
はじめに 

  平成25年度に文部科学省地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
（以下、COCと略します。）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、①平和発信、②障がい者支
援、③中山間地域・島しょ部対策〈条件不利地域対策〉、の３つの領域
から成っています。生物生産学部は、中山間地域・島しょ部対策領域に
ついて、その教育・研究活動の役割を担ってまいりました。 

 ４年半にわたる教育プロジェクトを終えるにあたり、この間に得た成果
を確認し、それを踏まえた地域志向型のカリキュラムのさらなる発展に
向けて、本報告書をまとめました。 

 報告書は４つの部分からなっています。第１は、中山間地域・島しょ部
対策領域の目的、期待した成果について示し、この４年半の活動の推移
ついて述べます。第２に、体験学習を出発点とした地域志向型カリキュ
ラムの実践とその体系化について述べます。第３に、地域志向教育から
広がる成果について、実施したアンケートをもとに説明します。第４に、
地域と大学が作る地域志向型教育の成果と課題について述べます。 

（１）中山間地域・島しょ部領域対策の目的、 

   活動の推移 

 目指したもの 

  中山間地域・島しょ部領域対策が目指すものは、条件不利下にある
中山間地域・島しょ部社会の活性化に向けて活躍できる人材育成の拠
点形成をはかる、ことです。地方創生のための努力をしている地域と
連携し、食料生産・資源・環境・生態等を対象に学ぶ学生たちが、農
業・水産業、食料産業を基盤として社会の活性化に向けて活躍できる
人材を育成します。 

 期待される成果 

  この活動を通じて、三つ成果を実現するようにいたしました。第１
の成果は、地域志向型教育が、生物生産学部および関連学部において、
段階的に実施されることです。第２の成果は、持続可能な食料生産と
生物資源の有効活用に貢献する科学的知識と広い視野を持った人材育
成を担保する、教育プログラムの充実が図られることです。第３の成
果は、地域志向型教育のシステム化、マニュアル化です。これらの成
果の実現に向けて、地域との連携が深まり、大学教育の質が深まるこ
とを期待いたします。 

  学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、
解決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成することを目標
にしています。 

 



  中山間地域・島しょ部対策領域で計画した三つの成果を実現する
ために、活動のレベルを段階的に引き上げていくことにしました。
成果１については初年度から計画を始め、2年次から活動を開始し
ました。体験学習、特別講座を先行して実施し、インターンシップ、
フィールド特別演習、その他の専門科目については、２年次後半以
降に充実させることにしました。 

 成果２の教育プログラムの充実は、ＣＯＣ科目に対する学生の反応、
連携地域の御協力がどこまで得られるのかを判断しながら、検討い
たしました。1年次に実施した体験学習が、専門教育への動機付け
になっている点を確認いたしました。インターンシップの実施に
よって、より深く専門的な知識を身につけようとする学生も増えま
した。ただ、これらの科目を維持するための教職員の負担、交通費
を含む費用支出は予想していた以上に大きく、運営の効率化を絶え
ず念頭におかなければならないこともわかりました。既存のフィー
ルド志向科目との融合をはかっていくことも現実的であると認識し
ました。 

 成果３は、以上の二つの成果をプロジェクト終了後も継続して維持
するためのものです。特に、体験学習とインターンシップのマニュ
アル化、地域志向型教育を実施するための地域との連携の仕方は、
とても重要です。 

 以上のように段階的に成果を実現させることによって、地域に貢献
する人材を中長期的な視点で育てていくことができるようになった
と考えています。 

 

 

４年半の活動の推移 



 地域志向型カリキュラムの体系化 

 教育プログラムは、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」、というように、地域
と大学との関係性の発展を想定しています。 

 具体的には、図のようなカリキュラム体系の実施を計画しました。
生物生産学部では、従来からこうした体系はもっていましたが、1
年次から地域体験を組み込み、地域志向の人材を育成するという
明確な目標を掲げてはいませんでした。COCが始まったのを機に、
4年間のカリキュラムのなかで地域志向性をもつ科目群を意識的に
学習してもらい、地域体験を組み入れたフィールド教育の充実を
はかることにしました。 

 COC関係科目では、「地域を知る」、「地域と関わる」、「地域
と協働する」の3段階の科目構成とし、1年次必修授業である教養
ゼミから、主要特別科目群である特別講座、インターンシップ、
さらに特別演習、卒業論文、への流れを作りました。専門教育の
段階では、地域志向性をもつフィールド科目等と連携した地域志
向教育の改革が進んでいます。 

 
 

