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平成 27 年度 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業成果報告にあたって 

 

広島大学 生物生産学部長  吉 村 幸 則 

  

 

広島大学では、平成 25 年度に「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」事

業が、文部科学省「地（知）の拠点整備事業」に採択されました。平成 27年度は５年間の

プロジェクト期間のちょうど中間にあたります。この事業は、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つの領域が設定されています。

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・研究プロジェク

トの中心を担っております。 

周知のように、広島県の中山間地域や瀬戸内海島しょ部では、過疎化と高齢化が進み、

地域社会の条件不利化が進んでいます。広島大学では、住民の皆様、自治体や企業・団体

等からのご支援をいただき、学生たちがこの地域社会が抱える問題への認識を深め、解決

に向けて考え、主体的に行動できるよう学生を養成しています。それを通じて、地方創生

の拠点形成を目指しています。平成 27年度は、前年度に引き続いて、体験学習やフィール

ドワークを取り入れた教育プログラムを運営し、地域に根ざした課題解決をできる人材の

育成をめざしました。 

大学１年生が参加する教養ゼミでは、農漁業体験を中心に様々な体験をしました。参加

学生の多くは、地域社会がもつ寛容さと奥深さを学び、同時に、解決しなければならない

問題が山積していることを認識しました。体験学習を通じて、地域活性化に向けて何をし

たらよいか、学生たちが真剣に考えるようになりました。その成果の 1 つとして，地元の

食材を使ったアイスクリームの商品開発も生まれています。地域でご活躍されている方々

をお招きする特別講義、地域体験を深めるインターンシップは、昨年度にも増して充実し

たものになりました。第２回円卓フォーラムでは、市町や受入地域の皆様、学生、教員が

円卓になって、地域志向型教育のめざすべき方向、大学の人材育成がどのようにして地域

貢献につながるかなどについて、意見交換をしました。また、WEBサイト、プレスリリース

などで情報発信を盛んに行いました。 

平成 27年度から、この事業は地（知）の拠点大学による地方創生推進事業になりました。

私たち中山間地域・島しょ部対策領域でも、「地域連携から地方創生へ」をテーマに掲げ、

大学が地域と連携する意義、地域が大学と連携する意義を考えてまいりました。 

本事業は地域をはじめ多くの関係各位に支えられて着実に成果をあげております。その

成果が、地域の皆様に少しでも役立てればと幸いです。 

今後とも、皆様方の格別のご指導・ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 
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地道な地域志向型教育を根付かせるには 

 

中山間地域・島しょ部対策領域  教授  山 尾  政 博 

 

活動の成果を踏まえて 

  文部科学省により平成 25 年度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、27 年度に折り返し地点を通過いたしました。1 年目２年目と暗

中模索で行ってきた体験学習やフィールドワーク、その経験を積み重ねながら、少しずつ

ですが、地域志向型教育の成果をだしてきました。学生たちには農山漁村の現場で起こる

様々な問題を認識し、学習することの大切さを知ってもらうことができました。本報告書

は、27 年度の活動を振り返って成果を確認し、次年度降の課題を明らかにしようとするも

のです。 

 

強まった連携地域との関係 

中山間地域・島しょ部領域で行う地域志向型教育は、広島県の市町や地域の皆様との連

携とご支援によって成り立っています。体験学習、特別講座、インターンシップ、フィー

ルドを題材にした専門科目など、さまざまな教育場面で地域や自治体等の関係者の皆様に

お世話になりました。大学はお願いするばかりで、受け入れていただく皆様に多大なご負

担をおかけしました。この地（知）の拠点活動は、大学による社会貢献・地域貢献という

よりも、地域や自治体による大学貢献、そう表現したほうがよいのではないでしょうか。

将来的に農山漁村、農水産業、食料産業全体に貢献できる人材を輩出する、大学における

人材育成を長い目でみていただいています。 

 

効率よく運営していく地域志向型教育 

現地での体験や実習を伴う地域志向型教育は、実は一般科目以上にコストがかかる場合

があります。教員にとっての負担もかなり重いものです。ただ、よき地域人材を輩出して

いくには、この壁を乗り越えなければなりません。中山間地域・島しょ部領域では、これ

までの活動を踏まえて科目運営のマニュアル化を進めています。事業終了後も無理なく運

営するためのノウハウが必要なのです。 

 

大学と地方創生 

平成 27年度より、本事業は「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」と名前が変

わり、広島大学の取組も新しい枠組みのなかに組み込まれました。広島県内の大学との協

力関係を深め、地域社会に深く関われる人材を育成する方向を目指します。地方創生に関

する様々な活動が実施されるなか、大学らしい活動が求められています。次年度には、そ

うした活動成果の一部をご報告できるものと思います。 
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教養ゼミ体験授業の実施 延べ参加総数： 1658

活動名 内容 延べ参加数 参加内訳 備考

オリエンテーション 体験計画と地域の概要 116 学生104名＋教職員12名

事前学習 体験内容と地域の学習 228 104名×2コマ＝208名＋教員20名

外部講師現地講義 222
学生・TA参加者150名（10班）
教職員50名、外部講師22名

地域指導者フィールド演習 750
学生・TA参加者150名（10班）
教職員50名、地域・市町５０名
×3コマ

ふり返り授業 提案・反省・まとめ等 114 学生104名＋教職員10名

発表会の準備 プレゼン資料作成 228 学生104名＋教職員10名×2コマ

教養ゼミ体験授業発表会の実施 延べ参加総数： 290

活動名 内容 延べ参加数 参加内訳 備考

発表会（前半） 前半５グループの発表 130 学生・TA115名＋教職員15名

発表会（後半） 後半５グループの発表 160
学生・TA120名＋教職員20名
地域・市町20名

1班学生10名

体験授業

平成 27 年度の活動実績報告の要約、成果指標 

 

はじめに 

 平成 25年度に、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業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、平成 27年度に中間年を迎えた。これ

までの活動の成果をまとめつつ、残された期間に何を実施すべきかを整理する時期となっ

た。学生たちは農山漁村の現場で起こる様々な問題を認識し、解決すべき課題について深

く考えるようになっている。以下では中山間地域・島しょ部対策領域での活動についてま

とめ、成果を指標として示す。 

 

I 教育研究活動の実績 

１ 地域課題接近への動機づけ 

 昨年度に引き続き、地域志向型教育を中心とする活動を行った。大学１年生を対象にし

た「教養ゼミ（必須科目）」のなかに地域での体験学習を取り入れ、ＰＢＬ方式にもとづき

地域課題について学習した。地域で活躍する地域人材を招聘する「特別講座（選択・座学）」、

地域の優れた取り組みを現場で学ぶ「地域志向インターンシップ（選択・フィールド学習）」

など、COC関連科目（選択科目）を行政・地域とともに継続して実施した。 

 

（１）「教養ゼミ」体験学習の充実と運営マニュアルの作成 

 「教養ゼミ」は、連携自治体・地域と連携して体験学習の現地プログラム作成し、学生

へのオリエンテーション、事前学習、現地体験授業、事後学習、発表会のプレゼンテーシ

ョン準備、学生発表会の開催、及び活動報告書の作成などを計画的に実施した。2回にわた

る発表会を実施し、教員、地域、自治体からの参加を得て活発な意見交換が行われた。 

 今年度、体験学習をより効率よく計画・実施するためのマニュアル作りを始めた。次年
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インターンシップの実施　（全学対応授業） 延べ参加総数：　　　　1066

活動名 内容 延べ参加数 参加内訳 備考

学生説明会 受入地域・学生の心得説明 32 学生30名　教職員2名

学生個別指導
研修に当たっての知識向上
のための事前学習

94
学生28名　　教職員２名×18回
学生現地事前訪問　学生５×4コマ
　　　教職員１　　地域市町１０

現地研修　9地域

5泊6日×4名＝20泊24日
4泊5日×19名＝76泊95日
3泊4日×3名＝9泊12日
2泊3日×2名＝4泊6日

940

学生研修総日数　137日＝コマ数
換算　548名
教職員延べ18名
現地指導者延べ274名
市町指導支援延べ100名

度には完成させる予定である。 

 

（２）秋の体験学習の成果 

 体験学習を受け入れていただいた地域と学生の要望にもとづき、秋には３か所で体験学

習を実施した。春に農業体験を行った地域では、学生には是非、作物の成長にあわせて活

動をして欲しい、との声が寄せられていた。呉市大長では地域の文化である祭に参加した

らどうかというお誘いを受けた。 

 

（３）「特別講座」にみる地域、企業、政策 

 広島県内で活躍し、地域政策や地域経済で優れた取り組みを行っている地域、企業、行

政から講師 11名を招聘した。このプログラムには、学部学生に加えて、多数の大学院生が

参加した。地域創生に密着したテーマから、食品企業による技術開発への意気込みや戦略

までを含む、幅広い内容であった。なお、この講座は一般市民にも提供した。 

 

（４）「インターンシップ」の充実と参加学生の増加 

 平成 27年度は、「インターンシップ」に関するプログラムの充実に努めた結果、連携市

町の９地域で実施することができた。学生の意向を踏まえ、連携市町・地域と調整をしな

がら、受入場所・日程・内容・地域・実施方法等を設定した。学生が主体的に研修内容に

関わりながら、計画的にインタ－ンシップを実行できた。参加学生の多くが評価し、受入

地域側でも学生の地域に対する姿勢を高く評価していた。 

特別講座の実施（地域外部講師講義）全学対応授業　 延べ参加総数：　　434

活動名 内容 延べ参加数 参加内訳 備考

講師打合せ 講師との事前調整 33 講師11名　教職員2名×１１回

ガイダンス 講師紹介・関係地域紹介 52 学生50名×１コマ＋教員2名

講義
外部講師11名による講義
　　　　7コマ（7回）

382
学生50名×７コマ＝350名
教員延べ21名　外部講師11名

秋の体験学習の実施　（全学対応） 延べ参加総数：150

活動名 内容 延べ参加数 参加内訳 備考

課外体験学習 　３地域 150
学生TA延べ８0名　教職員１０名
現地参加５0名　現地指導者10名
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（５）フィールド演習・授業の実施 

 学生による問題発見をもとに調査を行うフィールド特別演習を実施し、また、既存のフ

ィールド関係の科目のなかで、COCに関連した科目を選んでその内容の充実をはかった。食

料社会経済学演習、体験航海ではそれぞれ地域課題に沿った研修・視察内容とした。 

 

 

 

2  地域課題研究の成果 

(1) 地域課題研究 

 連携地域・市町の地域課題を対象とした「地域志向教育研究事業」に応え、中山間地域・

島しょ部対策領域では、天野通子助教が中心になって「瀬戸内経済圏における攻めの農水

産業と農水産物輸出―食品関連産業のグローバル対応の視点から―」というテーマで調査

研究を行った。広島県内の食品企業がグローバルな事業展開を図っている点が明らかにな

り、今後の地域振興のあり方について示唆を得ることができた。 

 

(2)地域志向型教育に関する分析論文の発表 

 COC活動について分析し、農学（水産学含む）における地域志向型教育のあり方を議論し

た２つの論文を関係学会誌から投稿を依頼された。 

細野・大泉 2015. 広島大学 COC における中山間地域・島しょ部との連携による体験 

学習、 農業及び園芸、第 90巻第 8号、2015, pp.827-835 

天野・山尾・大泉・細野 2016. 漁業・漁村社会へのもう一つの人材育成のあり方―大学

教育を通じた長期的アプローチ―、地域漁業研究、投稿中 

 

 

II 「地（知）の拠点」円卓フォーラム 

 第２回円卓フォーラムを、「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～」、と題して平成 27年 7月 22日に開催した。円卓フォーラムの第１

部では、学生の体験学習と成果が発表され、受入地域、関係自治体からの参加者のアドバ

イスを得ながら内容を確認した。第２部には、学部生、受入地域、関係自治体、TA及び教

務補佐員、教職員の計５１人が参加した。地域志向型教育の進捗状況及び成果と課題を確

認するとともに、2年間の活動が地域に与えたインパクトを評価した。また、大学での人材

フィールド演習（授業）の実施 延べ参加総数：　200

活動名 内容 延べ参加数 参加内訳 備考

演習 食料社会経済学演習　4コマ 62
学生10名×4コマ＝40名
教員12名、地域講義10名

体験航海 2泊3日×20名 138
学生20名×6地域（3日）＝120名
教員3名×6地域＝18名
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育成をどのように地方創生活動に結びつけるのか、助言と提言をいただいた。円卓フォー

ラムで議論された内容は、今後の活動計画に組み込まれることになっている。 

 

 

 

III. 特別活動 

1． 地域漁業学会、シンポジウム及びミニ・シンポジウムにおける COC報告 

 平成 27年 10月 24 日～25日、広島大学で開催された第 57回地域漁業学会大会のシンポ

ジウムとミニ・シンポジウムにおいて、COCの活動を紹介した。水産科学や沿岸地域社会を

対象とする学部・教育コースでは、どのように地域志向型教育を実践しているかを情報提

供し、意見交換を行った。大泉コーディネーター、天野特任助教の 2人が中山間地域・島

しょ部対策領域の活動について報告した。 

 

2.  内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局への COC取組説明 

 平成 27年 9月 9日に、内閣官房から招請を受けて内部の政策検討会にて、COCの取組活

動の成果と課題について報告した。COC担当の石川副理事、担当教員の山尾・細野、天野特

任助教、大泉コーディネーターの５人がそれぞれの分野の活動について紹介した。地方創

生を進める上で必要な人材をどのように育成するか、大学がいかなる役割を果たすことが

できるか、等について質疑が行われた。 

 

3.  宮城県議会地方創生調査特別委員会・学生の COCワークショップ 

 平成 27年 5月 27日に、宮城県議会地方創生特別委員会の委員 8名、県職員 3名が生物

生産学部を訪問し、COCの活動について視察研修を行った。委員会は地方創生のための人材

育成をテーマに先進地視察を行っていた。学生、COC担当教員に加えて、連携地域から安芸

太田町・世羅町・大崎上島町の３町からご担当者、地元企業の（株）サタケ様等を交え、「地

方創生において、大学に何を期待するか ―農水産業と農山漁村の場合―」をテーマにワ

ークショップを開催した。 

 

 

円卓フォーラムの開催（地方創生の原動力） 延べ参加総数:160

活動名 内容 延べ参加数 参加内訳 備考

フォーラムの開催 テーマ：地方創生の原動力 160
学生・TA　1２0名、教職員20名
地域・市町　20名

宮城県議会地方創生調査特別委員会と学生のCOCワークショップ開催

活動名 内容 延べ参加数 参加内訳 備考

ＣＯＣ視察説明 委員会への説明 46
学生10名、教職員2０名、地域５
宮城県議会・宮城県職員11名

ワークショップ テーマ：地方創生 46 同上

於：広島大学
生物生産学

部
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4. 大学祭の生物生産学部公開企画「COC中山間・島しょ部×広大生コラボマルシェ」 

COC の活動で連携している地域の皆様と、生物生産学部を中心とした学生が協働して、「コ

ラボマルシェ」と題して地域の実態や地域産品の紹介などを行った。このマルシェのため

に、準備段階から学生が中心となって、連携地域の皆様との事前のコミュニケーション、

企画立案、材料の買い出し、プログラム調整など、すべてを学生が主体的に運営した。 

 

 

5.  広島市立大学研修会(FD)での講演 

 平成 28年 3月、広島市立大学講堂で開催された広島市立大学全学 COCプラス研修会（FD）

において本学 COC 中山間地域・島しょ部対策領域の取組、活動を通して得られた教訓など

について講演した。講演内容は、１）「中山間地域・島しょ部対策領域の活動がめざすもの」、

２）「地域志向型教育の出発点 －体験学習の成果と評価－」、３「体験学習から地域志向

型教育への発展 －連携特別講座、インターンシップ、特別演習－」、４）「大学が地域と

連携する意義、地域が大学と連携する意義」、であった。広島市立大学は広島県内 COCプラ

スの基幹校であり、今後どのように活動していくかについて意見交換が行われた。 

 

6.  三次・庄原青年会議所例会での COC取組の講演 

平成 28年 3月、三次ロイヤルホテルで開催された三次青年会議所と庄原青年会議所の 3月

合同例会において、本学 COCの中山間地域・島しょ部対策領域の取組を講演した。若手の

企業人の集まりである青年会議所においては、地方創生活動にどのように関わるかが活発

に議論されている。COC担当者は、人材育成の観点から大学がもっと地域に情報提供する必

要があることを認識した。 

 

IV. 実施体制の充実 

全体の実施体制 

 生物生産学部に拠点を構えた中山間地域・島しょ部対策領域では、COCプログラムが教育

を軸に、地域連携、社会貢献、そして地域課題研究という包括的な内容をもった活動であ

ることを前提に運営している。地域、自治体、企業、NGOなど多様な関係機関からのご協力

を得て進めていく教育プログラムである。 

COC 活動の「ＰＤＣＡサイクル」を実践し、総合的な COC マネジメントを的確に行うため、

教務関係者を委員長として学年チューター長を含めて構成する COC-WG（COCのためのワー

キング・グループ）を全体の意思決定機関とした。平成 27年度は COC-WGを２回開催した。

大学祭　COC・学生コラボマルシェ開催 延べ参加総数:　224

活動名 内容 延べ参加数 参加内訳 備考

事前準備 学生打合せ 100 学生10名×5回＝50名×2コマ

現地調査 特産品等聞き取り調査 40 学生5名×2回＝10名×4コマ

マルシェ開催 特産品・地域紹介 84 学生10名、教員3名、地域8名×４コマ
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諸決定を踏まえて、COC 担当教員が教務委員会でカリキュラム内容や成果について報告と質

疑を行った。 

体験学習を担当する教養ゼミの教員との打ち合わせは特に綿密にし、連携地域の状況、受

入機関の情報、事前学習・事後学習のための資料提供を行った。また、体験学習、インタ

ーンシップ、特別講座の内容を充実させるために、コーディネーターと特任助教は連携地

域、市町、企業等の調整を行った。こうした調整は時に煩雑さを伴ったが、受入地域のご

意向を反映させたプログラムにするためには必要な仮定であった。参加学生の満足度が高

まったことは言うまでもない。 

 

自己診断、外部評価、分析、公表について 

 中山間地域・島しょ部対策領域では、実施する活動について、学生、教員、地域・市町

へのアンケートを行い、自己診断を行っている。継続的なアンケート活動によって得られ

た結果を分析して、円卓フォーラム、COCのホームページ、各種講演会・報告会にて発表し

ている。 

 特に、円卓フォーラム等の機会を活用し、学生、TA院生、連携地域、企業、自治体関係

者等からご意見をいただき、総合的な外部評価を得るように努めた。ここでは改善点の指

摘も多くあり、次年度の COCカリキュラムにも反映させることとし、教職員等へのフィー

ドバックを行った。 

 

地域・市町との連携強化 

連携地域・市町との関係性を一層高め、関係機関からの人的・物的支援が昨年度以上に得

られ、継続的に地域志向教育等が展開できるようになった。これまで報告したような諸活

動を進める上で必要な調整や相談活動を必要に応じて行った。体験学習、特別講座、イン

ターンシップ、フィールドを題材にした専門科目など、さまざまな教育場面で地域や自治

体等の関係者の皆様にお世話になった。 

平成 27年度の活動を通じて、COC の活動は、大学による社会貢献・地域貢献というよりも、

地域や自治体による大学貢献である、との認識を強めた。大学における人材育成を長い目

でみていただける地域・市町に支えられて活動を続けることができた。 

 

 連携地域 １１地域  

①広島市太田川漁協、②東広島市ファーム・おだ、③東広島市ＪＡ芸南、④呉市大長、⑤

三次市道の駅ゆめランド布野（大前農園、江の川漁協含む）、⑥世羅町世羅大豊農園、⑦世

羅町世羅幸水農園、⑧安芸太田町井仁（棚田）、⑨大崎上島町食文化海藻塾、⑩大崎上島町

金原農園（シトラスかみじま）、⑪東広島市安芸津漁協 
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連携市町  ４市三町 1県 

①広島県地域政策局中山間地域振興課、②広島市水産課＆企画調整課、③東広島市農林水

産課＆企画課、④呉市農林水産課＆豊市民センター、⑤三次市企画調整課＆布野支所、⑥

世羅町産業振興課、⑦安芸太田町地域づくり課、⑧大崎上島町地域経営課 

 

 

IV. 広報活動、報道実績等 

 平成 27年度の活動状況については、様々な場面で広報活動を行うように努めた。ホーム

ページの充実はもとより、プレス･リリース、パンフレットの作成・配布、地域・市町への

情報提供等を必要に応じて行った。 

 一方、新聞やテレビ等による取材もあり、広島県民にはその活動がしだいに知られるよ

うになった。 

中国新聞：５回、広島テレビ：１回、ＣＡＴＶ：５回、文教ニュース：３回、文

教速報２回 

プレス・リリース：４回 

 

  

 以上、平成 27 年度の活動のまとめとする。 
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第Ⅰ部 教育プログラム概要 
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１．地（知）の拠点プログラム概要 

 

 広島大学地（知）の拠点大学による地方創生推進事業では、広島地域の共通課題である

「ひろしまの平和発信」、「中山間地域・島しょ部（条件不利地域等）対策」、「障がい

者支援」の３つの重点課題の解決に地域と連携して取り組みます。 この地（知）の拠点

大学による地方創生推進事業の中で提唱している「ひろしまイニシアティブ」とは、「地

域や国、年齢、性、人種等の違いや障がいの有無 を越えて、いつでも、どこでも、個々人

が幸福な人生を享受できる社会の実現」を具現化する人材育成の取り組みのことで、教育

プログラムを通して地域ととも に行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 広島大学地（知）の拠点大学による地方創生推進事業における中山間地域・島しょ部対

策領域では、自治体、ＮＰＯ、企業、大学（教職員）、学生等が強く連携して、地域特有

の問題解決に取り組みながら、地域人材の育成を進めます。 

 具体的には、地域のニーズの発掘・検討・選定などの地域志向型の教育カリキュラムや
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研究プロジェクトの策定・実施および地域社会への還元に至る一連の活動を地（知）の拠

