23 フォーラムでは農業は総合産業だとの指摘があったが、実際、農学は総合的な学問で

あり、生物学、食品加工、流通、農林水産業の全体を通して一つの学問となっている。酒

粕アイスを開発する際、学長にも試食してもらったが、アルコールは大丈夫なのかと質問

があった。これに対して、実際にアルコールの量を科学的に検証していた船戸准教授は大

丈夫だと即答した。このように広島大学ができることを通じて、地域と連携し、地域によ

り良いものを還元できればと考える。今後も地域・市町の皆様方のご支援をいただきなが

ら、大学教育の向上をはかり、地域産業に貢献していきたい。 

 

24 COC 事業は予算的には今年度で節目を迎えるが、今後の活動の継続を大学に依頼する

とともに、今後とも地域・自治体の皆様には何かとご協力をお願いする旨を述べて、閉会

の挨拶を終えた。  
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５．添付資料 

第 4回円卓フォーラム 広島大学 COC連携市町・地域等出席者一覧敬称略） 

市町等 連携地域・市町等 出席者 出席者 出席者 

安芸太田町 いにぴちゅ会会長 河野 司     

安芸太田町 井仁自治会長 大江眞     

大崎上島町 大崎上島町食文化海藻塾 塾長 道林清隆     

大崎上島町 フィッシング中村 船長 中村修司     

尾道市 株式会社 島ごころ 代表取締役・専務 奥本隆三 奥本寿華   

呉市 八王子会 新果園 末岡和之     

呉市 とびしま柑橘倶楽部 秦 利宏 
 

  

世羅町 世羅幸水農園 組合長理事 原田修     

世羅町 世羅大豊農園 組合長理事 祢冝谷 全     

東広島市 有限会社 トムミルクファーム 代表取締役 沖正文     

東広島市 ファームおだ 組合長理事 吉弘昌昭     

広島市 太田川漁業協同組合 理事等 一月高志 谷 勇樹 島崎愛美 

三次市 大前農園 大前憲三     

  
   

  

広島県 県庁 地域政策局 中山間地域振興課 長岡秀幸     

  
   

  

安芸太田町 役場 地域づくり課長 小笠原敏子     

安芸太田町 地域おこし協力隊 友松祐希     

世羅町 役場 産業振興課 正田一志 
雑賀明日

菜 
  

東広島市 市役所 政策企画部企画課 細木敏弘 平田和久   

東広島市 市役所 産業部農林水産課 平田海帆     

三次市 市役所 政策部 企画調整担当課 松本隆志 中村大明   

三次市 市役所 布野支所 植岡幸弘     

  合計 27名 

※広大 COC連携地域・市町等以外の出席者名は、紹介しておりませんのでご了解ください 
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地（知）の拠点教育研究連携地域等功労者表彰者（全員） 

市町名 所属名・職　 表彰者
敬称略

表彰理由

東広島市
有限会社トムミルクファーム

代表取締役
沖　正文

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労
地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

東広島市 農事組合法人ファーム・おだ 吉弘　昌昭
教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労
地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

東広島市
安芸津漁業協同組合

代表理事組合長
柴　孝利 教養ゼミフィールド体験学習における功労

東広島市
芸南農業協同組合
代表理事組合長

山田　政数 教養ゼミフィールド体験学習における功労

広島市
太田川漁業協同組合

代表理事組合長
森　正記

教養ゼミフィールド体験学習における功労
太田川の環境調査研究における功労

三次市
株式会社布野特産センター

代表取締役
廣田　幸男　

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労
学生との共同研究開発（オリゼさんのアイ酒）における功労

三次市 大前農園 大前　憲三
教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

三次市
江の川漁業協同組合

代表理事組合長
辻駒　健二

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

呉市 大亀農園 大亀　孝司
教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

呉市 新果園 末岡　和之
教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

尾道市
フルーツ夢工房

　代表
半田　史子 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

尾道市
おのベジ槇山農園

　代表
卯元　幸江 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

尾道市
株式会社島ごころ

代表取締役
奥本　隆三 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

安芸太田町
いにぴちゅ会

会長
河野　 司

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

安芸太田町
井仁自治会

会長
大江　眞

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

大崎上島町 金原農園 金原 邦也
教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

大崎上島町
大崎上島町食文化海藻塾

塾長
道林　清隆 教養ゼミフィールド体験学習における功労

大崎上島町 フィッシング中村 中村　修司 教養ゼミフィールド体験学習における功労

世羅町
農事組合法人世羅幸水農園

組合長理事
原田　 修

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

世羅町
農事組合法人世羅大豊農園

組合長理事
祢冝谷　 全

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

世羅町
世羅高原カメラ女子旅

主宰
吉宗　五十鈴 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労
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              表彰の記念写真 井仁の皆さん 
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体験学習の概要・成果、課題   教養ゼミ橋本班報告資料 
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インターンシップを通じた地域体験報告（棚橋・小佐井報告）資料 
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報告書執筆者・編集者一覧 

 

広島大学 大学院生物圏科学研究科 教授   山尾政博 

 

広島大学 大学院生物圏科学研究科 准教授  細野賢治 

 

広島大学 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業 コーディネーター  大泉賢吾 
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