図 中山間地域・島しょ部対策領域における 

  人材育成プログラム実施体制 



 教養ゼミによる体験学習の実践 

 広島大学では1年次の学生全員が教養ゼミを履修します。生物生産学
部では中山間地域・島しょ部等で優れた取り組みを行っている地域組
織や自治体との連携を通じて、教養ゼミに地域体験活動を導入しまし
た。地域体験と地域課題の学習を組み合わせて、事前学習、体験学習、
事後学習という一連の流れを作ることを重要な目標にしました。1グ
ループ10人前後の学生が履修する教養ゼミを担当する教員が学生を指
導しやすいように、COC担当者が中心になって教材を整備します。
それを出発点に学生がより深く学習します。受け入れ地域から、事前
に学生に勉強して欲しい地域課題が提示される場合もあります。 

 4年間にわたる実践を通じて、農漁業・食料産業・環境を学習する学
生に相応しい体験学習の運営ノウハウを蓄積し、持続的に地域志向型
のカリキュラムが運営できるように努めました。現地体験の前に事前
学習、振り返り（事後学習）、報告プレゼンテーション作成を必ずグ
ループ単位で行い、体験学習発表会で報告するなど、PBL方式を徹底
させていいます。 

 地域インターンシップの充実 

 広島県内を中心として、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地域や組織で、学生がインターンシップ
を体験します。学生は地域理解を深め、将来地域貢献を担いうる人材
として成長するのを支えます。26年度から開始し、生物生産学部はも
とより、全学からの参加者が増えています。「地域連携から地方創生
へ」を共通のテーマとして、大学と市町・地域が連携して取組を進め
ています。 

  市町と地域の御協力を得て、世羅町では、インターンシップ受け入
れのため、町役場が広島大学生から意見を聞く場を設定していただき
ました。安芸太田町では、インターンシップ企画担当者を地域おこし
協力隊員が担うなど、地域活性化に向けた活動の中に組み込まれてい
るのが特徴です。東広島市、三次市、呉市、大崎上島町においても大
学COC担当と研修内容について綿密に打ち合わせるなどして、イン
ターンシップの充実がはかられています。 

 中山間地域・島しょ部連携特別講座 

 特別講座では、広島県内の行政担当者（中山間地域振興、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）、6次
産業化・農商工連携に取り組む個人や団体、グローバル戦略にもとづ
き食品製造を手掛ける広島県内の企業、などから講師を招聘していま
す。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い、地（知）の拠点づくりに
つなげています。講座では、地（知）の拠点大学による地方創生推進
事業の情報・交流基盤としての活用も進めています。 

 講座は、当初は学部学生を対象にしていましたが、大学院生の受講者
も年々増え、また、一般市民のご参加もあります。 

 

 

 



（２）地域志向教育から広がる成果 

 体験学習、インターンシップに参加した学生の評価 

 地域課題だけでなく、生物生産学全体において、問題意識と修学意欲
が向上しています。学習や研究にかかる自主性が向上しています。 

 体験学習に参加した学生のうち、授業以外で農林漁業との関わりがな
い学生が半数以上を占めます。平成27年度は、1年生104名、ティー
チング・アシスタント(TA)23名です。TAは大学院生、4年生、2年生
で構成されていますが、前年度に体験学習を体験した2年生がアシス
タントとして参加しています。 

 体験学習を通じて、学生は地域への興味、関心を深めるきっかけを得
ています。2年生は地域との接点を求めてTAに従事し、地域との関係
を一歩深め、学年進行とともに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づけるようになって
います。地域と学生、大学の継続的な関係構築へ可能性が強まった、
と言えます。 

 中山間地域島しょ部フィールドワーク特別演習 

 現場の問題をフィールドワークで専門的に把握・分析することを
目的にしたものです。中山間地域・島しょ部が抱える問題につい
て、実際にその地域に赴いて聞き取りなどのフィールド調査を
行って具体的に抽出します。把握する力、分析する力、解決方法
を検討する力を身につけます。 

図 学生アンケートの結果 



 広がりを見せる学生の関心、活動 

 体験学習をきっかけに、学生の関心や活動が広がりをみせています。
より深く地域と関わるためのインターンシップへの参加はもとより、
地域との協働による学生の自主活動の参加が増えています。連携地域
である大長の櫓祭り、世羅町における高校生とのコラボワークショッ
プ、マルシェ、三次市夢ランド布野の「オリゼさんのアイ酒」（アイ
スクリーム）の開発、その他、連携地域を中心にした様々な活動に参
加しています。これらの活動のほとんどは自主的なものです。 