点が強力に推進します。 

 従来型の大学教育システムにはない、教育に係る企画、評価、改善、実施などの体制を

地域と大学が一体となって行う教育システムを構築します。全学生が、地（知）の拠点活

動を通じた現場体験を基本とする新たな教育プログラムに参加することにより、「ひろし

ま」の地域を知り、理解し、発信することのできる人材育成を目指します。 

 学生は、まず本学の特徴的プログラムである全学必修科目の「教養ゼミの中で、中山間

地域・島しょ部等の課題解決の端緒となる地（知）の拠点フィールドワークを経験し、ま

た「地（知）の拠点中山間地域・島しょ部対策特別講座」で地域の理解を深め、次に地域

と連携しながら「地域連携インターンシップの専門科目などを履修し、最終的に現地調査・

レポートから成る「地（知）の拠点集中講義」などの「地域志向教育研究」をすすめ、卒

業研究に繋げます。こうした様々な地域体験・貢献に資する学生主導型の「地（知）の拠

点シンポジウム」なども開催します。このような地域連携による教育プログラムを通して、

学生自らが主体的に考え、成長していくことが期待されます。 

 広島大学の地（知）の拠点大学による地方創生推進事業「平和共存社会を育むひろしま

イニシアティブ拠点」のうち、生物生産学部は「中山間地域・島しょ部対策（条件不利地

域対策）」に取り組んでいます。広島県内の中山間地域や島しょ部などの自治体・地域組

織と連携し、フィールド調査を中心に農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決を目指し

て活動を行います。 

 

 

 

２．広島大学生物生産学部 「地(知)の拠点」教育推進プログラム 

 

 広島大学生物生産学部の地（知）の拠点大学による地方創生推進事業プログラムでは、

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を養成するため、中山間地域・島しょ部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、また強力な支援をいただきな

がら、以下の授業等によって地域とともに人材育成を進める具体的仕組みで地（知）の拠

点づくりに取り組んでいます。 

 中山間地域・島しょ部対策領域は、実学をベースにしつつ、第 1段階として「地域を知

る」、第 2段階として「地域と関わる」、第 3段階として「地域と協働する」といったよ

うに、地域と大学との関係性の発展段階を想定したものです。そして、その成果として、

地域にとっては課題の解決、学部にとっては即戦力となる人材育成の実現をめざしていま

す。 
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1）教養ゼミの体験学習 

 広島大学の特色である教養ゼミにおいて、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組織との連携を通じて地（知）の拠点大学による地方創生推

進事業のフィールドワークを行います。 

また、グループでの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に貢献する地（知）の拠点大学による地方創生推進事業活動とし

て情報発信しています。 

2）「中山間地域島しょ部連携インターンシップ」 

 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

行っている組織における地（知）の拠点インターンシップで、学生自らが地域理解、地域

体験、地域貢献を行い、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業活動を主体的に推進

しています。 

3）「中山間地域島しょ部連携特別講座」 

 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

の交流連携を行い、地（知）の拠点づくりにつなげています。 

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とし、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。 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/outline/prg2.html/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%80%80%e6%95%99%e8%82%b2%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a0/
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4）「中山間地域島しょ部フィールドワーク特別演習」 

 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業の連携地域（中山間地域島しょ部の条件不

利地域等）で優れた取り組みを行っている組織等）での地（知）の拠点整備事業フィール

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

の育成を行っています。 

5）「卒業論文」 

 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業の連携地域や中山間地域島しょ部の条件不

利地域等を対象に、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

域貢献活動を展開します。 
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第Ⅱ部 平成 27 年度 教育研究活動実績 
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1．教養ゼミ体験学習 

 

（１）教養ゼミ体験学習の考え方と仕組み 

 

 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業では、広島県内の中山間地域や瀬戸内海島

しょ部の地域再生という課題に注目した多様な取組を行っていますが、広島大学の特色で

ある教養ゼミのなかで学生が地域で学び体験する地域志向のプログラムとして、「地 （知）

の拠点教養ゼミ体験授業」を実施しています。 この教養ゼミは、地域の秀でた取り組みや

活動を学生が学び体験することを基本とし、大学に入学した 1 年生が前期に現場を体験し

理解する重要な 1歩となるものです。 

 「教養ゼミ」は 1 年次前期に配置された、

広島大学における全学共通の学部導入科目で

す。全学部 1年次生を 10人ほどのグループに

分け、それぞれ本学教員が担任となり、大学

教育における修学意欲の向上や専門分野への

動機づけを行うという科目になっています。

具体的には、大学入学後の早い段階で学問の

おもしろさ，楽しさを体験的に理解できる機

会をつくり、自主性を重視した知的活動への

動機付けを高めるとともに、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

ることを目標にしております。 

 地（知）の拠点教養ゼミの仕組みは、体験授業を中核に、事前学習、事後学習、学生の

体験発表報告会、円卓フォーラムの開催などで、PBLの授業を構成するものになっています。 

 また、後期には教養ゼミという授業形式ではなく秋冬の体験学習を実施しており、学生

の地域志向の一層の高まりにつなげるとともに、連携地域との交流の促進にも重要な学習

の場となっています。 

 現在は、広島県内の７市町１０地域の皆様との

強い連携によって、生物生産学部の各年度の１年

生全員が体験学習を行っています。学生は体験学

習を通じて、 地域の皆様への感謝の気持ちと地

域貢献の重要性を深く認識するだけでなく、継続

的な地域活動に対する意欲的な姿と自律的な考

えやアイデアが生まれるなどの 大きな効果が生

まれています。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement.html/%e4%b8%96%e7%be%85%e6%a2%a8%e5%9c%92%e4%bd%93%e9%a8%93%e4%bd%9c%e6%a5%ad2/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement.html/%e4%bd%93%e9%a8%93%e6%8e%88%e6%a5%ad%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a2/
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なお、この体験学習の様子は、中国新聞や TVなどに多取り上げられるなどで、地域や市町

から注目され、今後の成果に期待が集まっています。 

  

地域・学生・大学でつくりあげる 

教養ゼミ体験学習 
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（２）平成 27年度教養ゼミ体験授業概要 

 

 平成 27年度の教養ゼミは、７市町 10地域と連携して学部 1年生 10グループ（100人余）

が体験授業を実施しました。授業は 5 月から 7 月のいずれかの土曜日または日曜日に各ゼ

ミの学生グループが地域に出かけて体験学習を行い、またその後全体１０ゼミの報告会（７

月１日と２２日）の開催などを通じて現場の知識や地域の課題などを学び、地域への関心・

動機付けや地域活動へのモチベーションを高めました。 

 

 体験授業は、表の通り地域の方々の講義を行い、地域の状況や体験作業の内容を一層深

く理解した後に、様々な体験作業を行いました。  

 また、体験授業発表会（報告会）では、ゼミごとに自分たちの体験したことや中山間地

域・島しょ部の地域再生を考えながら、いろいろなアイデアや工夫を盛り込んで発表を行

い、地域の方々にもお聞きいただきました。 

 

平成 27 年度 教養ゼミ体験学習の活動地域（７市町 10地域） 
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平成 27 年度 地（知）の拠点に関する教養ゼミ体験授業 実施計画・実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施地域 実　施　日　程 現　場　体　験　作　業 地　域　の　講　義
ゼミ

担当教員
ゼミ班

ＣＯＣ
教職員

備考

世羅大豊農園
（世羅町）

5月23日（土） ・梨の一次摘果

・世羅大豊農園組合長理事
　祢冝谷全様
　大豊農園の取り組み経過や誘客
方法

田辺教授 Ｈ班１０名
山尾教授
天野助教
大泉ＣＯ

全参加者数＝
22名

太田川漁協
（広島市）

5月24日（日）
・吉山川等河川清掃とアユ塩
焼き
・吉山川生き物観察

・太田川漁協組合長　森正記様
　理事　岡村様、理事　苗代様　他
　
太田川のアユ漁（網漁）等の歴史

冨山准教授 Ｃ班11名
山尾教授
天野助教
大泉ＣＯ

全参加者数＝
２０名

井仁地域
いにぴちゅ会

（安芸太田町）
５月30日（土）

・直売所販売
・棚田での田植
・田植水田　広大看板作成準
備

・いにぴちゅ会会長　河野司様他
井仁の課題解決と夢の実現につい
て

吉村教授 Ｅ班11名
山尾教授
天野助教

全参加者数＝
１９名

世羅幸水農園
（世羅町）

５月30日（土）
・梨の一次摘果
・ハウスブドウの整枝

・世羅幸水農園組合長理事
　原田修様
　　幸水農園50年の歩みと世羅梨の
ブランド化

実岡教授 Ａ班11名
細野准教授
大泉ＣＯ

全参加者数＝
１７名

豊町大長
（呉市）

６月６日（土）
・大長みかんの摘果作業等
・昼食意見交換

・大長 　大亀孝司様、末岡和之様
　　大長みかんの歴史と現状

浅川教授 Ｇ班11名
細野准教授
天野助教

全参加者数＝
１７名

ファーム・おだ
（東広島市）

6月６日（土）
・田植え（手植え）
・ハウス野菜（浮き楽）
　栽培

・ファーム・おだ組合長
　　吉弘昌昭様
　「ファーム・おだ」の取り組み概要

富永講師 Ｂ班10名
山尾教授
大泉CO

全参加者数＝
１7名

金原農園
（大崎上島町）

6月13日（土） ・ハウスせとかの摘果
・金原農園・シトラスかみじま
　金原邦也様
　　柑橘農園経営と柑橘流通

吉田准教授 Ｄ班10名
細野准教授
大泉ＣＯ

全参加者数＝
１６名
・フェリー乗船

海藻塾など
（大崎上島町）

6月13日（土）

・海岸清掃
・シーカヤック試乗
・海藻観察・採取と海藻製品
試食

・海藻塾長　道林清隆様　　他
　　海藻など水産系食文化づくり

太田教授 Ｊ班10名
山尾教授
天野助教

全参加者数＝
１８名
・フェリー乗船

ＪＡ芸南
（東広島市）

6月20日（土）

・びわ収穫
・お茶用ビワの葉採取
・昼食及び特産品・加工品の
意見交換

・ＪＡ芸南
・広島県担手同志会　中岡千春様
　　ＪＡ芸南の概要とビワ栽培

都築教授 Ｆ班１０名
細野准教授
大泉ＣＯ

全参加者数＝
１６名

道の駅ゆめランド布
野

（三次市）
７月４日（土）

・特産品アスパラの収穫
・江の川河川清掃とアユの塩
焼き
・特産アイスクリームの製造
（手作り）

・道の駅ゆめランド布野
　廣田代表取締役　他
 ゆめランド布野の取組みについて
 江の川漁協、大前農園の取組み
　について

船戸准教授
Ｉ 班１０名

＋２名

細野准教授
天野助教
大泉ＣＯ

全参加者数
＝２０名

教養ゼミ体験授業
発表会１

7月1日（水） 体験授業　前半の5班
田辺ゼミ、冨山ゼミ、吉村ゼミ、実岡
ゼミ、浅川ゼミ

全員出席 120名余

教養ゼミ体験授業
発表会２

7月22日(水） 体験授業　後半の5班
円卓フォーラムと同時開催
冨永ゼミ、吉田ゼミ、太田ゼミ、都築
ゼミ、船戸ゼミ

全員出席 160名余
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（３） 教養ゼミにおける体験学習の地域・ゼミ別活動報告 

 

① 世羅郡世羅町 世羅大豊農園 ＜平成 27年 5月 23日(土)＞ 

 

担当ゼミ責任者 田辺創一 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

  

世羅町大豊農園の概要 

 世羅町にて 40 ヘクタールの果樹園を経営する農事組合法人世羅大豊農園は、9 名の組合

員が参加して 1973 年に設立されました。山林を切り開いた農地で試行錯誤を続けながら、

経営が軌道に乗るまでには十年を要したとのことです。今では、多数の従業員を雇用し、

機械化も進められています。現在の総面積は 80 ヘクタール、そのうちの栽培面積は 41.3

ヘクタールです。幸水梨の栽培が半分以上の面積を占め、豊水梨、新水梨と続きます。ぶ

どうは、ピオーネ、安芸クイーン、ハニービナスなどがあります。 

 大豊農園の特徴は、「山の駅」と呼ばれる販売所がある他、直販が重視されていることで

す。地域に根ざした大規模観光農園としても発展し、4月には梨の花まつり、夏から秋にか

けては梨狩り、ぶどう狩りで大勢の観光客が訪れます。  

 今年度、世羅町では幸水園とともに大豊農園に体験授業を受け入れていただきました。

梨の摘果が最盛期、田辺ゼミの学生たちの体験も摘果を中心に行われました。 
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大豊農園の歴史と活動 

 実習に先立ち、祢冝谷組合長から大豊農園の歴史と現在についてお話ししていただきま

した。1973 年に設立して以降、組合は苦労を重ねながら農地を整備し、県、町、農協の指

導や協力を得ながら栽培技術を確立し、しっかりとした経営になるよう努めてきました。

土作りを大切にする一方、省力化して能率アップをはかるような作業体系にするようにも

心がけられておられます。 

 完全協業の農園にすることによって、制度を利用した資金の借り入れが容易になり、個

人ではできない投資や作業ができるとのこと。また若い人、組合員で助けあうことによっ

て、仕事を選びながら農業をできるというメリットがあります。幸水農園が手がけていた

梨栽培が大いに参考になったそうです。 

 大豊農園の運営方針は、組合員相互に協業経営に対する理解を深めよい人間関係を保つ

こと、管理能力を高めること、そして何よりも健康管理と生きがいある農園経営にするこ

とだそうです。こうした方針のもと、若い人たちの参加があり、農園には新しい風が吹い

ているそうです。 

  

   学生たちに経営の様子を説明する祢冝谷組合長   熱心にメモを取りながら聞く学生 

 

 祢冝谷組合長のお話しを受けて、田辺ゼミの学生たちからはいくつかの質問がだされま

した。どのような若い人たちに来て欲しいか、という質問には、はきはきした人で仲間と

の連携を保てる人とのお答えでした。 

 

梨の一時摘果の体験作業 

 広い農場に出て作業の準備を始めましたが、まずは祢宜谷組合長に摘果の仕方をご説明

いただきました。梨棚の中の梨の木は、花から幼果になっていますが、たくさんの幼果を

それぞれの各着果位置で 3 果程度に摘果するのが作業でした。思い切って摘果してくださ

い、とは言われたものの、初めての学生には不安です。果たして大きな実になるのか。梨

栽培にとって最も大切な作業だと教えられた以上、緊張した面持ちで上を見てひたすらハ
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サミを動かしていました。 

 参加学生たちは梨の摘果を午前中いっぱい続けました。昼休み前にはだいぶ慣れてきた

ようです。それでも残さずに着実に摘果するのは難しく、終わった後に見てまわることに

なりました。 

 

        ひたすら上を向いて作業     摘果の仕方を説明される祢冝谷組合長        

 

 昼食後、再び摘果作業でした。この時期、大豊農園は何十人という摘果作業員を雇用し

ています。１人１日何本、というお話しを聞いて、摘果がいかに大変な作業であるかを、

学生たちは身を以て体験することができました。 

 作業を終えて、学生の代表が感謝の気持ちを祢宜谷組合長にお伝えしました。帰る前に

は、「山の駅」という大豊農園が運営する販売所を訪れ、梨のアイスクリームやジェリーを

食べ、直売所の雰囲気を味わいました。充実した体験学習でした。 

 

 

 

② 広島市 太田川漁協 ＜平成 27年 5月 24日(日)＞ 

 

担当ゼミ責任者 冨山 毅 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

 

河川漁業を守る人々、太田川漁協での体験 

太田川は廿日市の冠山に源流をもち、瀬戸内海にそそぐ全長 103km にわたる一級河川です。

あゆ、あまご、こい・ふな、うなぎ、かになどを対象に漁業を行う組合員が参加するのが

太田川漁協です。富山ゼミの学生たちは、太田川漁協が実施する河川清掃に参加させてい

ただきました。漁協組合長、理事、総代、職員の皆さまのご協力により、あゆの塩焼き体

験、河川観察とあゆの放流、川の生き物の展示と解説、あゆ漁業の様子など、盛りだくさ
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んなメニューを体験することができました。 

 

太田川漁協の組合員の皆さんは、持続的に漁業を営むことに努め、あゆを始めとする水産

資源の増養殖活動を行っています。学生はそうした活動の一端を知り、体験することがで

きました。 

                漁協の方々と一緒に河川清掃 
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大変だった河川清掃 

 漁協の地区総代のお二人のご指導

のもと、学生は河川清掃を行いました。

ヨシが茂る川の中を、上流から下流に

向かって１キロ近く、ゆっくりと作業

をしました。思ったほどにはゴミはあ

りませんでしたが、ヨシに絡まったビ

ニールが多かったようです。川底には

大小さまざまな形をした石があり、慎

重に歩きました。流れが速く、水はひ

ざ上までありました。お借りした胴長

を着て川を進むのは大変でした。    きれいな川だけど、一人でもこんなにゴミが…. 

                          とても大変でした 

 

夢中になった河川観察、アユの放流 

 河川観察は思った以上に楽しかったようです。さすが、生き物に興味を抱く学生が多い

生物生産学部。網ですくった生き物の名前を、漁協の組合員さんが教えてくださいました。

川に入って生き物を探す体験は久しぶりだったようです。この日のために組合に準備して

いただいたアユを放流しました。“大きくなって子供を増やしてくれ”と念じながら放流し

て欲しいとのこと、印象的な言葉でした。 

 

  ひたすら川の中をのぞく            アユの放流もお手伝い 

 

水辺の教室、アユ漁の話し 

 太田川漁協では、小学生を対象にして移動式水族館のような活動をしていました。川に

生息する生き物について、わかりやすく解説していただきました。大学生にとっても新鮮

な内容でした。 
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 アユ漁については、投網、建網、竿釣りな

ど、漁具の使い方を見せていただきました。

投網は以前には広く行われていたようですが、

現在はあまり見かけなくなったとのこと。漁

協がどのように漁業を管理しているか、具体

的な話がありました。禁漁区、禁漁期間など

のルールがあり、遊漁者にも守るよう監視活

動を行っています。 

 アユなどの放流のために、中間育成に取り

組んでいます。育成施設を所有し、市や県の

種苗センターと協力しながら、資源を増やそ

うと努力しています。ただ、アユなどの漁獲

量は減少しています。漁業者が減少している

のも大きな原因かもしれません。 

                       楽しく見聞した太田川の漁業 

 

 

 

③ 安芸太田町井仁地域 ＜平成 27年 5月 23日(土)＞ 

 

担当ゼミ責任者 吉村幸則 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

 

中山間地域の棚田農業体験と産直市 

 傾斜地を多く抱える広島県の農業は、厳しい条件のなかで行われています。安芸太田町

の井仁地区は美しい棚田景色が有名です。1999 年に農林水産省によって日本の棚田百選に

選ばれています。その景色の美しさは様々な人によって紹介され、最近ではアメリカのニ

ュース・メディアのＣＮＮにも取り上げられ、訪れ る人が増えています。 

 

ただ、井仁地区では人口の減少が続き、高齢化も進んでいます。現在は 23世帯、49人が住

み、高齢化率は 59.3％です。また、耕作放棄地が増え、鳥獣害に悩まされています。 

 吉村ゼミの学生たちは、棚田での体験、産直市の視察を通じて、厳しい条件下にある農

業を実感するとともに、さまざまな生産者の取組があることを知りました。 
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太田川産直市場の視察 

  産直市は、市場に販売しにくい少量の農産物や、安全上は問題のない規格外のものを農

家が持ち込み、消費者に近い関係で販売するところです。ＪＡ広島市戸河内支店が運営し

ていますが、地域起こし協力隊の大坪史人さんがこれを支援しています。大坪さんより、

野菜の値段のつけ方、ラベルの貼り方、メールで販売状況を知らせるシステム等について

説明を受けました。130 人の農協組合員が販売者として登録しており、常時、40－50 人が

利用しているとのことです。 
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     産直市の説明を受ける         集まった新鮮な農産物 

 

  

井仁地区の農業 

 井仁地区の棚田交流館に場所を移し、地域農業と社会についてお話しを伺いました。 

 「井仁の課題解決と夢の実現に向け

て」と題して、イニピチュ会長の河野

司さんが、棚田農業の様子を説明され

ました。以前には 525 枚の棚田があり

ましたが、減少を続けて現在は 200枚

を切っているそうです。1 枚当たり 2

アールの小さな田が多いですが、ここ

で生産される棚田米（コシヒカリ）は

一般米のほぼ ２倍の価格で販売され

ています。 

                          説明する河野会長 

 

 地域には生活の知恵があり、技術があります。河野会長はお年寄りが経験に基づいて教

えてくれることを大切すべきと強調されました。学生からは高齢化、兼業、学校のことな

ど多彩な内容の質問がだされました。 

 

広島大学生物生産学部との連携 

  井仁地区と生物生産学部との連携は長く、毎年開かれる田植えと稲刈りの体験会には多

くの学生・院生が参加しています。また、地区のマスター・プラン作りの 際には、学生・

院生がお手伝いさせていただきました。長年にわたる連携関係のもとに、体験授業が実施

されることになりました。 
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棚田の田植え体験 

  昼食は地域の女性たちが差し入れてくれた棚田米のおにぎり、バーベキューを楽しみま

した。その後は棚田の田植えをしました。歩行型 2 条の田植え機は、男子学生が指導を受

けながら挑戦しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    田植えをする学生たち         田植えの指導を受ける 

 

また、隣の水田では、小室博治さんのご指導のもと、線引きと手植えに学生が励みました。

棚田とはいえ、手植えをするとかなり広く感じます。水田の泥に足をとられながら、学生

たちは田植えを楽しむとともに、その大変さも実感したようです。 

 

意見交換と記念写真 

  井仁地区で活動する地域起こし協力隊の渡辺良平さんの提案により、学生たちが田植え

をした田には、学生がデザインした「広大生物生産学部田」（仮）の看板 を立てることに

なりました。河野会長のご挨拶に続き、安芸太田町の矢立純さん、井仁地区の小室博治さ

ん、渡辺良平さんが感想を述べられました。２人の学生が体験したことの意義を述べ、感

謝の気持ちを表しました。棚田の条件の厳しさを実感したようです。チューターの吉村幸

則教授が井仁地区と役場に感謝の意を伝え、学生にとって貴重な場となり、今後は事後学

習に努める旨を述べられました。最後に、井仁の棚田を一望できる展望台にて、記念写真
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を撮影いたしました。 

追記： 安芸太田町役場の地域づくり課長の来栖一政様、主査矢立純様、沖段智世様には大

変お世話になりました。 

 

 

④ 世羅町 世羅幸水農園 ＜平成 27 年 5月 30 日(土)＞ 

 

担当ゼミ責任者 実岡寛文 

 地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

 

 世羅町は、広島県の中東部に位置し観光農園や農作物の販売所が多く、６次産業化の取

り組みに積極的な地域として有名です。 

 

 世羅幸水農園は世羅高原にあり、幸水を中心とした大規模梨園の果樹全面協業経営、果

物狩りも楽しめる多品種の果樹園、後継者育成、法人経営による福利厚生の充実が特徴で

す。また、世羅町の 6 次産業ネットワークを通じた地域連携・共存を図る経営を重視して

おり、地域の中核組織になっているばかりか、第 43回 日本農業賞の大賞を受賞するなど、

全国的にも極めて有名な農事組合法人です。 

 

幸水スケジュール表 

 



32 
 

同組合の 50 年に渡る苦難の歴史と発展過程には、「連帯と共存」という初代組合長から引

き継がれている経営理念が根本にあり、事務所やＨＰにある全員の集合写真はこの理念を

理解するきっかけにもなるようです。 

 

 世羅幸水農園では、組合の主力栽培品目である「幸水梨」の摘果作業やぶどう「シャイ

ンマスカットなど」の芽剪り作業などを行うと共に、原田組合長の講義を受けました。 

 特に、梨の摘果は腰をかがめながらの単調な作業を一日中行うものでした。この作業こ

そが梨栽培や梨経営の基本となる重要なものとの原田組合長や組合の方々の強い思いから

選ばれた作業であることを十分認識して、学生は一生懸命取り組みました。 

               

 

１．原田組合長からの講義 

 赤ナシ栽培のパイオニアとして、昭和 38年に世羅幸水農園が設立されたが、凍害・台風・

世代交代など現在までの苦難の道を歩み、全員の努力で 26年に天皇杯を受賞するに至った

ことが説明されました。 

 一方、世羅町でも高齢化が進み 65歳以上の人口が 1/3を越え、後継者不足による農業の

危機が迫っており、世羅 6 次産業ネットワークなどとともに農業経営も観光農園化や 6 次

産業などで多様な展開を進める必要があると訴えられました。 

 

梨の栽培については、特になぜ梨の摘果が必要か、またその重要性を説明いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         世羅幸水農園への意識が高まった原田組合長の講義 

 

 6次産業化への取り組みとして、梨栽培から、せら梨ゼリー、梨のたれ、世羅梨ドレッシ

ング、なしのポン酢、梨のシャーベットを製品化・販売しているほか、世羅高校と連携し

た梨ランニングウオーターを紹介いただきました、梨ランニングウオーターは、1年足らず
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で 10万本のペットボトル販売の実績を上げ、実際に梨の香りと味がしっかりある世羅を代

表する商品に成長したとのことでした。 

 

 すべての学生から質問が出るなど、興味深い話で、世羅や幸水農園への学生の関心が一

層高まったようです。 

 

 

２．梨の摘果作業 

事務所近くの梨園に移動して、原田組合長と若手の従業員の方から摘果作業の仕方を詳し

く教えていただきました。 

 

 原田組合長が摘果されると簡単なように見えたのですが、実際学生がやってみると数本

ある梨の幼果のどれを 1本残すか考え込み、なかなか作業が進みませんでした。 だんだん

作業になれて、ある程度のスピ

ードで摘果ができるようになり

ましたが、隣の圃場で作業され

ている職員の方とのスピードや

的確さは比較にならないほど違

っていました。 

 

 

 

となりで作業されていた方にも教えていただきました 

 

 午後も摘果作業を行って

やっと作業スピードが上が

って来た頃に、大粒の雨が

当たってきたため、ぶどう

園の芽剪り・つるきり作業

へと変更になりました。も

う少し、梨の摘果作業を続

けたかったので、学生は皆

残念な様子でした。 

                                    全員午前も午後も一生懸命作業を行いました 
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         ぶどうハウスでの作業もがんばりました 

 

 

３．体験終了のお礼について 

 最後に、学生から原田組合長や職員の方にお礼を申し上げ、全員で記念撮影を行いまし

た。また、直売所であるビルネラーデンの見学を行い、体験授業を終わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      幸水農園の直売所「ビルネラーデン」も見学しました 

 

 この体験授業を通して、学生は世羅幸水農園の「連帯と共存：人間はお互いの連帯によ

って共に生きる能力を持っている特性がある。その特性を生かし合うことが当然なのでは

ないか（初代組合長）」という理念に触れ、組合の姿を深く学ぶことができたように思われ

ます。また、摘果という単調な作業の中に、農業・農作業の大切なことを見つけたようで

す。 

また、組合長から要望のあった学生の発想やアイデアを生かした世羅梨の新製品開発・ブ

ランド化、都市農村交流、さらには地方創生に、少しでも貢献できる人材が育つことが期

待されます。 
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⑤ 呉市豊町大長 ＜平成 27年 6月 6日(土)＞ 

 

 

 

担当ゼミ責任者 浅川 学 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

 

瀬戸内海に浮かぶみかん島：呉市豊町大長での体験授業 

 本州と安芸灘諸島をむすぶ安芸灘とびしま街道を通って、豊町大長は大崎下島の東側に

あります。地域には段々畑が広がり、古くから柑橘農業が盛んにおこなわれてきました。

地域で生産される「大長みかん」は、全国でも有名です。体験授業を受容れてくださった

大亀さんと末岡さんは、様々な種類のみかんやレモンを生産し、観光農園や直販なども取

組んでいます。また、地域の産業振興のために、伝統のやぐら祭りの活性化や地域の観光

資源をいかしたイベント開催など多彩な活動も積極的におこなっています。 

 

 

みかん栽培の講義と摘果作業 

大亀さんと末岡さんは、日々試行錯誤を繰り返しながら栽培をおこなっています。講義で

は、樹木の育成やたかつぎ、みかん栽培に適した土作りなど専門的な内容の話をしてくだ

さいました。おいしい柑橘の栽培には、植物や土壌、害虫や病気などに関する様々な知識

や技術が必要であることが理解できました。 
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その後、学生は傾斜地のみかん畑に移動し摘果作業をおこないました。樹園地は海を眺め

る場所にあり、みかんの木々と海と空のコントラストがとても美しいところでした。今回

の作業は、比較的傾斜の少ない場所を選んでいただいたため、作業はしやすかったと思い

ますが、傾斜地での細かな作業は大変なものだろうと推測されます。 

みかんの木には、青くて小さな果実がたくさん実っていました。これから、おいしいみか

んに育てていくには、枝ごとに比較的大きくてきれいな実を残して、残りを取り除く必要

があります。どの果実を残していけばいいのか、大亀さんと末岡さんから教えていただき

ながら、学生は摘果作業をおこないました。実っている果実を取り除くのは、もったいな

いような気もして最初は躊躇する学生もいましたが、作業の目的を理解し一生懸命におこ

ないました。 

 

         講義のようす                   摘果するみかんの実を教えてもらう 

 

歴史の見える丘公園でひとやすみ 

 午前の作業の後は、近くにある歴史の見え

る丘公園で昼食をとりました。展望台にのぼ

り、安芸灘諸島の多島美を眺めながらの食事

は格別です。ちょうど天気もよく、少し暑い

くらいでしたが、展望台からの景色はとても

美しいものでした。学生は友達同士で写真を

とりあっていました。 

大亀さんが、奥様手作りの清美ジャムを学生

全員にプレゼントしてくださいました。帰宅

後の楽しみが増えたようです。                 歴史の見える丘公園からのながめ 
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 昼食をおえたら、午後の作業の再開です。

午後からは、場所を変えて大亀果樹園に移動

しました。観光農園をおこなっている樹園地

です。ここでは、まず午前の授業のときに説

明をしていただいた、たかつぎをした木を見

せていただきました。そのあと、摘果作業を

おこないました。小さいみかんの実は、取っ

ても取っても少なくならず、地道な作業で、

学生も次第に疲れていきました。しかし、学 

                                        生は摘果がきちんとおこなわれているかどう

かで今年度のみかんの収量や品質が決まると知り、午後も頑張って作業をおこないました。 

 

大長みかんの歴史を学ぶ 

摘果作業のあと、豊町の柑橘農業の歴史を学べる「みかんメッセージ館」に移動し、「大長

みかん」発展の過程を教えていただきました。1903年に島民が「青江早生」を導入し、そ

の後 100年以上にわたって代々みかんを生産し、地域の重要な産業として栄えてきました。

現在は後継者不足や樹園地の耕作放棄化なども進んでいますが、大亀さんや末岡さんなど

地元の生産者や地域の方々がみかん産地の維持に尽力しています。 

最後に、学生から体験学習で学んだことを述べ、感謝の気持ちを表しました。収穫の時期

に、もう一度訪れたいという声もありました。 

追記： 大亀様、末岡様、大亀様の奥様には、大変お世話になりました。 

 

 

 

⑥ 東広島市 ファーム・おだ ＜平成 27年 6月 6日(土)＞ 

 

担当ゼミ責任者 冨永るみ 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

 

中山間地域の集落営農のモデル地区 

  東広島市河内町小田地域、農事組合法人ファーム・おだは、広島県はもとより全国的に

も有名な集落営農のモデルです。広島県は地域農業・農村社会の条件不利 地化が進んでい

ましたが、小田地域では平成の大合併を機に小学校・保育園・診療所の統廃合が重なり、

地域社会の存続の危機に直面しました。2003年に 「自治組織 共和の郷・おだ」を設立し、

地域課題を自ら解決しながら、行政などに支援を提案する活動を始めました。農業では、

たかつぎした木の説明 
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集落営農を法人化し、 2005 年には「農事組合法人ファーム・おだ」を設立しました。設立

時の参加者は 128名、参加率は 87％でした。 

現在のファーム・おだは実に多彩な活動を行っています。農作業の協業化と機械の共同利

用に始まり、組合員農地の管理、野菜栽培、農産加工品や米粉パンの製造・販売、直売所

の運営などをおこなっています。 

厳しい生産環境、生活条件下にあっても、知恵をだしあい、工夫をしながら暮らしている

ファーム・おだの吉弘昌昭組合長理事他、皆さんの指導のもと、冨永ゼミの学生たちは体

験授業を行いました。 

 

 

稲の成長と田植え作業内容 

 小田地区多目的施設にて、吉弘組合長から稲

の成長についてご説明いただきました。 

これから学生たちが体験する田植え作業は、

1100平方メートル（11アー ル）というやや大

きな田圃で行うとのことでした。体験田植えの

面積としては広いものです。品種はヒノヒカリ、

深植はしないで 2－3㎝程度でよいとのこと。 

田植え綱を用いるので、赤い目印のところに植

えるようにとの指示がありました。 

 

 

苗を手に稲の成長を説明する吉弘組合長 
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  冨永ゼミの学生たちのために準備してくれた田には、吉弘組合長の他、８人の組合員

さんが合流してくださいました。田植え綱

を張り号令にしたがって学生・教 員、そ

れに組合員さんが横一列に並び、一斉に苗

を植えていきます。苗を均一に植えるとい

いますが、作業の進み具合が違い、植えた

苗にもデコボコが目立ちま す。それでも

しだいに慣れて、終了間際の作業は多少は

やくなりました。 

 機械植えなら 20分で済むという 11アー

ルの田を、1時間半かけて手植えしました。

学生たちは達成感を味わったようです。       ファーム・おだの組合員さんと一緒に 

 

 

寄りん采屋にて地域食材料理を楽しむ 

 昼食は道の駅寄りん采屋というファーム・おだが運営するレストランでした。ご飯は小

田米、やさいたっぷりの天ぷら、煮物、キュウリの酢の物、漬物、それに ざるそば、おい

しくいただきました。食べながら、レストレンの従業員さんが食材の話しや、小田のユニ

ークな煮物について説明してくださいました。 

 地域の方が用意してくださった料理      みんなでおいしくいただきました 

  

 

「ファーム・おだ 集落営農の取組み」 

 午後、吉弘組合長より、ファーム・おだの取組について説明を受けました。設立前には

５年後の営農の見通しが立たないという状況だったのですが、集落営農活動が軌道に乗っ

た今、組合員さんは安心して農業活動に参加しています。個別農家で農業機械を購入して

いた時、小田地区では 7億 3千万円もの投資が必要でし た。今は、ファーム・おだがまと
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めて投資するために、農家が負担するコストは大幅に低下しているそうです。防除のため

の無人ヘリも利用できます。 

 活動の成果として、小田地区には若い人たちが帰ってきています。地元での就業に結び

ついているわけではありませんが、活気が戻りつつあります。 

 学生たちは、予め学習してきた内容と説明にもとづき、吉弘組合長に積極に質問をして

いました。 

 

新しいビジネスを開発する 

リーフ・レタス栽培の見学 

 ファーム・おだは市場価値の高いリー

フ・レタスの生産を試みています。学生た

ちは新しいタイプのハウスを見学し、ユニ

ークな方法で栽培しているレタスを試食し

ました。また、米粉で作るパンを売るパン

＆マイムでは、試食を楽しみながら米粉パ

ンを買っていました。新しいビジネスに挑

むファーム・おだでの体験実習は、学生た

ちに深い印象を与えたようです。 

最後に学生の代表が吉弘組合長に感謝の意を表し、皆で記念写真を撮影しました。 

 

 

 

⑦ 大崎上島町 金原農園 ＜平成 27 年 6月 13 日(土)＞ 

 

担当ゼミ責任者 吉田将之 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

 

１．金原農園（大崎上島町）の体験授業概要 

大崎上島町は、瀬戸内海に浮かぶ芸予諸島にあり、切り立った斜面が多く柑橘類の栽培に

適した地域で、養殖漁業も盛んに行われています。 

かんきつ栽培は、大崎上島町の基幹産業であるが、高齢化と後継者不足により産業として

の衰退が著しくなっているようです。このため、島内の関係者が集まり、農業で食べてい

けるだけの安定した所得が得られ、栽培の労力も軽減することが必要との結論になり、若

者収納の受け皿としてハウスを中心とした「シトラスかみじま」を設立したそうです。 

金原農園の金原さんは、農事組合法人シトラスかみじまの組合長で有り、高級かんきつ「せ

とか」をこのハウスで栽培されている。シトラスかみじまは、大崎上島町の柑橘類の生産
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中核拠点であり、ハウス面積が１．４９ヘクタール、ハウス周辺には２．３７ヘクタール

の露地栽培（主幹仕立てのいしじ・デコポン）が行われています。 

このハウスの中では、約 98アールの「せとか」、39アールの「レモン」、12アールの「な

つみ」が栽培されています。 

金原農園では、シトラスかみじまに植栽されている「レモン」栽培の現状を知り、さらに

「ハウスせとか」の摘果作業をさせていただくと共に、長年かんきつ栽培の指導と栽培の

実践を行われている金原さんの多彩な講義を受けました。 

 

２．金原さんの多彩な講義（大崎上島町の歴史からかんきつの 栽培・流通まで） 

 安芸津港から大崎上島町の大西港までのフェリーの船旅を少し楽しみ、まず地域の公民

館で金原さんの講義を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講義は、大崎上島町の課題・歴史、かんきつ栽培の現状や新技術への取り組み、流通の

実態や直売の対応など、多岐にわたるものでした。 

特に、大崎上島町のかんきつ振興に率先して取り組まれている姿が、言葉の中からもうか

がえるものでした。また、かつて JA広果連のかんきつ栽培の指導者として特筆される成果

を上げられましたが、台風等幾多の試練を率先して克服し、大長を含む島のかんきつ産地

の形成・発展に尽力されたことが伝わってくるものでした。 

また、栽培技術についても当然豊富な知識をお持ちで、これをわかりやすく学生に説明し

ていただきました。 

金原さんの講義の様子 
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 講義の途中では、島のかんきつを搾ったジューズをいただき、学生はこの味に感動した

ようです。さらに、この時期には全くないはずの「みかんの大トロ」などと称されている

「せとか」を持ってきていただき、全員で試食させていただきました。学生の思いが高ま

り、せとかの収穫時期には、是非手伝いに来たいという話まで出ました。 

 

３．シトラスかみじまでレモンの栽培調査 

 シトラスかみじまに到着後、まずレモン栽培のハウ

スで金原さんの説明・講義をうけました。広島県は、

レモンの栽培が最も多く、このレモンの主産地の一つ

が大崎上島になっています。気候的に、国内でレモン

が栽培できるところは瀬戸内海沿岸や島しょ部の一部

だけです。レモンの価格は比較的高値で推移しており、

かんきつ経営の大きな柱になってきたそうです。特に

ハウス栽培では、一定の大きさになったら青いうちに

出荷して、高値で取引してもらう戦略が重要だそうで

す。 

 

 

４．ハウスせとかの摘果 

まず、金原さんからせとかの摘果方法の説明と実際の手ほどきが行われました。JA広島果

実連の榎屋技師も来ていただいており、ハウスではお二人に指導していただきながら、せ

とかの摘果を行いました。 

せとかは、アンコール・清美という品種とマーコットという品種の交配から生まれた、果

汁、甘さ、たべやすさを備えた高級かんきつで、1個何百円もする果実です。 

この時期(6月)に「せとか」 

(金原さんの説明) 

 

とても貴重な「せとか」を試食、ジュースも

頂戴しました 

 

 

レモン栽培ハウスで説明 
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この摘果で、販売されるときのせ

とかの価値がきまるという緊張感

も有り、真剣に摘果に取り組み、

金原さんや榎屋さんにも、遠慮無

く質問して指導を仰いでいた学生

の姿が印象的です。 

一生懸命皆で協力して摘果したこ

とで、金原さんが予定していた面

積を超えて作業ができたようです。

少しは、金原さんに貢献できたか

なと満足感と達成感を持って体験

を終了することができたようです。 

 

 

 

 

 

 

５．お礼のあいさつと記念写真 

最後は、金原さんと榎屋さんにお礼を言って、シトラスかみじまのハウス団地を一望でき

る場所で、記念写真を撮影しました。 

せとかの収穫のお手伝いに来ることなどを話し合いながら、体験授業を終了しました。 

美しい大崎上島への関心が高まり、その課題に対して主体的に取り組んでくれる学生が育

って金原さんやお世話になった役場に恩返しができることを期待しています。 

 

 

⑧ 大崎上島町 海藻塾 ＜平成 27 年 6月 13日(土)＞ 

 

担当ゼミ責任者 太田伸二 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

瀬戸内海島しょ部：大崎上島町での体験授業 

 

 多島海といわれる瀬戸内海には大小の島があり、温暖な気候のもと、果樹を始めとする

農業、豊富な水産資源を漁獲対象とする漁業、それに観光が盛んです。瀬戸内海では、架

橋によって島々が結ばれ、島しょ部の「半島化」が進んでいます。体験授業を実施した大

崎上島は、瀬戸内海のほぼ中央にある完全離島です。 
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大崎上島町では人口減少が続き、高齢化率が広島県で最も高い市町のひとつです。町では、

農林水産業の振興による地域活性化をはかるとともに、修学旅行生などを受けいれる民泊

事業を進めています。住民の皆さんの間には、身近にある地域資源に着目して、島のよさ

を再発見しようとする機運が盛り上がっています。 

体験授業を受け入れていただいた、大崎上島町食文化海藻塾は、地域資源として評価させ

る機会の少なかった数多くの海藻に着目し、その利用をはかろうとしている人々の集まり

です。 

海に周囲を囲まれた島ならではの自然環境の下、海藻資源を通じて、食文化を考えようと

いう活動に参加させていただくことを中心に、太田ゼミの学生は体験授業を行いました。 

 

 

 

海藻塾の活動概要と商品開発 

高田幸典町長からご挨拶をいただき、体験授業が始まりました。海藻塾の道林会長は、海

藻は食べ物の中でも地味な存在で、島の

人たちもこれを利用する機会がめっき

り少なくなっていたことを報告されま

した。瀬戸内海には 300種ほどの海藻が

ありますが、大崎上島には 170種がある

そうです。食材としての利用は限られ、

商品化もほとんどなされていません。海

藻塾では、磯の観察会を開きながら、商

品化の可能性を探っています。沖浦漁協

の中村修二理事からは、あかもくの加工
海藻塾の説明をする道林会長 
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とレシピ開発のお話しをお伺いしました。商品化できそうな有用な海藻は、漁協の陸上施

設で実験をしているそうです。 

 

 

大串海岸の清掃とシーカヤック体験 

 大串海岸は長い砂浜をもち、多島美を堪能しながら海水浴ができる場所として有名です。

ただ、この海岸には地理的な特性からか周辺からゴミが漂着します。清掃をしてもすぐに

汚れが目立ってしまいます。太田ゼミの学生たちは、グループに分かれて海岸の両端から

ゴミを集めて歩きます。わずかの間にたくさんのゴミを拾いました。 

シーカヤックは人気のある体験メニュ

ーのひとつです。学生たちは 2人で一

艇のシーカヤックを、最初は方向性な

く操り、やがて慣れてくるとスピード

をあげて競争です。島ではこのように

海に親しむ活動を体験メニューのなか

にたくさん取り入れています。 

            

 

 

 

 

           シーカヤックを楽しむ学生たち 

 

楽しい昼食は海藻料理とともに 

海藻塾に集まる女性グループの皆さんが、さまざまな工夫を凝らした料理を振る舞ってく

ださいました。持参した弁当とともに食べた味噌汁はとてもおいしく、トコロテン、ドー

ナツなどのお菓子も充実でした。食事後は、意見交換と交流、学生たちから様々な質問が

大串海岸での海岸清掃 
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だされました。島の人たちにとって海藻はどのように利用されてきたか、それが近年はご

く一部の人しか利用しなくなってしまったこと等に関して、質疑が行われました。 

 

海辺の観察から 

バケツをもって海辺の観察、学生たちは実に

さまざまな種類の生き物、海藻があることを

知りました。食べられるかどうかで海藻をみ

る、というのは生活の知恵だということを学

んだようです。その場で味見をしてみた学生

も何人かいました。 

バケツにさまざまな種類の海藻をいれた学生、

海辺の観察はとても楽しかったようです。 

 

 

 