 地域社会に貢献する素質をもった学生たちが増えているのは確かです。 

 連携地域・市町の評価 

 中山間地域・島しょ部領域の学生の活動は７市町、９つの連携・地域
にわたります。大学は地域と連携することの意義を見出していますが、
市町・地域はどうでしょうか。 

 連携地域・市町は、学生のアイデア・考えを生かした製品開発・販売
手法を創りたい、地域イベントや地域活動などへの参加者を増やした
い、学生の若さ・活力で地域に刺激を与えて欲しい、地域づくりに学
生の発想・新しい発想を生かしたい、地域課題の調査研究で解決の糸
口を見つけたい、などの短期的成果への期待や声をお持ちです。 

 しかし、連携地域・市町は、必ずしも短期的な視点だけで学生を受け
入れているわけではありません。地域を理解し役立つ人材を育てたい、
地域を応援・支援してくれる人材を育てたい、地域の中核として活躍
する人材を育てたい、地方創生を牽引する人材を育てたい、など中長
期的な成果への期待が強いのも特徴です。 

 中山間地域・島しょ部領域の活動が持続的に行われたのは、こうした
長い目で学生たちと交流をしようと思われる市町・地域の人たちに支
えられていたからです。 

 

 

図 連携市町・地域へのアンケート調査 



 関係科目を担当した教員の評価 

 中山間地域・島しょ部領域では、毎年教養ゼミ等を担当する教員に対
し、学生の地域課題への関心、専門科目を学ぶための問題発見能力を
高めているかについて、どのように考えているかを問う、アンケート
を実施しています。 

 非常に有効であった、有効であった、と積極的に評価する担当教員が
多いのが特徴です。また、このプログラムを開始してから年が経つに
つれ、学生の地域への関心を直接に感じている、と述べる教員が増え
ています。COC活動終了後も引き続き、体験学習を中心とする地域
志向の科目を維持していくべきだという意見が強くなっています。 

 

 地域課題研究の深まり 

 COCに関わる教員の間にも、地域貢献の視点から研究を企画・実施
する動きがみられるようになりました。中山間地域・島しょ部領域を
担当する生物生産学部（生物圏科学研究科）は、地域研究及びフィー
ルド研究を行う教員が多いところですが、学生とともに地域にでかけ
る機会が増えて、地域課題に接するようになりました。教員自身が
COCの活動に参加するなかで、地域が様々な努力をしていることを
知り、想像以上に地域が困っていることを知った、と答えています。
また、地域が大学の地域志向型教育に、関心と期待を寄せていること
を深く感じています。 

図 COC関係科目を担当した教員の評価 



 そうしたなかで、三次市道の駅ゆめランド布野におけるでの酒粕ア
イスの開発への協力、河川環境調査、鳥獣害対策、海藻利用と商品
化、GAP（Good Agricultural Practice, 適正農業規範）の実施状
況、食品企業のグローバル認証取得、６次産業化、直売所の運営な
ど、様々な課題に関する調査研究が実施されました。これらの研究
成果は教育内容にも反映されています。 

 地域との連携が、大学教育の質を深める 

 地（知）の拠点活動において、地域は、学生と教員に地域の知識や
経験を伝える役割を果たします。教員は、地域の知識を吸収し、専
門教育への導入として位置づけ、実学にもとづいた教育を学生に提
供します。一方、学生は、地域と教員の両方に支えられて専門分野
の学問を深めていきます。こうした、三角形の関係を築くと、地域
との連携が、学生や教員に様々な「きっかけ」を与え、大学教育の
質を深めていくことになります。 

 ただ、学生教育にご協力をいただく地域に対して直接メリットを与
えるかどうかは、長期的視点でみていただく必要があります。学内
で地域貢献の動きが醸成されるまでの時間、学生・教員が活動しや
すいようなシステムづくりの時間、研究成果がでるまでの時間、な
どが必要です。大学側の事情に左右されているのが実状です。 

 

図 教員の地域及び地域課題への関心 



 地域志向型教育のノウハウ 

 現在も活動は進行途上ですが、地域志向型教育のノウハウを蓄積しつ
つあります。農水産業に関係した学部では、実践的な科目を設定する
必要性が再認識されています。地域課題から遊離する傾向が進むカリ
キュラム体系のなかで、学生に対する動機づけがなかなかできない点
が指摘されています。科目の新設をはかるとともに、既存科目の内容
を見直さなければなりません。 

  効率的、効果的な運営システムを作ることも求められています。大
学にとっては、地域志向型教育の実施は、決してコストの安いもので
はありません。教員の数が減るなかで、体験学習やインターンシップ
などを維持するのは容易ではありません。また、大学の事務体制や業
務システムが、地域と連携して教育・調査を実施するようには組まれ
ていません。 