地域資源利用の意味を考える 

海藻を食文化の視点で捉え、食材として活用できる可能性を模索している海藻塾での体験

は、学生にとって意義深いものだったようです。特に、身近にある未利用の資源を有効に

使う、商品化するなどして生計向上につなげる、目的意識をもった活動が印象に残ったよ

うです。改めて、地域資源とはなにか、有効に利用するとはどういうことか、考えるきっ

かけとなりました。 

今あるものをいかすという海藻塾の皆さんの姿勢は、学生にもきっとできることがある、

とい思いにつながったようです。 

 

 

 

⑨ 東広島市安芸津町 JA 芸南 ＜平成 27年 6月 20 日(土)＞ 

 

担当ゼミ責任者 都築政起 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

 

海藻の説明を聞く太田ゼミの学生たち 
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１．ＪＡ芸南安芸津地域（東広島市）と体験授業概要 

JA 芸南は広島県南部に位置し、瀬戸内海に面した東広島市安芸津町、呉市安浦町・川尻町

地域が管内となっています。 農業振興を通じて、「食」と「農」と「緑」を守ることを基

本コンセプトに、地域はもとより地域外との交流連携にも力を入れています。 

広島県内では温暖で降雨量が少ない地帯であり、安芸津のじゃがいも（馬鈴薯）、びわ、か

んきつ類の栽培が盛んに行われていますが、他の中山間地域島しょ部同様に、傾斜地農業

の厳しさもあり後継者の確保が進んでいません。 

JA 芸南の特産品であるジャガイモは、水持ちの良い粘土質のレンガ色の「赤土」で、水は

けが良いという土壌に特徴があり、おいしいじゃがいもを栽培するのに大変適しています。

また、管内では多くのかんきつ類が栽培されており、温州みかんは極早生種・早生種・中

生種・普通種・晩柑など 3月上旬まで出荷しているとのことです。 

今回体験授業に組み込んでいただいた「びわ」も当地域の特産品であり、古くからの産地

として知られています。今回の体験授業の時期は、びわ収穫の最盛期でした。 

JA 芸南職員の指導の下、ビワの生産者である中岡さんが栽培するビワ園の収穫体験やビワ

の葉茶用のビワの葉を採取する体験授業の様子が行われ、その後ＪＡ芸南の特産品栽培や

加工品づくりなど多様な取り組みの講義がありました。 

 

 

２．特産びわとビワの葉茶用の葉の採取体験授業 

風早駅近くのＪＡ芸南の集荷所から、バスで 5 分ほどの現地に向かいましたが、かなりの
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上り坂でした。びわの園地は、安芸津湾を見下ろすとても景色の良いところでした。雨が

心配されましたが、太陽がのぞく天気となり一層美しい景色を見ることができました。 

しかしながら、ビワ園は、足を滑らすと転げ落ちそうな急傾斜地で、見るからに作業の困

難さがわかる状況でした。 地元農家で講師をお願いした中岡さんご夫婦から、びわの収穫

の仕方と、びわ園経営の現状な

どについてお話を伺いました。 

このびわ園を管理する大変さと、

条件不利地域の傾斜地農業を次

の世代につなぐ難しさなどがよ

くわかりました。 

また、びわの収穫では、斜面で

足元が不安定な中、枝に登った

り、脚立を使ったりする必要が

あり、ひとつひとつの実にかけた 

袋を収穫時期に何度も袋をはずして 

は実の熟れぐあいを確認して収穫する大変さを学びました。手の届かないところが多い高

い木の上でやわらかい身に傷を付けないよう、またびわの美にわずかに生えている産毛が

取れないよう商品価値を無くないようにしながらの、デリケートな作業にも気をつけなけ

ればなりません。援農ボランティアも受け入れていらっしゃるようですが、この作業の連

続は本当に大変です。 

 

 

安芸津湾を望む山の傾斜地にあるびわ園 
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 つぎに、ＪＡ芸南が商品化しているビワの葉茶に使う「びわの葉の採取」を行いました。

古来からびわの葉は、薬効の宝庫として知られていたそうです。全員で大きな網袋いっぱ

い収穫しましたが、重さを測ると少ないことが実感され、びわの葉の採取の大変さもよく

わかりました。 

 

 

３．ＪＡ芸南と「おもろい農」についての講義 

 ＪＡ広島果実連ＪＡ芸南駐在の土居さ

んから、安芸津地域の柑橘栽培やびわ栽

培、加工品開発に取り組んでいるＪＡ芸

南の講義を受けました。特に、ＪＡ芸南

の果樹生産者や土居さんたちが立ち上げ

た「広島県担い手同志組合～おもろい

農！～」の取り組みが興味深い内容にな

りました。 

このおもろい農の理念は「農作業だけに

限らないおもしろい農業を提案する、 

持続発展可能な農業経営体を一般市民や 

消費者を含めて構築する（伝えたいのは 

地域に住む人々や農業の魅力）」であると説明されました。 

おもろい農は、ホームページも開設されており、土居さんは「一般市民や大学生約 50名で

構成されるボランティア組織おもろい農！と安芸津 120 名の果樹生産者で組織される芸南

果樹研究同志会の役員がメンバー。主に援農ボランティア事業を中心として広域展開を行

い、その他安芸津オリジナルの香酸柑橘じゃぼん生産・農作業受託・貸し畑・地域特産品

を使った料理教室、農家の学校果レッジ（新規就農者に技術習得させるシステムで、認定

農業者を中心とした地元生産者による指導体制）など、多様な事業展開を行っている」と

のことでした。 

具体的には、①じゃぼん生産（安芸津オリジナルの香酸柑橘）、②援農ボランティア事業（県

JA芸南集荷所の中で、土居さん、

中岡さんからの講義 
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内 4 拠点）、③農家の学校『果レッジ』事業（貸し畑・果樹オーナー制・ＷＥＢ講習会）、

④観光農園事業（農産物だけでなく地域の良さＰＲしていく）、⑤料理・クラフト教室事業

（地域特産品を使った教室）、⑥畑 de 愛事業（農村青年に出会いを提供する）などが主な

事業内容です。また、これらは様々なイベントとして紹介されるなど、一般市民への「農」

の情報発信が積極的に行われていました。 

 

 

４．お昼には、特産品ジェラードを味わうなどで交流 

講義終了後は、ＪＡのお弁当といっしょにびわの葉茶のペットボトルが出されて、学生と

ＪＡ，地元の中岡さんが交流を行いました。中岡さん手作りの「パン菓子のようなサンド」

も頂戴しましたが、とても上品な味でおいしかったです。 

また、特産品の入ったＪＡのジェラードアイ

スを買って食べましたが、じゃがいも、びわ、

せとか、いちじくなど、どれもおいしかった

です。 最後に、ＪＡ直売所ふれあい市の前で、

全員がそろい、関係者にお礼の挨拶をし、記

念写真を撮り、体験授業を終わりました。 

学生たちは、体験授業を通じて傾斜地農業の

大変さを理解し、援農ボランティアなど自ら

も主体的に参加して地域に貢献しなければ            

                    という気持ちが芽生えたようでした。 なお、 

                    この体験授業の様子は中国新聞に掲載されま 

                    した。学生は、中国新聞のインタビューを受

け、作業（体験授業）や地域課題を知る大切さなどの感想をしっかりと話をしていました。 

 

 

 

⑩ 三次市道の駅ゆめランド布野 ＜平成 27 年 7 月 4 日(土)＞ 

 

担当ゼミ責任者 船戸耕一 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

 

 道の駅ゆめランド布野は、市や地域団体が出資する株式会社布野特産センターが運営し

ている施設で、三次市を南北に渡る国道５４号を松江方面に向かった歴史街道と呼ばれる

国道 54号沿いに位置しています。 

農をコンセプトに地域農業の活性化を経営理念とし、地域と連携した経営を目指しており、

上品な味でとてもおいしい特産

ジェラード 
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今回の授業では近隣の農家大前農園、江の川漁協にもご支援をいただき盛りだくさんの充

実した楽しい体験学習になりました。 

まず最初に、道の駅廣田代表の講義につづいて、近隣の大前農園でのフィールド講義、ア

スパラ収穫、また江の川漁協辻駒組合長の講義、組合のご指導を受けて道の駅ゆめランド

布野の隣接親水公園となっている河川での河川清掃、アユの塩焼きと試食、道の駅の地元

布野産にこだわった弁当で地元の方々と交流、そして布野特産アイスづくりを行い終了し

ました 

なお、この体験学習にはいろいろ地元調整をしていただいた三次市政策部企画調整課の課

長や職員、三次市布野支所の次長や職員もご参加いただき行政的にも注目されているフィ

ールド授業になったとともに、市役所の情報提供で地元ケーブルテレビの取材を受けるな

ど地の拠点に対する地域での認知度が高まりました。 

 

 

 

三次市布野支所次長の歓迎あいさつ 

 三次市布野支所の瀧野次長から、学生への歓迎のあいさつをいただきました。三次市で

は、広島大学との連携を大事にしており、今日はゆめランド布野だけでなく、大前農園、

江の川漁協にも協力してもらって、体験授業を計画したので、しっかりと勉強して行って

欲しいし、またこれを機会に、三次市、布野町、道の駅ゆめランド布野に時々来て欲しい

とのお話をいただきました。 

学生は、三次市の布野支所次長や企画調整課長など行政の幹部の方の出迎え・出席に驚い
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ていましたが、心が引き締まったようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       三次市布野支所次長の歓迎あいさつの様子 

 

廣田代表取締役の講義 

 廣田取締役からは、道の駅ゆめランド布野は、地域の活性化、地場産業の活性化、地域

情報の発信基地、都市との交流や人口増加のための拠点として位置づけられ、全職員と共

に地域の皆さんが、がんばっていてくれることを説明されました。 

例えば、人気のバイキングでは、食材は布野ふれあい市場で販売している、三次市布野町・

作木町で生産された、採れたての農産物を使って野菜中心のヘルシーでベジタブルなお惣

菜バイキングになっており、昔なつかしのお惣菜メニューや、郷土料理を揃えて好評を得

ているとのことでした。 

また、まるごと布野のアイス屋さんでは「布野だからできるアイス」の味を提供したいと

こだわって製造しており、学生の皆さんのアイデアを入れたアイス作りがしたいと思って

いると話されました。 

 一方、高速道路の尾道松江線開通で国道 54号線を通る人が少なくなり、必然的に道の駅

ゆめランド布野の来客者が減少しているという大きな課題があることが説明され、学生の

皆さんがここの良さを感じて、広く知らせて欲しいと話されました。 

 

大前農園でのフィールド講義とアスパラ収穫 

 三次の特産品であるア

スパラガスを栽培されて

いる大前さんの講義を聴

いた後、アスパラハウス

で収穫を行いました。 

アスパラの生長は早いの

で、適切なサイズの時に

確実に収穫することが大

大前さんによるフィールド講義の様子 
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事であるが、味や品質の基本となる土作りのため、自分で工夫して堆肥を製造されている

とのことです。                 

 

学生は、アスパラのサイズをものさしで見極めながら

慎重に収穫しました。大前さんからは、生で食べても

大丈夫とのお話をいただいたので、初めて生のアスパ

ラをその場でかじりましたが、その甘さとおいしさに

驚いていました。 

学生は、あらためてアスパラのおいしさを感じながら、

地道な土作りの重要性を学んだようです。 

アスパラガスを根本から 

さあしっかり収穫！ 

 

 辻駒組合長の講義と河川親水公園での河川清掃 

江の川漁協の辻駒組合長から、江の川におけ

る鮎漁の状況や、鮎の生態と河川環境、とり

わけ鮎が食べるコケについて詳しく説明い

ただきました。 

 その後、ゆめランド布野の親水河川区域に

入って河川清掃を行いました。具体的には、

この時期河川の中の岩や石に泥などがつい

て、コケが生えにくくなり鮎の 

えさが減少することを防ぐため、ブラシで河

川の岩や石を掃除して泥を取り除くという地 

道な作業です。当日は、台風の後で河川の水量が膝当たりまでやや増水していたため、念

のためライフジャケットをつけて作業を始めました。 

学生は、子供の頃から川に入って遊んだことがないよ

うで、組合長から川で滑って転ばないように指導を受

けた後、懸命に作業を行いました。しかし、なれない

こともあり川の中で滑って転ぶ学生がいましたが、水

の美しさと涼しさに喜んでいるようでした。 

また、作業中に鮎が泳いでいる姿を間近で見て、その

生態を理解するのに役だったようでした。 

今度は、先ほど生態を観察した鮎を、串焼きにするた

めそのやり方を教えていただきましたが、なかなかうまくいかないようでした。 

漁協のご厚意で提供いただいたたくさんの鮎を、なんとか串刺しして塩をふってく「鮎の

河川親水公園での河川清掃の様子 
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塩焼き」の完成です。塩焼きを食べることを考えながらでしたので、みんなとても嬉しそ

うに作業をしていました。 

 

布野産にこだわった弁当で地元の方々と交流 

河川作業や串焼きに作業に夢中になってしまい、

お昼が少し遅くなってしまいましたが、地元の食

材を使った弁当と先ほどの「鮎の塩焼き」をいた

だいて、2倍のおいしさでした。1人で鮎の塩焼き

を 10本近く食べて学生がいて、組合長も驚きとと

もに若さと食欲に感心されていたようです。 

 

                        とてもおいしかった！特産弁当 

 

布野特産アイスづくり 

道の駅ゆめランドで毎日手作りアイスを作っていらっしゃる担当の方の指導を受けて、地

元の牛乳などの食材でアイス作りを行いました。 

学生は 3グループに分かれて、アイスのできあがりのスピードと味で勝負していました。 

自分たちで作った自然そのものアイス

のおいしさに感動しながらも、他のグル

ープのアイスの出来を評価ししつつ、で

き た て の 食 べ 比 べ を 楽 し ん だ             

ようです。 

 道の駅にある「まるごと布野のアイス

屋さん」では、生乳は、布野の大地で育

った牛から搾ったものを、素材の野菜や

果物も、布野町・作木町で生産された新

鮮な素材を使用し、いろいろな味のアイ

スが販売されていますが、学生にも何か 

アイス作りのアイデアが浮かんだようです。 

最後に、学生から皆さんにお礼を申し上げ、記念撮影を行いました。 中国地域の中山間地

域である三次市や布野の良さと活性化の必要性を学生が直接感じ取り、三次市をもっと知

って何か力になりたいという気持ちが芽生えたことが、地元の方にも伝わったようです。 

行政や地域の方々のお陰で、とても有意義な体験授業になりました。 

 

 

 

アイス原料を慎重かつスピーディーに 
混ぜる学生 
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（３）教養ゼミ体験学習発表会 

 

① 世羅郡世羅町 世羅大豊農園 ＜平成 27 年 5 月 23日(土)＞ 

  田辺ゼミの発表   

 

 平成 27年 7月 1日（水）に実施した地（知）の拠点教養ゼミ体験学習発表会における田

辺ゼミ（1年生 10名）の発表概要は、以下の通りでした。 

• 世羅町にある農事組合法人大豊農園にうかがってきました。 

• 組合長の講義で、大豊農園の歴史を学びました。ゼロからのスタート。創設時の苦

労。土壌、気候、人材など様々な課題に対処し、農園を大きく発展させてきたお話

をうかがいました。 

• ゼミ生全員で一次摘果を体験。作業の重要性を教えられ、緊張しつつ従事。身体的

にとても厳しい作業であることを実感し、ふだん食べている梨の裏に農家の方々の

地道な努力があることを改めて感じました。 

• 広大への要望をいただきました。

1)梨の PRをしてほしい。2)梨の熟

度判定メガネ、サイズ判別カメラ

など（以下プリゼンファイル参照）、

様々な農業技術の開発に対する大

学への期待をうかがってきました。 

• 「地道な作業の大切さ。作物の病

気との気遣い、経済的な苦労など、

農家の現状を知り、生物生産学部

で取り組む課題を知った」体験授

業でした。 

 

 

② 広島市 太田川漁協 ＜平成 27 年 5月 24日(日)＞ 

  冨山ゼミの発表    

 

平成 27年 7月 1日（水）に実施した地（知）の拠点教養ゼミ学習授業発表会における冨山

ゼミ（1年生 １１名）の発表概要は、以下の通りでした。 
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• 広島市北西部、太田川漁協の皆様

に受け入れていただき、太田川で体験授

業を行いました。 

• 講義では、太田川漁協の活動につ

いて学びました。稚魚の育成、放流、漁

業権の管理など、漁協の活動は、中長期

での資源確保と環境の保全を目的とし

ています。 

• アユ放流のための河川清掃を行

いました。さまざまなゴミを大量に回収、「一人一人が何気なく捨てるゴミが川を汚

すという意識が足りない」と実感。 

• アユの放流を体験後、生き物を観察。珍魚カマツカなど川に生息する多種多様な生

物を採集しました。なお、大学に持ちかえった生物はすべて中にいたなまずに食べ

られてしまった。 

• お昼時、アユとサクラマスを試食。「川の恵みの大切さ、環境の大切さを思いました。」 

• アユ漁についての講義。アユの漁獲量は、平成 4年度以降大きく減少、漁業従事者

も減り、最盛期の 1/10ほど。天敵にねらわれやすいピンク色のアユの出現(原因不

明)が近年問題になっています。 

• 「このピンク色アユの原因究明と対策、ブラックバス･川鵜などの天敵対策、河川清

掃など、広大が協力できる課題があることがわかりました。」 

• 「太田川漁協では、釣り（竿を貸してくれます）、アユの試食など、一般向けイベン

トを行っています。広大生もぜひ訪れて参加してみましょう！」 

 

 

 

③ 安芸太田町井仁地域 ＜平成 27 年 5月 23日(土)＞ 

 吉村ゼミの発表  

 

 平成 27年 7月 1日（水）に実施した地（知）の拠点教養ゼミ体験学習発表会における吉

村ゼミ（1年生 １１名）の発表概要は、以下の通りでした。 

 山県郡安芸太田町中筒賀井仁に田植えに伺いました。 

 地元「太田川産直市」を訪問。地域密着・地域自治型ですが、経営理念の徹底により、

客数･売上げ共に増加しているそうです！農作物以外も農家特有の様々な品物があり

ました。 

 地域講義１<井仁の課題> ♪棚田の郷♪に歌われるほど美しい棚田ですが、後継者不

足と高齢化により、実際に稲作が行われている田んぼは半分ほど。それでも、子孫に
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棚田を譲り渡したいと願う地元の方々の複雑な思いをうかがいました。 

 バーベキューでお昼。とびきりおいしか

った棚田米のおにぎり。寒暖差ときよら

かな水により、粘りのある甘いお米がで

きることを教えていただきました。 

 全員で田植えを体験。田んぼの線引きの

あと、一定の間隔で、一定の深さまで、

苗を植えていくことで、苗が均一に豊か

に成長することを教えていただき、作業

しました。 

 地域講義２<先人の知恵> 「お年寄りに

は生活の知恵がいっぱい。だから、多くの若者に、お年寄りと接して先人の知恵をい

っぱい受け継いでいってほしい。」棚田保存会「いにぴちゅ会」会長からの熱いメッセ

ージでした。 

 私たちの考えた井仁の課題と解決策 「人口減少･高齢化、労働力不足を解消するため

に、若者を呼び込むことが必要で、そのためには、他にはない井仁のオンリーワンを

探すことが解決策だと思います。私たちは、これからも井仁と関わり、稲刈りや田植

えにも来て、オンリーワン探しに協力してゆきたいと思います。」 

 

 セレモニータイム。広大の田んぼに立てる看板を棚田保全会いにぴちゅ会会長に贈呈

しました。ゼミ生が、美しい景色を阻害しないよう、パステルカラーで描きました。 

 

 

④ 世羅町 世羅幸水農園 ＜平成 27 年 5月 30 日(土)＞ 

  実岡ゼミの発表    

 

 平成 27 年 7 月 1 日（水）に実施した地（知）の拠点教養ゼミ体験学習発表会における実

岡ゼミ（1年生 １１名）の発表概要は、以下の通りでした。 

 世羅郡世羅町の幸水農園に伺ってきました。 

 世羅町は人口の高齢化が進んでおり、65歳以上の人口比率が 36％です。そんな中、農

業の生き残りをかけ、世羅幸水農園は農業の 6次産業化を進めてきました。 

 6次産業とは、農業経営体(１次)が、食品加工(２次）に加え、流通･販売(３次)にも業

務展開、経営の多角化を図る取り組みです。（１次産業×２次産業×３次産業→６次産

業） 

 <１次産業> 梨の栽培では大玉･高品質化に努力、摘果（今回ゼミ生が体験）など手間

暇かけた作業で、世羅梨のブランド化に成功してきました。（栽培面積 56.61ha。年間
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出荷量 50万ｋｇ） 

 <２次産業> せら梨ゼリー、シャーベット、たれ、ドレッシングなど、様々な加工品

を展開、特に世羅高校と共同開発した、「世羅っとした梨ランニングウオーター」は販

売 1年足らずで１０万本を売り上げています。 

 <３次産業> 梨直売交流施設「ビルネ･ラー

デン」を経営。梨以外の近隣農家の農作物

も扱い、世羅町農業全体の底上げに貢献す

ると同時に、6次産業を意識した、終年の観

光客集客を目指した活動が評価され、国の

未来戦略に採用されました。 

 世羅高原六次産業ネットワークとの連携を

大切に、小学生農業体験学習の受入れ、コ

ーディネータ養成研修等といった活動をし

てきました。特産品の自前加工、グリーンツーリズム、ホームページの情報発信・ブ

ランド化等の活動も評価され、平成 26年、国の総合化事業に認定され、天皇杯も受賞

しています。 

 これから幸水農園は？ 家族的協働経営、安全な食の提供、生産性の向上を３つの柱

としつつ、６次産業化の強化を目指していきます。 

 

 

⑤ 呉市豊町大長 ＜平成 27 年 6月 6日(土)＞ 

  浅川ゼミの発表   

 

 平成 27年 7月 1日（水）に実施した地（知）の拠点教養ゼミ体験学習発表会における浅

川ゼミ（1年生 １１名）の発表概要は、以下の通りでした。 

 呉市豊町で体験授業を行いました。豊町大長では、瀬戸内の温暖な気候を生かし、

水はけのよい段々畑でみかん・レモンを栽培しています。 

 肥料の三要素をご存知ですか？<窒素、リン酸、カリウム>です。大長では、煮干し

の魚粉肥料を使用してきました。魚粉は、窒素とリン酸のバランスがよい有機肥料

で、効果が早く出やすく、みかんを味良く、甘くしてくれます。だから、大長みか

んはおいしいのです！ 

 摘果作業。みかんは自然に自身でも摘果しますが、人間が人工的に手を加え摘果す

ることで、よりおいしいみかんができます。手作業のほか摘果剤(ナフサク､フィガ

ロン)を使用することもあります。（ただし散布量には注意が必要です。）一次摘果で

２､３個を残した後、二次摘果では、葉っぱ１５枚につき、大ぶりの実１個だけを残
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します。午前と午後 2回、摘果作業を体験。農家の方々と一緒に作業している間、

みかんの栽培についていろいろお話をうかがうことができ、とても楽しかったです。 

 

 みかん館を訪問。大長みかんの

歴史について学びました。もともと桃

が栽培されていましたが、1903 年、大

分から青江みかん（早生温州）を導入、

高い品質が評価され、一時は天皇への

献上品にもなりました。農家は蔵を持

ち、収穫から出荷までの間、貯蔵・熟

成するので、みかんの甘みが増し加わ

り、色もきれいなオレンジになります。

また、他島に畑を持つ農家もおり、運

搬には農船が使われ、港が農船で溢れかえった時代もありました。 

 大亀農園では、手作り清見ジャムをいただきました。とてもおいしかったです。こ

のような加工品は、変形、キズものの果樹も無駄にしない知恵でもあります。 

 大長では、レモンの栽培も日本一ですが、課題は若者の後継者不足です。「その解決

のために、まず若者に農業に興味をもってもらうこと。それには、学校全体などで、

若者に農業体験の機会を提供し、農業を知ってもらうことが良いと思います。私た

ちも、この体験授業を通じ、大長の農業について知ることができました。」 

 また、大長では、毎年 9月末の土日、毎年「大長櫓まつり」を行っています。広大

からもバスが出るそうですので、参加してゆきましょう。 

 

 

⑥ 東広島市 ファーム・おだ ＜平成 27年 6月 6日(土)＞ 

 冨永ゼミ体験学習の発表  

 

平成 27年 7月 22日（水）に実施した地（知）の拠点教養ゼミ体験学習発表会兼第 2回円

卓フォーラム第 1部における冨永ゼミ（1年生 １0名）の発表概要は、以下の通りでした。 

 私たちは東広島市河内町北東部にある小田地区を訪問しました。 

 小田川を中心に棚状耕地が作られ、13の集落がある小田地域は、市町村合併、小規

模零細農業、農業従事者の減少、過疎高齢化などにより、集落存続の危機にありま

した。 

 そのような中、2005 年 11 月、農業組合法人「ファーム・おだ」が設立され、組合

による農地の管理・経営がスタートしました。農業機械を組織全体で共有すること

でのコスト減、土地を預けることでまとまった収入が入るなど、高齢者中心の組合
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員にとってメリットが多く、法人の経営は、ほとんどの組合員から、高い支持を得

ています。 

 主要な農作物はお米で、「ヒノヒカリ

種」を主に栽培してきましたが、近年、

栽培限界高度が 100m 以上変化したた

め、広島県では、変化した気候に合わ

せた新品種（「こいのよかん」など）

の栽培を始めています。私たちは、こ

こで、手植えの田植え体験をさせてい

ただきました。 

 ファーム・おだは、「パン＆マイム」

を経営、米粉パンの製作・販売を行っています。米の消費量を増やし、国内食料自

給率を上げることなどが目的で、小麦アレルギーの人も食べられるパンです。３０

種類以上、毎日約６００個を売り上げています。 

 地域の食と農を見直す拠点づくりをめざし、「寄りん菜屋」の名前で、直売所、加工

所、食堂を運営しています。新鮮で一般より安価、おふくろの味に出会えるほか、

農業体験も提供しています。 

 今後の課題。1)広報。田植え祭り、収穫祭などのイベント PRを、これまでの新聞、

情報誌、HPなどに加え、若い人が多く集まる、駅や学校などにポスターを掲示する

ことを提言します。2)農家の若い世代の雇用。若い人たちに、ファーム・おだ主催

のいろいろなイベントに参加してもらい、農業の楽しさや大切さを知ってもらえた

らよいと思います。 

 田植え＜手植え＞の感想。する前はどうなることかと思いましたが、やり終えた後

は充実感がすばらしく、本当に楽しかったです！みなさんもぜひ体験してみてくだ

さい。 

 10/18（日）ファーム・おだ収穫祭があります。時間がある人は、ぜひ参加してみて

ください。 

 

 

⑦ 大崎上島町 金原農園 ＜平成 27 年 6月 13 日(土)＞ 

 吉田ゼミの発表  

 

 平成 27年 7月 22日（水）に実施した地（知）の拠点教養ゼミ体験学習発表会兼第 2回

円卓フォーラム第 1部における吉田ゼミ（1年生 １0名）の発表概要は、以下の通りでし

た。 
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 広島県南東部に位置する４０ｋｍ２ほどの島、大崎上島町にある金原農園にうかが

ってきました。大崎上島町では、昭和６０年くらいから人口が続けて減少、少子高

齢化も進んでいます。また、これに合わせて、農業就業者人口も減少しています。 

 せとかとレモン：「せとか」は、清

見とマーコットの掛け合わせた高

級柑橘です。薄皮で、みかんよりや

や大きめ、２５０ｇほど。味がとて

もよく、１個\800の最高級品もあり

ます。 

 「レモン」国内産レモンの栽培適地

が瀬戸内の一部に限られているた

め、広島県が国産レモンの 80%を栽

培しています。ただし、レモン需要

がピークの 8月には国産レモンが収穫できないため、10倍量を輸入しています。金

原農園では主にこのせとかとレモンを栽培しています。 

 大崎上島では、柑橘栽培の衰退を危惧した人たちが、農業組合法人「シトラスかみ

じま」を立ち上げました。目的は、Iターン Uターンを含めた後継者のための受け

皿づくり。農業で食べていける所得が安定的に得られることと栽培労力の軽減化を

目指し、ハウスの設置、農場整備等を行ってきました。農場整備には国･県からの補

助金がおりましたが、ハウス設置は対象外なので、大崎上島町の予算を回してもら

うなど、苦労を乗り越えてきました。 

 ハウスでの栽培は完璧な管理･環境下で大量の収穫が可能ですが、作業が集中する収

穫時の労働力不足が課題です。また、傾斜地での作業の省力化･軽量化を目標に、階

段状園地で主幹形仕立ての温州ミカン栽培を試験的に行っています。主幹形とは、

直径 1.2ｍほどの円柱上の樹形です。 

 最後に「これからの農業は、土地の広さではなく、道の駅での委託販売など、消費

者の需要に合わせた、広い世代に受け入れられる売り方の工夫が重要」と金原さん。 

 人手募集！金原農園で２月～３月の間、3食寝床付き時給￥800で、せとか収穫作業

の手伝い者を募集しています。希望者はせとか付きです。 

 

 

⑧ 大崎上島町 海藻塾 ＜平成 27 年 6月 13日(土)＞ 

 太田ゼミの発表  

 

平成 27年 7月 22日（水）に実施した地（知）の拠点教養ゼミ体験学習発表会兼第 2回円卓

フォーラム第 1部における太田ゼミ（1年生 １0名）の発表概要は、以下の通りでした。 
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 大崎上島町大串海岸に行ってきました。大崎上島は瀬戸内海の中央に位置し、広島

県で 3番目の面積の島、本土と

橋でつながっていないのでフェ

リーで行きます。 

 体験を受け入れてくださった海

藻塾では、海藻の採集･試食を通

し、瀬戸内の自然・食文化を学

ぶことができます。海藻塾は、

地域資源として活用されていな

かった地元の海藻を漁業の振

興･地域の発展に役立てようと

様々な活動しています。 

 海岸清掃を体験。大串海岸で、ビニール・ペットボトルなど浜全体に打ち上げられ

ているごみを回収しました。大串海岸は本州からの漂流物ゴミが多く、定期的にボ

ランティアで清掃を行っているそうです。そのあと、シーカヤックに試乗、海上か

らの景色にいやされながら、楽しい時間を過ごしました。 

海藻食品の試食。お昼には、地元の方々に、郷土料理･海藻を使った料理をふるまっ

ていただきました。海藻を使ったいぎす豆腐など、どれもおいしくて、何回もおか

わりしていただきました。 

 海藻塾に伺って海藻について興味を持ったので、海藻について調べました。東日本

と西日本で分布が異なり、西日本では紅藻類が中心です。海藻は、効率よく食物繊

維･ミネラルが摂取できる上、ノンカロリーでダイエットにも向いた優れた食品。特

に、大崎上島が商品化した｢アカモク｣は、味や香りにクセがなく、多くの栄養素を

含む上、海中の窒素・リン等を分解、赤潮の原因を除去してくれます。グルタミン

酸、アスパラギン酸など、多くのうまみ成分を含む海藻は、日本では弥生時代から

食べられています。 

 海藻塾の問題点を考える：知名度がまだ高くないこと、外から調べると情報が少な

いこと、交通手段の確保。それらを改善するために、体験の機会を多く作り、年齢

にかかわらず、多くの人に参加してもらうこと、また、ホームページや SNSを通し

て、大崎上島および海藻塾の魅力を多くの人たちに発信していくことを提案させて

いただきます。 

 はなやかさを加えるため、ゆるキャラを考えてきました。A、Bどちらか良いと思う

方に拍手願います。(パチパチパチ……Aがやや多い…) Aを提案させていただきま

す。 
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 最後に、海藻・環境について学習の場を設けていただき、さまざまな貴重な体験を

させてくださった、道林塾長をはじめ、大崎上島の方々に心からの御礼を申し上げ

ます。ありがとうございました。 

 

⑨ 東広島市安芸津町 JA 芸南 ＜平成 27年 6月 20 日(土)＞ 

 都築ゼミの発表  

 

平成 27 年 7 月 22 日（水）に実施した地（知）の拠点教養ゼミ体験学習発表会兼第 2 回円

卓フォーラム第 1部における都築ゼミ（1年生 １0名）の発表概要は、以下の通りでした。 

 私たちは JA 芸南にビワの収穫体験をしに行ってきました。JA 芸南は、広島県西部

沿岸に位置し、呉市川尻町･安浦町、東広島市安芸津町で活動している農業組合組織

です。年間平均気温１５℃、降水量１３００ミリという温暖少雨な気候を生かし、

びわ、いちじく、柑橘類、じゃがいもなどの特産品を生産しています。 

 びわは、長崎早生、茂木、田中といった品種があり、品種により収穫時が異なりま

す。JA芸南では、全生産量の９０％以上が「田中」で、田中は甘みが強く、適度な

酸味があり、寒さに比較的強い品種です。びわは、非常に体によい食べ物で、βク

リプトキチンサン、クロロゲン酸、タンニン、ビタミン B17 を含み、がん予防、ア

ンチエイジングなどに効果があります。 

 JA芸南では、ジャボンも取り扱っています。ジャボンは、安芸津町でしか栽培され

ていない柑橘類で、サプリメント、ママレード、サイダーなどの加工品に用いられ

ています。ジャボンもとても体に良い果物で、ナリンギンという苦味成分を含んで

います。 

 JA芸南の現状と問題点。1)収入が不安定：びわはデリケートな果物で、気候の影響

を受けやすく、年により収穫量

に差が出ます。2)労働力不足：

びわもじゃぼんも完熟手前で一

気に収穫･出荷する必要があり、

特にびわは収穫期間が１か月足

らずです。傾斜地なので作業機

械が入らず、すべて手作業なた

め、夫婦二人では人手がたりま

せん。3）後継者不足：JA芸南の

農家の平均年齢は 80 歳（日本全体では平均年齢 72歳）。後継者がいない原因は年収

が 40～100 万円と低いこと。これでは、若い人が子育てしながら農業で生活を立て

るのは困難です。 

 JA芸南の解決策。1)ボラバイトを募集：最低賃金以下で農作業のお手伝いをしにき
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てもらう。「おもろい農」で募集、広大掲示板もみじにも掲載されます。２）「おも

ろい農」：一般市民や大学生から構成されるボランティア組織。平成２３年１２月か

ら援農ボランティアの受け入れを展開、年間３００人ほどを受け入れてきました。

２０代の青年を就農させる活動も行い、ジャボンなどの加工品の開発にも協力して

います。 

 

体験授業を終えての感想。「びわは、思わずつまみぐいしてしまったほどおいしかったです

が、木がたくさんある傾斜地での作業は想像以上にたいへんで、ご高齢の方にはつらいも

のがあるのではと思います。私たちのような若い世代がボラバイトに積極的に参加する必

要があるのでは、と思いました。」 

 

 

⑩ 三次市道の駅ゆめランド布野 ＜平成 27 年 7 月 4 日(土)＞ 

 船戸ゼミの発表  

 

平成 27 年 7 月 22 日（水）に実施した地（知）の拠点教養ゼミ体験学習発表会兼第 2 回円

卓フォーラム第 1部における船戸ゼミ（1年生 １0名）の発表概要は、以下の通りでした。 

 私たちは、三次市道の駅ゆめランド布野に体験学習に行ってきました。 

 三次市布野町は、島根県との県境、中国山地内陸中央部に位置し、人口 1,581 人で

す。 

 道の駅「ゆめランド布野」は国道 54号線沿いにありますが、尾道松江線の開通によ

り 54号線の交通量が半減したため、来客数が減少しています。特徴は、地元の取れ

たて農産物を使った「惣菜バイキング」、布野産の生乳、食材を使った「まるごと布

野のアイス屋さん」、新鮮な野菜が生産者から直接届く「布野ふれあい市場」。ほか

に、各種イベント体験教室を開催していす。 

 道の駅の一般的な３つの機能、また、

ゆめランド布野の経営理念・取り組

みについて、廣田幸男代表取締役か

らお話をうかがいました。経営理念

は「農」。農業の力で人口減少を食

い止めようと、個人農家と大型農家、

農業法人との連携に力を入れてい

ます。また、消費者の求めに農業者

が応えていく苦労を消費者に伝え

たいと、仲介体験コーナーを設けています。 

 アスパラ収穫体験。大前農園にうかがい、決められた長さにアスパラを収穫したあ
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と、経営者の大前さんから、経営方針についてお話をうかがいました。新鮮なアス

パラを生で試食させてもらいまいたが、市販のよりずっとみずみずしくて、味が濃

かったです。 

 江の川河川清掃。アユのエサである藻が岩に付着するように、デッキブラシで、岩

の砂落としをしました。そのあとアユの塩焼きを体験させていただき、地元産バイ

キング弁当をを頂戴しながら、地元の方々と布野の活性化について意見交換しまし

た。 

 私たちは今回事前学習で、道の駅ゆめランド布野について、調べ、議論した結果、

すぐれている点は、自然と触れ合えること、アイスクリームの種類が豊富なこと、

改善すべき点は、フェイスブックなどの情報発信が少ないこと、バイキングでの時

間が少ないことだと思います。 

 ゆめランド布野さんから、3 つの要望をいただきましたが、(下段スライド参照)、

それらへの提案は、船戸ゼミが中心となり、ゆめランド布野さんと共同で、広大で

研究している酵母を入れ、お酒風味のオリジナルアイスをつくることです。このア

イスを広大の行事などで販売、情報発信してゆき、アイスクリームを目的に道の駅

に来てくれる人も増え、ゆめランド布野の目玉商品になることもありえないことで

はないと思います。 
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（５）秋冬の体験学習の概要 

 

① 呉市豊町 大長櫓（やぐら）祭り（平成 28年 9月 26日） 

 

１．大長櫓（やぐら）祭りの概要 

 大長櫓祭りは、毎年 9 月の最終土曜日に宇津

神社前広場を舞台に行われる秋季例祭である。

宇津神社は、2100 年を超える歴史をもち、櫓祭

りは 250 年前にはすでに行われていたという。

櫓の様相は、1.5ｍ四方の台座に 7枚の大布団を

重ね、高さが 3m近くになる。櫓の台座の上には

太鼓を打つ子ども、かつぎ棒の上で掛け声をか

ける 8人の子どもが乗り、総重量は約 2tになる。 

 

２．当日のスケジュール 

時間 内容 時間 内容 

8：30  

10：00  

10：30  

 

11：30  

12：00  

大学発 

大長着、説明 

神輿準備（男性）、食事準備（女性） 

神事 

宮始め→宮出し→神輿 

13：00  

14：00  

18：00  

19：30  

20：30  

22：00 

ごんげん太鼓 

昼まわし 

宮入れ→神輿 

神事 

大長発 

大学着 

 

３．参加者の状況 

 学生・院生 10 人（生物圏科学研究科 2人、生物生産学部 6人、教育学部 2人）教員 2人 

 

４．当日のようす 

 男性参加者は地元の若い男性住民と一緒に

白装束に着替えて、神輿の担ぎ手となり、厳

かな神事ののちに神様をお旅所まで運んだ。

本来は地元の若い男性しか経験できない神事

であり、参加学生にとって、大変貴重な経験

となった。 

 また、女性参加者は広島大学のオリジナル

の法被を着て、小さい櫓を担いた。地元の若
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い女性住民と一緒に担いで、貴重な交流機会となった。 

 お昼や晩の食事も大長地区の皆さんと一緒に頂いた。初めて祭りに参加する学生も多く、

長い歴史を持つ大長の祭りに参加し、地域の皆さんと交流できたことは、自分たちにとっ

て島しょ部農村の実情を理解するのに大変役に立った、と参加した学生が口々に述べてい

た。 

 

 

②安芸太田町 井仁棚田収穫体験会（平成 27年 10月 4日） 

  

 安芸太田町井仁地区に、稲の収穫時期がやってきました。井仁地区では台風や大雨の影

響で倒伏してしまった田が目立ちましたが、黄金の稲穂の波がとてもきれいでした。今年

の春、生物生産学部の学生が田植えをした稲も、イニピチュ会の皆様のご協力のもとすく

すくと育っていました。秋の体験会は、広大 COC がお借りして田植えをした稲を刈り取る

とともに、同日にイニピチュ会が開催した「井仁棚田体験会」に参加することも目的にし

ていました。  

 秋の体験会は春に体験学習を実施

した教養ゼミの学生に加え、広く生

物生産学部、生物圏科学研究科に呼

びかけたところ、39 人もの学生・院

生が参加してくれました。AIMS プロ

グラムで生物生産学部に留学してい

るタイ人学生、その他の国の一般留

学生、それに他学部の学生の参加も

ありました。 

  

 イニピチュ会が主催する棚田体験会への参加 

 10月４日（日）は、例年、井仁地区が開催している棚田体験会（稲刈りの部）の日です。

今年はご無理をお願いして、広大 COC の活動をこの中に組み込んでいただきました。その

ため、参加学生を一般市民が参加する棚田体験会を支援するグループと、広大 COC の田で

稲刈りをするグループとの二つに分けました。 

 イニピチュ会主催の棚田体験会は、今年で 17回目を数える県内でも広く知られた活動で

す。春の田植え、秋の稲刈りに参加する人は毎回 100 人を超え、リピーターとして井仁地

区の棚田農業を支援する人が多くいます。広大生物生産学部の食料生産管理学研究室では、

当初は教員が学生・院生を引率して、お客さんとして体験会に参加していましたが、５～

６年前からはこの会を支える活動をしています。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/5c2b8bb0494edf180087747702d6f32d.jpg
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  イニピチュ会は、参加者を３班にわけて稲刈りと交流を行いました。班長は井仁地区

の住民が務め、広大の 3・4年生や院生がこれに副班長として加わります。学生たちは、鎌

の持ち方から刈り方を参加者に説明し、束ねてはさがけにする作業をお手伝いします。学

生たちは作業を通してイニピチュ会に集まる住民、それに参加者との交流を深めました。 

  

広大 COC 田の稲刈り作業 

 20 人近くの学生は、広大 COC が借りて

いる 1 反（10 アール）近くある田の稲刈

りを行いました。イニピチュ会の河野会長

による模範作業と説明を受け、最初は慣れ

ない手つきで鎌を扱っていましたが、すぐ

に慣れたようです。ただ、束ねる作業が思

った以上に難しく、しっかりと結ばれてい

ないために、ほどけてしまう束がありまし

た。２時間かけて稲刈りとはさがけを終え

ることができました。最初は賑やかだった

学生たちも、作業が進むにつれて黙々と手      

                      を動かしていたのが印象的でした。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/8417fda2dbfaeab72f3569ab65183a57.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/75a00e29d338a7a2e50a790203cb18b9.jpg
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棚田米の昼食、井仁地区の散策 

 作業を終えた後は、棚田米と井仁でとれた野菜や山菜の漬物、それに豚汁の昼食をおい

しくいただきました。地域の婦人グループの皆さんが心をこめて準備してくれたものです。 

 

 昼食後は井仁地区の住民の方の案内で散策を行いました。井仁地区の棚田を一望できる

場所に向かい、その途中では珍しい木の実について説明を受け、実際に味わってみました。

植物のことはもとより、イノシシを始めとする鳥獣の被害についても教えていただきまし

た。学生たちは、美しい棚田風景を維持するための努力がいかに大変であるかを実感した

ようです。 

  散策を終え、棚田米で作ったおにぎりや漬物、柿などをお土産にもらって帰途につきま

した。 

 秋の稲刈り体験会は、井仁地区の風景の素晴らしさ、豊かな棚田の郷の資源を観察して

もらい、また、住民や体験会に参加した市民の皆さんとの交流を深めてもらうように計画

をいたしました。留学生を含む参加学生の多くに満足していただけたようです。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/a82863c008324282c1ffc58f62886d8d.jpg
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 イニピチュ会会員と地域住民の皆様、また班で交流していただいた一般参加者の皆様、

ありがとうございました。感謝いたします。 

 

 

③ 大崎上島町 シトラスかみじま せとか収穫体験 (平成 28年 2月 16日) 

 

  大崎上島町は、瀬戸内海に浮かぶ芸予諸島にあり、かんきつ栽培が基幹産業の一つにな

っています。しかしながら、高齢化と後継者不足が進行しており、若者就農の場として今

回収穫作業のお手伝いをする「シトラスかみじま」ハウス団地が造成されました。 

 

 