 学生に共有、移転される体験と知識 

 最近の大きな成果は、先輩と後輩、あるいは学生同士の横のつながり
によって、COCが期待した以上の成果を生み出していることです。
当初は、先輩による後輩への体験学習の知識が継承されるのが主でし
たが、活動が広がるにつれて、学生の横のつながりによる体験と知識
の広がりがみられるようになりました。それが、様々な地域活動にボ
ランティアで参加する学生数が増えている大きな要因です。 

 こうした連鎖の出発点に、教員によるCOC教育の実践があり、それ
に参加するTA学生の協力があります。 

 

（３）地域と大学が作る、地域志向型 
   教育の成果と課題 



 地域志向型教育のマネージメント 

 従来は、小さな教育・研究の単位での地域との関わりが多く、大学には
それほど高度な連携マネージメント能力は要求されませんでした。しか
し、中山間地域・島しょ部対策領域のように比較的小さな地域連携でも、
様々なマネージメント能力が求められます。 

 教育では、体験学習やフィールド調査を行う際の事前学習、事後学習の
徹底をはかる必要があります。小さな研究室単位で行う活動とは規模が
違います。教育効果の視点はもとより、ご協力いただく住民・地域に対
する「礼儀」です。これまでの経験から、中山間地域・島しょ部には、
事前学習を欠いた学生を受け入れる余力はありません。送りだす大学の
側では、学生を受け入れていただく地域の容量を考慮しなければなりま
せんが、大学側も、事前・事後学習の充実が可能な範囲で、参加可能な
学生数を絞らなければなりません。 

 体験学習やインターンシップといった学生が直接に現地で活動する教育
は、フィールド教育をおこなう小規模な学部に適しています。中山間地
域・島しょ部対策領域を担当した生物生産学部は、フィールド教育のノ
ウハウを教職員の多くがもっているので、大きなトラブルはありません
でした。しかし、学生が地域で活動する際のリスク・マネージメント体
制を備えておくことは不可欠です。海や川での活動もあり、農作業や漁
業などの機材の利用もあります。事件・事故があることを前提にした教
職員やTAの配置が求められます。 

 COCの活動、フィールド教育を統括する体制作り 

 生物生産学部を拠点に、農水産業・農村社会に関するフィールド教育を
実施する体制を作っています。COCの活動は、全学レベルの「ひろし
まイニシアティブ推進センター」が統括しています。学部レベルでは、
COCの類似の教育科目やカリキュラムがあります。効果的に運営する
には、教務事項を扱う委員会等のもと、既存のものとの間の協力と調整
が求められます。平成27年度より、下のよう体制を作って機能させてい
ます。 

 

図 中山間地域・島しょ部対策領域の実施体制 



 地方創生活動との相乗効果 

 この間の中山間地域・島しょ部対策領域の活動は、市町・地域が独自
に行う地方創生活動との相乗効果がみられました。地域によっては、
COCの活動と似通った内容の事業もあります。都市農村交流、農水
産業の多面的機能などには、若者を受入れて学習と実践の場を提供す
る活動が含まれています。内容的に重複するものがみられますが、う
まく調整して、地域と大学が共同して運営していくと双方にメリット
のあるものとなります。 

 大学が実施する地域志向型教育の実践により、大学生、若者を地域に
受け入れる農漁村の基盤作りが進むことが期待されます。大学生との
交流により直接的な利益が地域にもたらされることが少なくても、体
験学習、インターンシップ等により、過疎社会が賑わいを取り戻す可
能性があります。放棄された農漁業資源の見直しと有効活用、生きが
いの創出など、社会文化的な要因になります。一方、体験学習やイン
ターンシップ等の受け入れを通じて、体験型ツーリズムの発展、大学
資源を活用した新商品、ビジネスモデルの開発になれば、経済的要因
に転化する可能性もあります。 

 円卓フォーラムによる交流 

 円卓フォーラムは、市町・地域の皆様、学生、教職員が参加して議論
しあう場です。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・連携活動について意見を交換し、
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
COCの活動の成果や地域課題を共有することを目的にしています。
過去3回の円卓フォーラムを通じて、地域と大学が共同でつくる教育
プログラムの内容ができあがりました。 

 

図 地域と大学が目指す人材育成 



 COCの活動が目指すべき地域志向の人材育成の活動は、
大学における教育カリキュラムの改革のひとつです。持続
的に運営していくには、地域との深い連携が必要です。円
卓フォーラムは、その関係構築の場になりました。また、
市町・地域から様々なご意見とご批判をいただきましたの
で、実質的な外部評価の場でもありました。貴重な場を設
けることができました。 