広島大学では生物生産学部の教養ゼミ体験授業やインターンシップによって、大崎上島町

やみかん栽培・経営についての現地体験学習を行ってきましたが、この学習は教養ゼミの

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/705eb09e761f4bb531ce08abbe494091.png
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/7df9bd6fee2aef91224101d0912f5759.jpg
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学びをさらに深める課外学習として応募した 30名余の学生が主体的に参加し、平成 28年 2

月 16日に実施しました。 

  

 今回の学習は、是非せとかの収穫にも来たらどうかと金原さんにお誘いをいただいたこ

とから、①「せとか栽培」や柑橘農業の実態を学生が肌で感じること、②地域と学生が多

様な視点で交流すること、③学生が実際に地域住民と関わることを通じて、現場の地域課

題の問題発見・解決能力を身に着けること、④学生が「地域を知る・関わる・協働する」

という地域志向の活動を一層進めることなどを目的に実施しました。 

 このスケジュールは、図表のとおりです 

  

フェリーで大崎上島へ 

 大崎上島は、完全離島のため、安芸津港から大崎上島町の大西港に向かいました。船に

乗るのも珍しく、また好天に恵まれて、35 分のフェーリー乗船では美しい瀬戸内海を楽し

むことができました。 

  

フェリーで大崎上島町へ  寒いけど良い景色 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/2f6ead89a57d689ce0835db69b0ee873.png
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/2d8838c238f81eb5f3609961f8a989ac.jpg
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金原農園で「せとか」の収穫 

 まず、文田農園でレモンの栽培の見学説明をさせていただいた後で、金原農園でせとか

の収穫体験を行いました。 

 ご存じのように、せとかは高級かんきつで 1 個 500 円～1000 円くらいするものもあり、

とにかく丁寧に、慎重に慎重にと、みんな緊張しながら収穫作業を行いました。 

  

トゲにも気をつけて慎重に丁寧に収穫しました 

  

たくさん収穫できました 

 

  30名余の学生ががんばって作業をしたので、この日だけでハウス 1棟のせとかを収穫す

ることができました。 

参加学生は、現地講師のお話を聞いて丁寧に作業等を行っただけですが、30 名という数も

あり普段できない程のスピードで多くの作業ができたこともあり、金原様からお褒めの言

葉をいただきました。学生も地元の役に立てたことに、大きな喜びを感じたようでした。 

  

地元の方々との交流 

 お昼休みは、たくさんの地元の方も参加して頂きながら、公民館で昼食をとりました。 

 金原さんや文田さんからは、せとかやレモンの栽培技術、流通の状況、日頃のご苦労な

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/ce809b275ae01c3dc98f0f6fed5093d2.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/32df79d8610f59a8ad7c88dd9196d339-1.jpg
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ども伺い、大変有意義な交流の場が持てました。 

 
  いろいろなお話ありがとうございました。 

  また、金原さんのご厚意で、高級かんきつ「せとか」の試食もさせていただき、みかん

の王様、女王などと呼ばれている濃厚な味を堪能して、そのおいしさにも感動したようで

す。 

 

  こんなにたくさん「せとか」を食べて幸せですね 

 金原さん、文田さん、みなさん、本当にありがとうございました。 

  

学生の感想 抜粋 

Ａさん：人生で食べたみかんの中でせとかは一番おいしいと思った。つい最近までＴＰＰ

でどうのこうのというニュースを頻繁に見たが、せとかよりおいしいみかん類は日本に入

ってこないと思います。一人暮らしをしている自分にとって、手でむけて簡単に食べられ

る食品というものの魅力はとても感じるし、味も最高なのでとても良いと思います。マー

ケティングといったことについては何も知らないので何も書けませんが、とにかく親に食

べることを勧めてみます。ありがとうございました。 

 Ｂさん：今回、せとかの収穫体験は本当に貴重な体験になりました。一番印象に残ったの

は、シトラスかみじまというシステムが後継者を集め、育てていくものでもあるというこ

とでした。実際に何人もの方が島に移住という形で、せとかやレモンの栽培に携わるよう

になったと聞いて、安心したような気持ちになりました。これからも途絶えることなく、

おいしい柑橘を作ってほしいと思います。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/afbd3400d632765dd7b6cf16ea756343.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/3540f3b4bf679667d8abb45503e93e77.png
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 Ｃさん：今回の収穫体験に参加するまで、「せとか」という柑橘について何も知りません

でした。とにかく高級品だから大事に扱うようにと言われ、慎重に作業を行いました。作

業自体は楽しく、農家の方とお話ししながら行うことができ、良かったです。また、せと

かの試食も、一粒一粒味わって食べさせてもらいました。本当においしかったです。高齢

化の問題に対策を打つため、今後も大崎上島ならではのもの、良さを島外の人々に広めて

いってもらいたいです。私も貢献したいです。 

 Ｄさん：とても貴重な体験になりました。私自身、柑橘農業に触れることは初めてのこと

であり、商品ひとつひとつが、いかに時間と労力をかけて作られているのか強く感じまし

た。労働内容的にも、たしかにきつく、なかなか手を出しがたいことではあるけれど、多

くの人がもっと興味を持ち、この農業を絶やすことがないようにしたい。 
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２．中山間地域・島しょ部連携特別講座 

 

（１）特別講座の考え方と仕組み 

 

 この講座は、広島県内の農山漁村で実際に地域おこしや農業振興に携わっている方々、

また地域の中核となって食品産業の振興に携わっている方々から、その取組の実態を学び、

地域創生につなげる人材の育成を図ろうとするもので、地（知）の拠点活動の主要な教育

プログラムになっています。 

講義の内容は、地域政策・行政（県・市町）、農商工連携、農業経営法人、農産物やサービ

スの開発、また農水系食品企業などで活躍されている方々から、直にお話をうかがった農

産物・商品の説明や試食など、オムニバス形式の特徴ある地域志向のものになっています。 

また、COC担当教員がその講義をフォローして、各講義に関連性を持たせたり、一定の視点

を提示したりといったように、学生がこれらの講義を体系的に理解できるような仕組みに

なっています。この授業は、毎年４月から６月に開催しています。 

●開設期： 前期（4月～6月上旬） 

●曜日時限： 水曜日、７ ～ ８ 時限（14::35 ～ 16::05） 

      or 水曜日、５～６時限（12:50～14:20）  

●場  所： 東広島キャンパス 生物生産学部 講義室 

●講義は 1時間 30分：講義と質疑・意見交換など 
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（２）講義の概要 

 

① 農村をプロモーションする 

   

 講師：世羅高原 6次産業ネットワーク  マネージャー 

吉宗五十鈴 氏 

＜平成 27年 4月 15日 16:20-17:50 於生物生産学部 C201＞  

 

   三重県四日市市出身の吉宗さん、長野の大学を

出た後、東京で雑誌の編集をされていましたが、

結婚を機に世羅へ移住（夫は世羅高原農場代表理

事吉宗誠也氏）。農作業に従事する中、パンフレッ

ト作成、ホームページなどを少しずつてがけるう

ちに、広報を任され、世羅町全体の取り組みに関

わるようになりました。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/4d59c77eb7935b130ccb5fc8fccdb500.jpg
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 世羅町は、標高 350～500ｍ、寒暖差の大き

い気候を生かし、果物、花、米の栽培が盛ん。

また、観光農場を中心に、年間 170 万人の観

光客を呼び寄せています。写真好きの吉宗さ

ん、写真で地域を伝える活動をと 30-40 代女

子をターゲットに｢カメラ女子旅」を企画、

2012年 3月 3日第 1回を開催、翌年には観光

庁の事業認定を受け、メディアにも多く取り上げられました。女性に限定したことで、女

性ならではの共感力･発信力を発揮、世羅をアピールしてくれる「まるで観光大使」みたい

な人が現れたり。地元の人たちと関わる時間が増えると、まさかの涙のお別れ「まるでウ

ルルン滞在記」も。世羅ファン、ツアーのリピーター作りに大きく貢献しています。 

 少子高齢化が進む中、外から人を呼び込み、定住者を増やしていこうと、地元発案のツ

アーを企画、従来の日帰りツアーから宿泊ツアーへのランクアップをめざし、SNSをどんど

ん活用、リアルタイムな発信をしながら、イベントを告知、集客、ファンづくりに励んで

います。 

 吉宗さんがマネージャーをしている「6次産業ネットワーク」は、世羅町の様々な企画と

連携。世羅の魅力を再発見する「まちコンシェルジュ」、世羅高校と広島大学の共同企画、

「世羅の日本一を考える」。「せらマルシェ」とのコラボでは、30-40 代女性が、かわいい、

おいしい、ステキと喜ぶ、お土産、メニュー作りに挑戦しています。 

 平成 11 年創設の世羅 6 次産業ネットワークには 73 団体が加盟。構成メンバーの世代差

を考慮しつつ、世羅高原のイメージアップ、特産品の売り上げ増加に向け、人とのつなが

り大切にし、情報発信に取り組んでおられる吉宗さんです。 

 

 

 

 

② 地域と共にあり続ける～瀬戸田のパティシエの取組み～ 

 

  

講師 株式会社島ごころ 代表取締役社長 

奥本隆三 氏 

＜平成 27年 4月 22日 16:20-17:50 於生物生産学部 C201＞ 

 広島県瀬戸田町出身の奥本氏は大阪の製菓学校卒業後、神戸の製菓店でパティシエとし

て勤務、その後 2008 年、ふるさと瀬戸田町に製菓店を開業しました。開店当初は、「神戸

情報を瀬戸田で発信」がコンセプト。オープン時は売れに売れたもののやがて売上げが半

減、お客様の「瀬戸田のおみやげはないの？」の声をきっかけに、瀬戸田の名産品レモン

を使った「レモンケーキ」の開発をめざします。瀬戸田は、日本一のレモン生産県広島県

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/a2b7c4e1857930dee4c0cde3c90007f6.png
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の中でもトップ産地。しかし、レモンケーキとしては後発、奥本氏は、素材のレモンを徹

底研究、レモンの皮のみをジャムにして生地に練りこむオリジナルレモンケーキ「島ごこ

ろ」にたどりつきました。島ごころはレモン以

外の素材も厳選、作る工程にも手作業を多く残

し、個装の帯巻、箱作り、包装など、機械化せ

ず人手で行っています。あえて非効率をするか

ら人には誰にもまねできないものができる、機

械化せず、地元の雇用も守り続けています。 

 島ごころは、１個 220 円。安売りせず、地道

にコツコツ本物をと、販路を広め売り上げを伸

ばしてきました。グッドデザイン賞、フード・

アクション・ニッポンアワード、2015 年モンドセレクション金賞など、これまで数々の賞

を受賞。 

 成功拡大している今だからこそ、従業員（49名）のコミュニケーションを大切に。1日 8

時間週 40時間労働、女性でも働きやすい職場環境を心がけ、異業種からの転職者を多く受

入れています。 

 2014 年秋には、フランスで広島の食文化を伝えるイベントに出店、こだわり本物志向の

｢島ごころ｣は多くのフランス人の共感を得ました。また、奥本さんは、パリの街の様子か

ら、街中のゴミ箱の存在が観光客の消費を後押ししているのを実感、瀬戸田にもゴミ箱の

設置をプラン。公園を作ることも計画、民間がタッグを組んで、観光地のビジネスモデル

を作っていこうと活動しています。2016 年秋には、

新装開店ユニークなデザインの建物「島ごころ館」

もオーブン予定、木次乳業の牛乳を使用した「バト

ンケーキ島ごころ」も売り出し中。パティスリおく

もとが目指す「本物」に価値を見出し、共感してく

れる人たちに向け、奥本さんは、瀬戸田とレモンの

魅力を発信していきます。 

 

 

 

③ 安芸太田町の地域づくり 

 

 

講師 安芸太田町役場 建設課課長補佐 (元地域づくり課) 

長尾航治 氏 

＜平成 27年 5月 13日 16:20-17:30 於生物生産学部 C201 教室> 

 安芸太田町は約 9割が森林、人口 6､895人のうち 65才以上が 5割越、20～30代の生産人

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/DSC00596.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/aacca95b660edab0e5b1452293b6401f.jpg
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口が特に少ない中、過疎地域対策に取り組んでいます。なぜ過疎地域対策が必要か？豊か

な美しい自然景観を守るためばかりでなく、継承すべき文化･技術がそこにある。加えて、

安芸太田町は広島県南部の取水源太田川の水源･上流域。町が人口減少を食い止め、山林を

守り、田畑を維持することは、太田川の保水、広島県南部の飲料水確保のために必須なの

です。 

 現在、安芸太田町では、太田川清流講座、石垣

講座、森林セラピー、神楽、林業体験、教育体験

受入地（民泊、カヌー、農業体験 etc）など、都

市部住民を呼び込むさまざまな企画を実施、若い

世代定住のための裾野を広げています。 

 国策にも助けられ、財政面では、町の歳入 83

億（H26）の約５割が地方交付税。町債(歳入の約

2 割)も、過疎地域自立支援特別措置法（平成 12

年～）･辺地対策法等のもと、事業内容により、返

済時に元金の 7-8割が特別交付税で補填される仕組みとなっています。 

 長期的には、県の長期総合計画のもと、2010 年、民間・大学関係者の意見を聞きつつ、

産業・観光・集落再生を 3 つの柱に 安芸太田町未来戦略計画 を策定。うち集落再生につ

いては、従来の行政主導型を脱却した官民協働型をめざし、町内の地域がそれぞれ「地域

マスタープラン」を策定、活動。広島大学も井仁地域のマスタープラン作りに参加、たい

へん貢献してもらいました。 

 加えて大切なのは人的資源。現在、国の「地域おこし協力隊」制度により、隊員数名が

町内に住み、活躍、町が活性化しています。若い

人たちが出入りするだけで、高齢の住民は刺激を

受け、元気をもらいます。日帰りでも、学生さん

の訪問はいつでも大歓迎です。 

 現在、ご自身（長尾さん）が、集落再生の解決

策として考えていること：1)集落の目的･目標を

明確化することで行政側の支援体制の確立が図

れる。2)自治組織の体制を強化することで次のス

テップに進める。「安芸太田町は歴史が古く、縄

文以前から人が住み続けてきた地域であり、そのような長い間、人がつちかってきたもの

を守っていくのが、定年までの私の仕事と思っています。」 

 

 

 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/8df52f77395c971f71850150a57f38c5.png
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/d602c38a39796f461461c3d69359f293.jpg
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④ 地域商品を開発する 

 

＜平成 27年 5月 20日  16:20-17:50  生物生産学部 C201教室＞ 

   

講師 フルーツ夢工房 MUKAISHIMA（尾道市） 半田史子氏 

 

 「農業の 6次産業化を楽しく行っています。」半田史子さんは、すだち、かんきつを主と

した、商品開発をしています。嫁いだ先は尾道市向島の柑橘農家。収穫したばかりのみか

んのおいしさをたくさんの人に届けたいと、地域をまわって売り始めたのが始まり。農園

でみかん狩りを始める一方、すだちのおいしさをもっともっと多くの人に伝えたいと、自

宅倉庫を工房に改造、すだちジュース、サイダーなど、様々な商品を開発、道の駅クロス

ロードみつぎ、尾道市内の土産店等、いろいろなところで取扱商品となり、好評を博して

います。 

 お菓子部門は半田さんのお姉さんが担当、今では

道の駅クロスロードみつぎの人気商品に。他にも、

様々な人･企業との出会い、協賛によって、商品開発

が実現してきました。尾道大学のデザイナーにお願

いして全商品を統一ラベルに。新聞にも何度も取り

上げられ、TV 取材も体験しました。「農業での出会い、

経験すべてが楽しい！」3年計画で具体的な夢・計画

をノートに描き、それを口に出すことで、夢が実現するようになったという半田さん、最

近では、入浴剤「すだちの湯」、すだち粉末を商品化、趣味のサイクリングを通しても人の

輪が広がってゆきます。 

  

講師 おのベジ槇山農園（尾道市） 卯元幸江氏 

 

 卯元さんの地元、尾道市浦崎町は、温暖な海沿いの段々畑、キャベツ、ミカン、いちじ

く等の栽培が盛んです。小さいころから農業に親しみを持って育ったという卯元さん。現

在は、苗の出荷などに加え、季節の野菜 100種類以上

を栽培、珍しい野菜を食べてもらうために、野菜の調

理法、保存法なども紹介しています。 

 TV番組「地産地消漫菜食堂」が取材に来たことをき

っかけに、産地に来て取れたてを味わってもらうとお

いしさがぐっと伝わることを実感、逆手を取って移動

販売を開始。尾道海岸通りのレストラン、カフェ、居

酒屋等に、取れたて新鮮野菜を届けるようになりまし

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/IMG_0797.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/IMG_0818.jpg
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た。徐々に固定客が増加、現在では、地元高級ホテルでも卯元さんの野菜を使っています。 

  野菜以外でも、尾道の特産品いちじく（蓬莱柿）をジャム、ドライフルーツに加工。

ぶどう、梨、柑橘等、他の尾道産果物の加工も手掛け、市内有名お菓子店でも使われるな

ど、販路を広げています。卯元さんは、野菜ソムリ

エ中級の資格を取得、ソムリエ仲間と野菜・果物の

魅力を伝える中、県外との交流も生まれてきました。

プロの料理人との交流も増え、生産者と料理人、お

客様、三者の懸け橋になろうと、フェイスブックや

ブログも使いつつ、尾道の農産物の魅力を発信し続

けています。 

  

 半田さんと卯元さんが出会ったのは 2年前。野菜・果物の加工品を手掛ける女性同士が

コラボ、2人の商品を詰め合わせたギフトパッケージが実現。生産者であり、消費者でもあ

り、主婦でもある二人は、自分たちのいろいろな立場を活かした仕事を地道にコツコツと

してゆきたい、と語りつつ、夢を広げておられます。 

 

 

⑤ 食品の製造・販売ひとすじに 

 

講師： 人事総務部人材開発担当課長 山口英明 氏 

味堪(広州)餐飲有限公司 桂 英 氏 

研究開発センター開発部 原口智彰 氏 

研究開発センター開発部 村上宗幸 氏 

 

＜平成 27年 5月 27日 16:50-17:20 生物生産学部C201 > 

 (株)あじかんは、業務用食材メーカー。主力として、卵焼き、味付けかんぴょう、風味

カマボコ(カニカマ)などを作っています。

直接消費者にではなく、小売業･外食チェー

ン店などに卸していますが、寿司用具材で

は全国トップクラスの会社です。 

 卵焼き工場は完全機械化、毎日卵 70～80

万個を消費します。他製品も機械化を推し

進めてきた中、長期戦略としては、ブラン

ド価値の向上、継続的な需要創造、グロー

バル展開をめざしています。日本国内では

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/306edc235f533352b952a650c0980c71.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/795316b92fc766b0181f6fef074f03fa-1.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/f03f6baaf5b48dd0627db6922fc931d2.jpg
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巻寿司･ちらし寿司を食べる機会を広げる活動を展開。 

 他方、中国に事業展開。2002 年に工場進出。市場としても、日本の食文化と健康食を中

国に広め、あじかんブランドを普及させようと、現在、広州で、富裕層、中間層をターゲ

ットに、アンテナショップやイベントにより、巻寿司、ちらし寿司の普及に力を入れてい

ます。 

 新技術の研究開発にも力を入れ、卵焼きの特許製法を獲得。また、伝統野菜、低脂質・

高食物繊維のごぼうに着目、ごぼう茶を開発、広島大学との

8年間の共同研究で、ごぼうの高い健康効果を実証。「ごぼ

うならあじかん」を目指しています。 

 講義の中で、学生は 4種類の卵焼きを試食、３種類のゴボ

ウ茶を試飲。差別化への努力により、違いが生まれることを、

味あわせていただきました。 

 

 

 

⑥ ひと｡しごと｡くらし｡100 年先の未来につなごう 

～広島県で取り組む「中山間地域振興計画」～ 

  

 

講師 広島県地域振興局中山間地域振興課 主幹 

三島史雄氏 

 

<平成 27年５月 29日 16:20－17:50 於 生物生産学部 C301> 

 

  広島県は、中山間地域が人口の１割(県全体 286万人)、面積では７割を占めます。転

出による人口減のピークは 20-30代。自然減が加わり、人口減ペースが想定より早く、対

策が急がれる中、日本全体では若い世代の「田園回帰」傾向も見受けられ、都市部在住者、

特に 20-40代の地方移住希望者が増加しています。広島県内でも、三次市、大崎上島町な

ど、多数の地域で都会から来た人たちが様々な仕事

を作って、定住しています。 

 広島県は平成 25年度に中山間地域振興条例、26

年度に中山間地域振興計画を作り、100年後 3世代

後につながる、将来に希望を持って活躍する住民像

を描き、活動しています。国の過疎法により 44年間

3.6 兆円が県に投入され、道路、医療といった基礎

的生活インフラの面では、都会との格差は小さくな

りました。それでも人口が減る中、「ないものをなく

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/IMG_0004.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/IMG_0009.jpg
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す」から「あるものを活かす」政策へ。海も山も宝だらけ。宝を売っていこう。出ていく

人を｢引き留める｣より、地域の価値に共鳴する人を「引き寄せる」へ。 国も「まち・ひ

と・しごと創生」、県とほぼ同じ戦略を持ち、地域活性化に取り組んでいます。 

 ｢ひと｣づくり。国の補助を受けた「地域おこし協力隊」、都会の若者が県内の地域に入り

活動。UIターンも促進。広島県は都市部からそれほど遠くない中山間地域も多く、子育て

好立地県。出生率全国 11位です。 

 ｢しごと｣づくり。農林水産業担い手育成、しごと創生

チャレンジ支援、観光の促進を軸に。観光では、平成

25年庄原市「道の駅たかの」が<高野の逸品 100>で年間

4.8億円を売り上げた例も。教育・修学旅行の受入れ等、

様々な取り組みを行っています。 

 「くらし」巡回医療船など医療体制の確保に努めてい

ます。デマンド交通等、交通手段の確保を支援。里山環

境保全。間伐材を現地通貨で引き受ける「芸北せどやま再生プロジェクト」は地域再生優

秀賞を受賞。 

 地域創生の鍵は人。「他人事から自分事に」「いつかは、だれかが、どこかで(やるだろう)」

から、「いつでも、だれでも、どこでも（やれる）」へ、当事者の思いが変わるようサポー

トするのが行政の役割。関わってみたいという気にさせる“中山間地域”へ、県の取り組

みは続きます。 

 

 

⑦-１  広島市の農畜産業 

講師 東広島市 農林水産課 主査 松下健司 氏 

 

<平成 27年 6月 3日 16:20-17:50 生物生産学部 C206> 

 

  東広島市は広島市の通勤圏で、かつ東広島市内にも企業が多く立地するため、農家の 7

割が第 2種兼業農家であり、稲作が主要。米価

の低迷、農業人口の高齢 化、耕作放棄地の増加

といった現況下、市では、国の指針のもと、種々

の交付金で農家を支援。飼料用水稲など、新規

需要米への転化も勧めています。 

 他方、農林水産業の 6次産業化の取組みを支

援。補助金獲得のための事業計画立案サポート、

6次産業化説明会、施設研修会等も行い、現在、

商品開発を学ぶ通信 教育を立ち上げていると

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/f8788b16aa72681e255f01e45232d69a.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/505e4a74bbaf51a91f51d61b1ed2ce3f.jpg
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ころです。東広島の農産物のブランド化にも取り組み、推奨マーク｢ゆめまる｣を認定、安

全安心の地場産品を紹介しています。 

 

 

 

⑦-2 トムミルクファームの畜産経営 

～地域内の耕畜連携による「たちすずか」WCS※の生産と利用～ 

 

講師 (有)トムミルクファーム 代表取締役 沖 正文 氏 

 

<平成 27年 6月 3日 16:20-17:50 生物生産学部 C206>  

 

 トムミルクファームは 1998年にフリーバーン牛舎を取り入れ、雇用型酪農経営を導入し

ました。以来、6次産業化･開かれた牧場を目指し、乳製品加工･販売を手掛けると同時に、

牧場を公開した一般向け酪農教育も行っています（全国 300 の酪農教育ファームに認定）。 

  耕畜連携を目標に、飼料用稲「たちすずか」

をいち早く周辺で栽培してもらい、導入。試行錯

誤の上、使用量を年々拡大しています。 

 現在の課題は、ロール(乾飼料をビニールで巻

いた大玉)の鳥獣害対策･保管場所、輸入飼料の高

騰など。現代日本、農業ほど難しい事業経営はあ

りません。農村と地域を未来に残すため、本気で

取り組み、あきらめず、やりきっていく集落法人

の担い手を待っています。目指すは、農業主導型

の 6次産業です。 

(*Whole Crop Silage：従来、種や実を取るために栽培された作物を、茎葉と種や実と一

緒に収穫して、サイロで調整<発酵>し、飼料としたもの) 

  

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/IMG_0734.jpg
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３.中山間地域･島しょ部連携インターンシップ 

 

（１）中山間地域･島しょ部連携インターンシップの考え方と仕組み 

 

 広島大学地（地）の拠点インターンシップは、地（知）の拠点の目標や活動方針に基づ

き、体験授業などを実施いただいている地域・自治体の皆様方と広島大学生物生産学部が

連携して、学生が一定期間地域や市町などで体験したり研修生等として働き、自分の将来

に関連のある地域体験を通じて地域に貢献する人材を育成しようとするものです。 

 とりわけ広島大学地（地）の拠点中山間地域島しょ部領域の共通テーマである「地域連

携から地方創生へ」の考え方を基本に、大学、地域、市町が協働して取り組む活動になっ

ています。 

 また、インターンシップは、教養ゼミ体験学習と特別講座を受講した学生が、より発展

的な体験学習をおこなうための教育科目になっており、自治体（市町）・地域と大学の連携

の下、学生が希望する地域体験を実施できる組織等を両者が調整しながら進める仕組みに

なっています。 

 

  具体的には、以下のような仕組みになっています。 

（１）インターンシップを通じて広島県内の地域の秀でた取り組みや活動を学生が主体的

に学び、少しでも中山間地域島しょ部に貢献できる活動を学生が展開することを基本にし、

地域志向型人材の育成にもつなげようとするものです。 

（2）実施期間は８月から９月で、生物生産学部の学生を中心していますが全ての学部の学

生を対象にしており、3日から 6日間地域に泊まり込んで活動を行います。 

(3)市町や地域が提案するインターンシップ活動を基本に、大学が学生のニーズとのマッチ

ングを行いながら、学生の主体的な活動につなげるよう調整しています。 

（４）市町や地域の方々は、インターンシップに臨む学生と対話しながら、学生のニーズ

に対応した研修に修正するなど、機動的なメニューが提供されます。 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%86%e3%82%81%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e5%b8%83%e9%87%8e-2/
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中山間地域・島しょ部連携インターンシップ 

インターンシップまでの流れ 
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広島大学中山間地域・島しょ部連携インターンシップ受け入れ地域 

 

受入れ先 人数 受入れ期間 

東広島市 トムミルクファーム ５名 8/17-21(3)､8/24-28(1)､9/14-18(1) 

三次市 ゆめランド布野 ３名 8/26－31 

安芸太田町 井仁  ６名 8/31－9/4 

世羅町 <幸水農園、向井農園、(株)恵> ６名 9/7－11 

JA 広島農青連 ２名 9/11－13 

東広島市 ファームおだ ２名 9/15－18 

呉市大長 大亀農園  １名 9/21－26 

大崎上島町 金原農園 １名 9/24－27 

大崎上島町 役場 ２名 9/26－30 

9 カ所 28 名  
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（２）受入地域における研修概要 

 

① 東広島市 トムミルクファーム 

１．インターンシップの概要 

 トムミルクファームは、東広島市豊栄町乃美にある地域で有名な牧場です。水稲、畑作、

酪農の複合型業からスタートし、現在は酪農、畑作、周辺農地の作業の請負、牛製品の製

造販売等をおこなっています。早くから牧場の持続的経営を考え、家族経営主体から雇用

労働型へシフトさせ、酪農を志す若者を多く雇用しています。牧場では、酪農業の他に自

社で搾乳した牛乳をつかった定温殺菌牛乳、ジェラート、プリンなどを製造、販売し、敷

地内にはまきばカフェも経営しています。体験型牧場として、一般客むけにバター作りや

子牛の哺乳体験、乳搾り体験、命と食べ物のつながりについての講義など様々な体験メニ

ューを提供しています。豊栄町の農業の担い手として、また地域の主要な観光名所のひと

つとして、重要な役割を果たしています。 

今年度は、8 月 17 日～21 日、8 月 24 日～28 日、

9 月 14 日～18 日の３回にわたって、4 泊 5 日の研

修を受け入れていただき、合計５名の学生が参加し

ました。インターンシップを通じて学生は、酪農や

農作業の実践や、６次産業化への実態を理解する、

高い衛生管理が求められる乳製品の製造現場を知

りたい、地方創生の基盤産業である１次産業従事者

の生の声を聞きたい、などを希望していました。 

 

２．実習の内容 

 実習の内容は当日の作業状況によって異なりますが、主に以下のような作業や研修をお

こないました。 

 ・朝夕の餌やり 

 ・牛舎、羊・豚・山羊・ロバ小屋の掃除 

 ・牧草の刈り入れ、サイレージづくり 

 ・牛の人工授精の見学 

 ・搾乳や牛乳の低温殺菌工場の見学 

 ・牛乳瓶、プリン容器の洗浄 

 ・牛乳やアイスの填充、包装 

 ・まきばカフェでの作業 

 ・商品の配達作業 

 ・キャベツの収穫、キャベツの苗の植え付け 

 ・獣害柵の設置、等 
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② 三次市道の駅ゆめランド布野 

１．インターンシップの概要 

道の駅ゆめランド布野では、8月 26日～31日の 5泊 6日にわたってインターンシップを

受け入れていただきました。参加した学生は、生物生産学部の 1年生 3名です。 

インターンシップをおこなう上での地元との調整やスケジュールづくりは、三次市役所

や布野支所の方がおこないました。学生の研修を受入れてくださったのは、道の駅ゆめラ

ンド布野、大前農園の方々です。様々な立場の方々が、学生を受入れてくださり、日々の

活動に必要なサポートをしていただきました。 

主な研修内容は、道の駅にあるバイキング

や直売所、アイスクリーム売り場の接客、大

前農園でのイチゴの葉欠き作業、三次市と布

野町の観光資源の見学などです。 

宿泊先は布野町にある農家民宿「きこりの

家」に泊めていただきました。研修の後は、

民宿を経営しているご夫婦と夕食づくりや

色々なお話しをしたようです。 

インターンシップ最終日前日の夜は、インターンシップを受け入れてくださった方々に

よる歓迎会兼慰労会を開いていただきました。三次市や布野町の食材を使った様々な料理

をいただきながら、地域の方々と交流を深めることができました。 

 

 

２．実習の内容 

 学生は、道の駅ゆめランド布野にて以下のようなスケジュールで実習をおこないました。 

日にち 研修内容 

8/26(水) ・ゆめランド布野従業員、関係者の方々との挨拶 

・道の駅の案内と研修内容の説明 

・三次市観光(ダチョウの飼育場、アヤメの釣り堀、フルーツランド、 

 島根県との県境) 

8/27(木) ・大前農園にてイチゴの葉欠き作業(ビニールハウス 1棟分) 

・玉ねぎやアスパラガスの出荷作業のお手伝い 

8/28(金) ・バイキングのホールスタッフ体験 

8/29(土) ・バイキングの厨房スタッフ体験 

8/30(日) ・道の駅でお餅づくり  

・道の駅トレッタで開催されたイベント見学 

・三次ワイナリーの見学 

・バイキングのホールスタッフ体験 



90 
 

・インターンシップ受入側関係者による慰労会 

8/31(月) ・道の駅アイスクリーム売り場の接客体験 

 
 
③ 安芸太田町井仁地区 

１．インターンシップの概要 

 安芸太田町井仁地区では、８月 31日から９月４日までの４泊５日のあいだ、インターン

シップを受入れていただきました。参加した学生は、生物生産学部１年生３名、２年生１

名、総合科学部１年生１名、教育学部２年生１名の合計６名です。 

 インターンシップをおこなう上での地域での調整やプログラムづくりは、安芸太田町役

場の方がおこないました。研修を受入れてくださったのは、井仁地区および、いにぴちゅ

会の方々、井仁を担当する地域おこし協力隊の方です。地域の様々な方が、学生の日々の

活動を支援してくださいました。 

 主な研修内容は、棚田に流れる山からの水

路にたまった泥や枯れ枝を取り除く作業、無

人となった家に植えてある木の枝打ち作業、

井仁地区の周りにある獣害対策柵にからまっ

た雑草やつたを取り除く作業、ホンモコロ養

殖の水揚げ作業、ワークショップです。 

 宿泊先は、井仁地区にある小学校を再利用

した交流館です。日々の食事には、地域の方

との会食や安芸太田町役場の方がアレンジし

てくださった地元の飲食店で食事をいただきました。 

 研修中は、様々な地域の方が学生に声をかけてくださり、学生は今回の実習内容が地域

にとってなぜ必要な作業なのか、直接聞くことができました。限界集落とよばれる地域が、

どのような課題を抱えているのか、深く考えるきっかけになったようです。 

 

２．実習の内容 

 学生は、井仁地区で以下のような実習をおこないました。 

 

日にち 研修内容 

8/31(月) ・井仁の自治会、いにぴちゅ会、安芸太田町役場の方、地域おこし協力隊

の方と対面式。 

井仁地区についてのガイダンスを受ける 

・山に入って水路掃除 

9/1(火) ・民家に植えてある木の枝打ち、掃除作業 
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9/2(水) ・獣害対策柵にからまった雑草やつたの撤去、水路掃除 

・地域の方が作業をしやすいように山に倒れている木などを撤去 

9/3(木) ・前日の作業の続き 

・井仁で学んだことを考えるワークショップ 

9/4(金) ・ホンモロコ養殖池の清掃と収穫作業 

・ホンモロコの試食 

 

 

④ 世羅町 

１．インターンシップの概要 

 世羅町では、９月７日から９月１１日の４泊５日の間、インターンシップを受入れてく

ださいました。参加した学生は、生物生産学部１年生１名、４年生４名、文学部３年生１

名の合計６名です。 

 世羅町のインターンシップでは、世

羅６次産業ネットワークや世羅町役場

の方々が企画し、町内のネットワーク

会員が研修を受入れてくださいました。

農事組合法人世羅幸水農園に３名、株

式会社恵に２名、(有)世羅向井農園に

１名の学生がお世話になりました。宿

泊は、世羅の農家民泊でお世話になり

ました。まず、学生はインターンシップの開会式に参加し、その後それぞれのインターン

シップ先で研修をおこない、最終日に世羅ワイナリーでワークショップをおこないました。 

 学生はそれぞれの受け入れ先で多くの事を学び、初めての農家民泊もあり、充実した時

間を過ごしたようです。 

 

２．実習の内容 

学生は、各受け入れ先で以下のような実習をおこないました。 

◇世羅幸水農園 

日にち 研修内容 

9/7(月) ・原田会長から農園の概要説明を受け、圃場見学 

・11月に完成予定の加工場で使う梨の一次加工処理作業 

9/8(火) ・ワイン用ブドウの摘果、収穫作業 

9/9(水) ・梨の収穫作業 

・世羅町内の直売所や観光農園の見学 

9/10(木) ・町内の各農園から市場出荷される豊水梨の品質見合わせの様子を見学 
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・シナノゴールドの袋外し作業 

・豊水梨の収穫作業 

・ワイン用ブドウの摘果作業 

9/11(金) ・世羅のグリーンツーリズムについてのワークショップ 

 

◇株式会社恵 

日にち 研修内容 

9/7(月) ・ワイン用ハニービーナスの摘果作業 

9/8(火) ・キャベツの収穫作業、選別作業、コンテナ詰め作業 

・ブドウの選別作業 

9/9(水) ・ブドウのバック詰め作業 

・玄米の袋詰め作業 

9/10(木) ・キャベツの収穫作業 

・水田のイノシシ対策用電気柵を張る作業 

・電気柵の漏電を防ぐための草刈り 

9/11(金) ・世羅のグリーンツーリズムについてのワークショップ 

 

◇(有)世羅向井農園 

日にち 研修内容 

9/7(月) ・ミディトマトの袋詰め作業 

・ブドウのバック詰め 

9/8(火) ・ミディトマトの道の駅への出荷作業 

・ブドウのビニール張り（台風対策) 

9/9(水) ・ミディトマトの袋詰めと道の駅への出荷作業 

・トマトジャムのシール貼りと直売所での販売 

・トマトジャム作り 

・ブドウの収穫と袋詰め 

9/10(木) ・台風で落ちたリンゴの収集と加工用・廃棄の選別 

・ミディトマトの挿し木 

9/11(金) ・世羅のグリーンツーリズムについてのワークショップ 

 

 

⑤ 東広島市 ファーム・おだ 

１．インターンシップの概要 

 農事組合法人ファーム・おだでは、9月 15日から 9月 18日の 3泊 4日の間、インターン

シップを受入れてくださいました。参加したのは、生物生産学部 2年生の 2名です。 
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 インターンシップでは、ファーム・おだの方々が様々な研修をさせてくださいました。

ファーム・おだの組織概要や事務所での作業、

米粉パン工房のお手伝い、アスパラ収穫、浮

き楽栽培の見学などです。また、近畿中国四

国農業研究センターと広島県農業技術センタ

ーの研究員の方がおこなった米粉パンのアン

ケート調査を手伝わせていただきました。宿

泊は、吉弘組合長のお宅に泊めていただきま

した。学生は、ファーム・おだの皆様との交

流から多くの事を学んだようです。 

 

２．実習のスケジュール 

日にち 研修内容 

9/15(火) ・ファーム・おだの組織および事業内容、将来計画の説明 

・事務所にてレタスの売上集計および除草剤散布のデータ処理 

9/16(水) ・米粉パン工房「パン＆米夢」でパンの袋詰め、陳列、販売作業 

・米粉パンのアンケート調査の補助 

9/17(木) ・アスパラの収穫、および洗浄、選別、包装等の出荷調整作業 

・アスパラハウス内の草取り 

9/18(金) ・浮き楽栽培のレタスの苗を植えつける作業 

 

 

 

⑥ 呉市豊町大長 大亀農園 

１．インターンシップの概要 

 大亀農園は、呉市豊町大長で柑橘を中心に栽培をし、観光農園もおこなっています。経

営者の大亀さんは、地域を盛り上げる活動も積極的におこなっており、インターンシップ

では農作業体験だけでなく地域の行事やお祭り

にも参加させていただきました。 

 インターンシップは、9 月 21 日から 9 月 26

日までの 5 泊 6 日のあいだ受入れていただき、

宿泊もさせていただきました。参加した学生は、

生物生産学部の 2 年生 1 名です。参加した学生

は、しっかりメモをとりながら研修を受け、色々

なことを学ばせていただいたようです。 
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２．研修のスケジュール 

日にち 研修内容 

9/21(月) ・奥様と夕食の準備 

・大亀さん夫妻、娘さんご家族と夕食をとりながら交流 

9/22(火) ・イチゴの苗植え作業 

9/23(水) ・御手洗休憩所豊町観光協会でお手伝い 

・御手洗にある乙女座(元映画館)で開かれたジャズコンサートのお手伝い 

 来場者のカウントやミカンジュースの販売など 

9/24(木) ・ブルーベリージャムづくり 

・植物の生理学についての講義 

・ケーブルテレビの番組試写会に参加 

・とびしま街道地域おこし協力隊の方と意見交換 

9/25(金) ・みかんの古い枝や秋芽、小さい実を切り落とす作業 

・翌日開催されるやぐら祭りの準備の手伝い 

9/26(土) ・やぐらの担ぎ手さん用の昼食の準備手伝い 

・お祭りの見学、やぐらの担ぎ手も体験 

・地域の方々と打ち上げをしながら交流 

 

 

 

⑦ 大崎上島町 金原農園 

１．インターンシップの概要 

 金原農園は、大崎上島町にある柑橘生産農家

です。シトラスかみじま内にハウスをもち、高

級かんきつのせとかなどを栽培しています。イ

ンターンシップでは、9月 24日から 9月 27日ま

での 3泊 4日のあいだ受入れていただきました。

現地との調整には、大崎上島町役場の方がご協

力してくださいました。 

参加した学生は、生物生産学部の 1 年生 1 名で

す。金原さんのお宅に泊めていただきながら、

柑橘生産の現状や今後の経営の在り方など、お話しを交えながら研修をさせていただきま

した。学生は、現場に行ったことで多くの事を学んだようです。 
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２．研修のスケジュール 

日にち 研修内容 

9/24(木) ・柑橘農業経営についてのお話を伺った 

9/25(金) ・イノシシ対策柵の補修 

・ハウスせとかの摘果 

・デコポン、はるみの摘果 

9/26(土) ・日南、菊間中生の摘果 

9/27(日) ・段々畑のデコポン、はるみの摘果 

 

 

 

⑧ 大崎上島町 役場 

１．インターンシップの概要 

 大崎上島町役場では、産業観光課の皆様が 9 月 26 日から 9 月 30 日の 4 泊 5 日の間、イ

ンターンシップを受入れてくださいました。参加した学生は、生物生産学部の 2年生、2名

です。 

 大崎上島町では、修学旅行生を積極的に受

入れ島の活性化につなげようとしています。

今回のインターンシップでは、大崎上島町役

場の方がアレンジしてくださいました。また、

研修中は町内の方々にもお世話になりました。

学生は、地域に密着した町職員の仕事に触れ

ることができたようです。 

 

２．研修のスケジュール 

日にち 研修内容 

9/26(土) ・地区の祭りに参加し、みこしを担ぎ島内を巡行した 

9/27(日) ・地区の祭りに参加し、みこしを担ぎ島内を巡行した 

・午後からあるけんかみこしや神事を見学 

9/28(月) ・大崎上島町役場で地域の事について学ぶ 

・修学旅行生受入れのための駐車場規制を職員とともに行う 

・島内の名所見学 

9/29(火) ・修学旅行生受入れの業務手伝い 

 入島式会場の掃除、整備、横断幕を持って学生の出迎え 

先生方と各民泊先を回り、学生の体験内容の様子を記録 

(写真撮影、ビデオ撮影) 
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9/30(水) ・前日に引き続き、修学旅行生の活動内容を記録 

・離島式の会場準備、横断幕を持って学生の見送り 

 

 

 

 

（３）学生の研修報告概要 

 

① 東広島市 トムミルクファーム 

・生物生産学部２年生 

 食品科学コースを選択しており、生産現場のなかでも乳製品など衛生管理が厳しい食品

を扱うところに参加したいと考えた。また、トムミルクファームは６次産業化に取組んで

おり、牧場、加工場、観光地としての様々な側面をもつため多様な経験ができると思った。 

 最も印象に残ったのは、牛乳の殺菌工場で、低温殺菌のため１日がかりの作業で重労働

であった。安全な牛乳を提供するために、牛乳が通るパ

イプを毎回洗浄し、組み立てていた。官能検査で試飲し

た牛乳は、特有の生臭さがなく、口当たりがまろやかで

驚いた。消費者は安いものを求めがちだが、商品になる

までにどのような手間がかかっているか、そのうえで品

質の高さを知ってもらうことが必要だと思った。 

 

・生物生産学部２年生 

 将来、就農することはあまり考えていないが、地域創生や地域おこしに関わることをし

たいと考えており、農業や酪農、漁業などの１次産業に従事している方の話を直接聞く機

会がほしかった。インターンシップを通じて、机上の空論で物事を知ったような口をして

も意味がないことを改めて思った。農作業は天候に左右され、自分の思うようにいかない。

雨が降ると土がぬかるみ、うまく機械が動かず手直

しの作業が増えた。トムミルクファームでは、酪農、

畑作、加工品づくりなどを組み合わせた経営をして

いる。年間の作業内容を維持し、収益の確保につな

げているように感じた。一方、沖社長と話しながら、

トムミルクファームや地域を支えていく人材の育

成に苦労しているようにみえた。今回のインターン

シップを受入れてくださったのは、沖社長が日々悩

みながら、それでも何とかしようと努力されているからであると感じた。 

 研修を通じて、地方創生や地域おこしに必要なのは地域に根付いた農業や酪農などの１
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次産業だと思った。日本全体のことを考えると単に農業従事者や人口を増やすだけではな

く、半農半〇や週末の農作業体験といった様々な形で農業や地域に関わる人を増やす必要

がある。消費者が農業の持つ生産面での機能だけでなく多面的な機能についてより深く認

識することは、地域の一次産業を盛り上げていくことにもつながると考える。 

 

・生物生産学部２年生 

 トムミルクファームでは、６次産業をしており、畜産、農業、加工、販売の全てを経験

できると思い参加した。研修では、キャベツの植え付け作業が一番大変であった。天候が

悪く、畑の土のコンディションがよくなかったため、手直しの作業がたくさんあった。牧

場での作業は、初めてだったが牛に抵抗なく触れるようになり愛着がわいてきた。 

 農作業は単純作業が多いが、作業が長時間なので大

変であった。農作業を少ししただけで、大変だと口に

するのはよくないと感じた。天候によって当日の作業

を考えるのは当たり前だと思っていたが、実際には天

候と出荷の時期を考えて細かなスケジュールを立てな

がら作業をしていた。とても経験が必要な仕事だと感

じた。トムミルクファームで働く方々が、この仕事が

好きで、経営をよくしていこうと努力されていた。若

い社員も多いトムミルクファームには、魅力があると

感じた。 

 研修中、地域で開かれた豊栄・川内・福富の地域を活性化させようと協力して取組んで

いる会議に出席させていただいた。中山間地域に住む方がどのような危機感を持っている

か、直に感じることができた。研修を通じて、中山間地域について改めて深く考えるきっ

かけとなった。 

 

 

 ② 三次市道の駅ゆめランド布野 

・生物生産学部１年生 

 インターンシップに参加し、中山間地域の魅力

やそこで生活する人々の喜びや苦労を知りたい

と思った。また、「働く」ということを実際に体

験してみたいと考え参加した。研修を通じて、地

域の方が様々な苦労や失敗をしながら、よりよく

していこうと工夫をしていることがわかった。大

前農園では、水のあげかたによって病気がイチゴ

に蔓延しやすくなるため、水を含むシートの上に
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苗をおいている。道の駅ゆめランド布野では、お客様に何度も来ていただけるようなバイ

キングにするために日々新たな料理を検討していた。また、団体客がスムーズにバイキン

グを楽しめるように提供方法を検討するなどしていた。そのような姿をみながら、失敗し

たら次は成功に近づくように自分で考えてやってみることや、今の状況に満足せずに挑戦

することが大切だと感じた。 

 

・生物生産学部１年生 

 道の駅ゆめランド布野でインターンシップを希望したのは、販売や接客、農作業など様々

な活動を体験させていただけるからである。研修を通じて、農家の仕事の大変さ、経験か

ら工夫を重ねていくこと、働くことの大変さと楽しさを知ることができた。大前農園では、

イチゴ栽培の水のあげ方に工夫をして葉から葉に病気が移るのを防ぐようにしていた。道

の駅ゆめランド布野では、高齢者の方のために

バイキングの料理をバランスよくつめたお弁当

を家に届けるサービスを始めようと準備をして

いた。また、直売所では、職員の方が台の上に

乗りきらない商品が、車いすを使うお客様の邪

魔になるため、すぐに移動するよう心掛けてい

た。アイス屋さんでは、生乳からアイスを製造

しているため、衛生面にとても気を使っていた。

ここで働いている方たちが、色々なことに配慮しながら仕事をしていることを知ることが

できた。 

 また、布野の方たちは、客様とのやり取りや、私たちへの対応の仕方がとても親切であ

った。私たちには、明るく話しかけてくださり、差し入れや歓迎会まで開いてくださった。

布野の方たちの温かさを感じる６日間であった。インターンシップを受入れてくださった

感謝を忘れず、何かの形で道の駅ゆめランド布野に関わっていきたい。 

 

・生物生産学部１年生 

 インターンシップに参加したのは、夏休みを利用して色々な

ことに挑戦してみようとおもったからである。道の駅ゆめラン

ド布野を希望した理由は、体験内容が最も豊富で充実している

からだ。 

 インターンシップを通じて強く感じたのは、三次の方たちの

温かさであった。どこへ行っても、みなさんが気さくに接して

くださり、すぐに環境になれることができた。また、道の駅ゆ

めランド布野では、初めての取組みとして団体客用に２階でバ

イキングをおこなった。インターンシップに来た私たちに、こ
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うした初めての取組みのホールスタッフを任せてくださり、とてもうれしく思った。６日

間の体験で、三次の方々がとても優しい方たちであると感じた。人とのつながりや優しさ

を感じられる三次の魅力を、もっと発信できたらいいと思う。 

  

 

 

③ 安芸太田町井仁 

・教育学部２年生 

生物生産学部の「中山間地域・島しょ部連携特別講座」で安芸太田町役場の方の講演を

聞き、人口減少や高齢化に直面している地域の現状を直接行って知りたいと感じて参加し

た。研修を通じて、集落を「人が住めるところ」として維持していくには、水路の維持管

理、空き家の手入れ、獣害対策など様々な作業

が限りなくあることがわかった。棚田百選に選

ばれている井仁の棚田だが、生産者の体力が衰

え、耕作放棄せざる得ないところも増えている。

体験を通じて、中山間地域の過疎化や高齢化問

題の対応策は、手探りの状態で「地方創生」の

手立てとして明確なものがないと感じた。現在

おこなわれている対策も、現時点では良策かど

うかの判断ができない。ただ、地域に住む人が最後までここに住んでいてよかったと思え

る地域づくりが必要なのだと感じた。自分なりにできることを今後も考えていきたいと思

う。 

 

・生物生産学部２年生 

 生物生産学部の「中山間地域・島しょ部連携特別講座」で安芸太田町役場の方の講演を

聞き、限界集落と呼ばれる地域で住民の方や自治体、地域おこし協力隊の方がどういった

取組をしているか興味をもって参加した。体験を通じて、井仁地区の方々の行動力と問題

意識の高さを感じた。私はこれまで地元や東広島市内などで高齢化・過疎化などに悩んで

いる地域をいくつかみてきた。井仁地区の方々ほど「自分たちみんなで地域の問題を解決

しよう」という意識の高い地域は、他になかっ

たように思う。地域で取り組まれている、棚田

体験会や観光の取組、棚田オーナ―制度、獣害

対策、耕作放棄された棚田を利用したホンモロ

コ養殖は、井仁地区に住む方の気質・地域性が

あってこそ成り立っているように感じた。今回

のインターンシップは、井仁地区の現状を知り、
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問題点やその解決に向けた取り組みをみることができた。こうした地域には、単発に訪れ

るだけでなく、継続的にかかわっていくことが重要であると実感した。インターンシップ

では、自分の知識や経験を蓄積するだけでなく、再び井仁を訪れるきっかけにいたいと思

っている。 

 

・総合科学部１年生 

インターンシップに参加し、自分の過疎地域に対する曖昧な思い込みを変え、就職に向

けて何かを感じたいと思いインターンシップに参加した。研修では、地域の方が獣害対策

に苦労していることや集落には若い人が少なく、地域を存続していくことに諦めの気持ち

を持つ人もいることを知った。一方で、過疎

地域に暮らしている方たちの日々の努力や優

しさに触れることができた。これまで過疎地

域が廃れていくのは仕方がないと考えていた

が、地域の方々が諦めずに頑張っている姿を

みて、自分の考え方を変えていく必要がある

と感じた。 

 

 

 

・生物生産学部１年生 

教養ゼミ体験学習で井仁に行ったことがきっかけで、今回のインターンシップに応募し

た。今回の水路掃除や鳥獣害対策柵など体力の必要な研修を通じて、地域に若い人が少な

く、人口が少ないことが集落を維持していくうえで大きな問題になっていると感じた。今

回のインターンシップは、短期的には地域の

役に立てたかもしれないが、地域では長期的

な若者の受け入れを希望している。地域の維

持活動に、若者が継続的にかかわれる仕組み

として、色々な人が参加しやすいアルバイト

などがあれば、自分はまた参加してみたいと

考えている。 

 

 

④ 世羅町 

・文学部 3年生 

 地理学を専攻しており、将来は地域の魅力を伝え、地域の維持・発展に貢献できる仕事

に就きたいと思っている。実際に現地に行き、地域の方々の苦労や努力を知り、自分の目
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や体で地域の魅力に触れることは、今の自分にでき

る重要な経験になると考えた。また、中山間地域の

農業振興において、6 次産業化など新たな経営スタ

イルが必要だといわれている。6 次産業化に積極的

に取組んでいる世羅幸水農園で、これまでの経緯や

現状など詳しいお話をお聞きしたいと思った。 

 研修を通じて、世羅の観光農園は新たな技術や取

組を積極的に取入れ、とても発展していると感じた。

実際に農作業を経験して、想像していたスローライ

フとは程遠いものであることもわかった。また、世羅町の人口が高齢化にともなって毎年

200～250人減少し、2億 4000 万円の消費がなくなっている現実を知った。2015 年に開通し

たやまなみ街道の影響を受けて、これまでの主要道路であった 184 号線の利用が減少し、

その沿線に位置する多くの直売所などの利用客が減少傾向にあることなども知った。イン

ターンシップに参加することで、ただ訪れるだけではわからなかった多くの事を学び、世

羅についてより理解を深めることができた。 

 

・生物生産学部１年生 

 これまで、教養ゼミ体験学習などで簡単な農作業体験をしたことがあるが、しっかり体

験したことはなかった。将来、農業関係の仕事に関わりたいと漠然と考えているが、一度

もきちんと体験をしたことがないのは駄目だと思い参加した。 

 研修を通じて、農業は消費者から見えないところで作業をしていることに気づかされた。

一度出荷したら、消費者がどのような表情で自分

がつくった作物を食べているのかわからない。向

井さんご夫妻は、お客様の表情がわからない農業

はあまり楽しくないと思い、ブドウ狩りやリンゴ

狩りができる観光農園を開業させた。お客様に直

接手に取ってもらい、食べてもらう姿をみること

が、農業を続けていくモチベーションになってい

ることがわかった。また、農家民泊でお世話にな

った永井さんは、いつもお客様と一緒に夕食を食べ、家族と同じように談笑して過ごす時

間を大切にしている。インターンシップを通じて、人と人が交流することの大切さを学ん

だように思う。生産者と消費者がもっとつながった農業のあり方を目指していきたいと感

じた。 

 

・生物生産学部４年生 

 卒業研究で世羅の農業を題材にしたいと考えており、世羅地域の農業の現状を学びたい
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と思い参加した。 

 研修では、梨やブドウを出荷するまで

に様々な技術や工夫があることがわか

った。ベリーＡという品種のブドウは、

糖度をあげるために摘粒をおこなって

いた。ワイン用ハニービーナスは傷んだ

実を取り除くことでワインの色に濁り

が出ないようにしていた。豊水梨の収穫

は、熟しているかどうかの判別が難しい

ものだとわかった。また、品質の良い梨を生産するための土壌改善の方法、防蛾灯の種類

による防蛾範囲の違いなど詳しいお話をお聞きすることができた。圃場ごとに梨の木の樹

齢が異なり、それによって実の付き方に違いがあることは興味深かった。梨の選果場では、

最新のセンサーを導入しており、中が傷んでいる梨をはじき、重さや糖度を測っていた。

市場出荷の際には、選果場で選別された梨をさらに人の目で見て品質のばらつきがないよ

うチェックしていた。世羅梨ブランドを守っていくための、細かな努力の姿を知ることが

できた。 

 

⑤東広島市 ファーム・おだ 

・生物生産学部２年生 

 中山間地域・島しょ部連携インターンシップは、これまで専門教育などで学んだことと

のつながりがあると感じ参加を希望した。ファーム・おだは、去年の教養ゼミ体験学習で

田植えをした地域であり、水稲以外にも様々な取り組みをしていると教えていただいてい

た。 

 研修では、多くの事を体験させていただいた。ファー

ム・おだの概要や地域の自治組織についてのお話しや事

務所でのデータ整理、米粉パン工房のお手伝いとアンケ

ート調査、アスパラの収穫から出荷までの作業、レタス

の浮き楽栽培である。 

 ファーム・おだの方たちと過ごすなかで、組織の活動

を維持していくには補助金が必要であり、いろいろと苦

労をして確保していることがわかった。法人化したメリ

ットの一つが、補助金を受けられやすくなったことだそ

うだ。皆さんと話していると、吉弘組合長のおかげとお

っしゃる方が多く、印象的であった。また、農作業を体

験して感じたが、少人数で作業をおこなっていることに驚いた。地域では、若者はもちろ

んのこと、人手が不足していること、小田地区を出て行かれる方が多いことが課題となっ
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ている。ファーム・おだが設立されて、移住してこられる方もいらっしゃるが、それでも

過疎化への危機感は大変強いと感じた。こういった点は、情報として知っていても実感す

ることが難しいため、インターンシップに参加してよかったと思う。 

 

・生物生産学部２年生 

 去年の教養ゼミ体験学習では、ファーム・おだに来て田植え体験をさせていただいた。

その時は、半日という短い時間であり、ファーム・おだの全体像を知ることができず、残

念であった。そのため、インターンシップに参加することに決めた。３泊４日の体験を通

じて、中山間地域の条件不利性について、自分なりの考えをもちたいと思った。 

 研修中に強く感じたのは、作業をされている方たちの高齢化である。農作業を体験して、

腰を曲げたり、重いものを運んだりする

作業がかなりあった。想像していたより

農作業は体力的にきつく、ご高齢の方に

は負担が多いことを知った。また、ファ

ーム・おだでは、市場で大量に流通して

いるものと価格競争が難しいという課題

を抱えていた。そのため、道の駅や地元

のホテル、レストランなどに「地元でと

れた食材」として販売先を開拓し、販売場所で差をつけている。 

 ４日間を通じて、中山間地域の暮らしを垣間見ることができた。大学の講義で中山間地

域について学習し、少しは理解したつもりであった。しかし、実際に行ってみると、便利

なものに囲まれている普段の生活とは全く違うことが実感できた。今回は、普段と異なる

環境がある意味新鮮であったが、若い人が中山間地域で生活するのは簡単ではないと感じ

た。こういった経験を通じた実感を得ることができ、中山間地域の改善に対するより親身

な考えを持つことができたと思う。今回のようなインターンシップの受け入れ機会を増や

すことは、ファーム・おだのように地域に根差して努力されている姿を理解する、良いき

っかけになると思った。 

 

 

⑥ 呉市豊町大長 大亀農園 

・生物生産学部 2年生 

 教養ゼミ体験学習や中山間地域・島しょ部連携特別講座を受けて、地域おこしに興味を

もつようになった。地域振興や地域おこしに関連する本を読み、インターネットで調べて

みたが、どのようなことが必要なのか、何が自分にできるのか、など具体的なイメージが

わいてこなかった。そこで、インターンシップに参加して中山間地域・島しょ部で生活す

る方たちと交流し、農作業や地域のお祭りなどを体験することで地域振興や地域おこしに
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ついて自分なりの考えをもてるようになりたいと思った。 

 研修では、イチゴやみかん栽培に関する農作業をし、植

物がどのようにすればよく育つのかについて専門的なお

話しを伺った。また、自分で作った生産物を使った加工品

づくりや地域の伝統行事であるやぐら祭りについてなど

様々なお話しをお伺いし、活動をさせていただいた。地域

おこし協力隊の方と意見交換ができたことも大きな収穫

であった。 

 研修を通じて、中山間地域や島しょ部の条件不利性を抱

えた地域が活性化するために、大学生の自分なら何ができるか、考えるようになった。ま

ず、目標としたいのは、大学生と地域をつなぐことである。具体的には、収穫期などの忙

しい時期に学生ボランティアの募集、大学の音楽サークルなどに乙女座でコンサートの開

催を呼びかける、サークルの合宿やイベントを大長でしてもらえるよう企画を立てる、な

どである。インターンシップに行く前は何ができるか漠然としていたが、実際に地域に来

てみて地域の方と交流するなかで、今の自分にできそうなことがイメージできるようにな

った。 

 

 

⑦ 大崎上島町 金原農園 

生物生産学部 1年生 

 教養ゼミ体験学習のときに、金原農園でハウスせとかの摘果を体験させていただいた。

私と私の家族は「せとか」が大好きで道の駅で見つけると必ず買っている。金原さんはい

つでも来ていいよ、とおっしゃっていたので、インターンシップを利用して少しでもお手

伝いができないかと思い参加した。 

 現場に行ったことでわかったことがある。新しい市場

を拡大するために、ジャムやジュースなど加工品を作り、

6 次産業化に取組むことが推奨されている。しかし、現

場の人からすると、ジャムを作る時間的、設備的な余裕

はない。せっかく作ったみかんをジュースにするのはと

ても悔しいことなのである。 

 みかんづくりは外敵と自然災害との戦いである。1 日

目の晩に、イノシシが畑へ降りてみかんの木を根元から

ほじくり返していた。ミミズを食べに来たらしい。収穫

時期になれば、みかんを取っていくそうだ。イノシシ対

策として畑の入り口に金網をつけ、周りに電気柵を立て

ているが、それでも入ってくる。自然災害の話は、平成



105 
 

3年の台風による被害についてお聞きした。台風によって海水が巻き上げあれ、木ごと腐っ

てしまった。木を掘り起こして苗木を植えなおさなければならなくなった。 

 そして、高齢化と後継者の問題である。農業経営は、資本、技術、体力が必要だが、年

を重ねるごとに病気になったり、体力的に今まで通り畑を管理できなくなったりする。こ

れからの農業は、いかに省力化をするかにかかっているとお聞きした。そして、若い世代

に技術や知識を伝えていくことが重要だとおっしゃっていた。 

 研修を通じて、自分の知らないことがあまりにも多いことがわかった。現実を知らない

ままに、外部の人が地域活性化策として提案をしても農家の方からしたら実用的ではない

と感じた。私が地域の方のために何かできることは、即戦力にはならないかもしれないが、

収穫期などのお手伝いはできるのではないかと思った。 

 

 

⑧ 大崎上島町 役場 

・生物生産学部 2年生 

 中山間地域・島しょ部連携特別講座を受講した中で、特に過疎地域での行政の仕事に興

味をもった。現場に行って体験することで今までとは違ったことに気づいたり、感じたり

するのではないかと思い、参加した。 

 研修では、島の伝統的な祭りに参加し、民泊で修学旅行生を受入れるためのお手伝いを

させていただいた。修学旅行生の受け入れには、大崎上島町役場の方が修学旅行生を受入

れる島内の民泊先をアレンジしていた。民泊をしていただく家庭の確保には、大変苦労を

されているようであった。初めて民泊を受入れる家庭は、色々な不安があり、少しでも軽

減するために役場の方がアドバイスをし、詳しく説明をしていた。 

 研修中、島に住む大人同士、子供同士、

大人と子供が集まって話をしているよ

うな光景を多く見かけた。自分の地元で

はあまりみかけない光景であり、羨まし

いと感じた。また、一般に聞くよそ者に

対する白い目などは全く感じず、むしろ

温かさを強く感じた。大崎上島町役場の

三村さんは、研修中の指導だけでなく宿

泊もさせてくださった。田舎ならではのいいところやよくないところなど、包み隠さず教

えてくださった。講義ではわからないことを学ぶことができた。これからの過疎地域をど

のように活性化していくかという、難しい問題にどう取り組めばいいか。これからより深

く学んでいく決意を固めることができた。 
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・生物生産学部 2年生 

 以前から過疎が進む地域の振興について興味があり、現地での体験を通じてより理解を

深めたいと思った。1年生の教養ゼミ体験学習では、中山間地域にある三次の道の駅ゆめラ

ンド布野でお世話になった。今回インターンシップは、大崎上島町という離島地域でのプ

ログラムであり、これまでにない知見が得られると考え参加した。 

 研修を通じて、大崎上島町役場の方が心掛け

ているのは、住民との意思疎通であると感じた。

島の住民の方々は、過疎化や高齢化を深刻に考

えており、修学旅行生の受入れなど肯定的にと

らえている。しかし、持続的に受入れていくこ

とに対しては、難しさを感じる家庭も少なくな

いようであった。こうした課題に対して、職員

が受入れ家庭への訪問や対話を重ねていた。 

 今回の研修で最も強く感じたのは、離島地域社会の結びつきの強さである。祭りに参加

したときにみた光景は、住民同士がほぼ知り合いであるようだった。三村さんと島内をま

わっているときは、行く先々で知り合いに遭遇していた。知り合いにあう度に会話を交わ

しているのを見て、町の職員であるが、それ以前に島の住民なのだと感じた。行政と一般

住民の距離が近いような印象を持った。住民の要望と町職員の行動に乖離が起きにくく、

町の問題に対して一致団結しやすいのだろうと感じた。 
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４．学生・教員による地域課題研究概要 

 

地域課題研究 

 

テーマ：「瀬戸内経済圏における攻めの農水産業と農水産物輸出－食品関連産業のグローバ

ル対応の視点から－」 

 

１．地域研究課題の内容 

 広島県をはじめ、瀬戸内経済圏の産地の多くは、国内市場をメインにした生産、流通体

制を構築している。一方で、加工部分の多くは、大手、中堅企業を中心に加工拠点を中国、

東南アジアへ移し日本向け製品の製造を行っている。現在、産地や農水産物加工企業は、

国内経済の低迷による低価格志向の広まりや消費量の減少、少子高齢化による人口減少を

受けて国内市場が縮小していくという懸念を抱えている。   

多くの産地では、生産構造の改革や活力ある担い手確保に努めるとともに、行政や産地

企業が主体となって海外に向けた販路拡大を目指している。また、海外に拠点を移した加

工企業は、日本向け販売の一部を現地および周辺国向けへとシフトし始めている。 

しかし、国内からの輸出は、高付加価値、高価格品を中心とし、日本産品は高所得者市

場しかターゲットにできない。輸出を行なう多くの企業は、海外市場の限界を感じている。 

 本活動では、広島県および瀬戸内経済圏の産地および食品関連産業がおこなう輸出の現

状とグローバル市場から求められる要求にどのように対応しようとしているのか、関係団

体、企業、機関からのヒアリング調査によって把握する。市場拡大の限界がみえる従来型

の輸出戦略にある高付加価値・高価格路線とは異なる、新たな戦略の方向性についての検

討をおこなう。 

 

２．研究の進捗状況 

 広島県の輸出振興、輸出政策、県内から農水産物や食料加工品がどのようなプロセスを

えて輸出されているのか、輸出国や輸出相手からの要求に対してどのように対応している

のか等について関係者からヒアリング調査をおこなっている。海外に生産拠点をもつ企業

が、広島を拠点としながらどのような世界戦略を描こうとしているのか、などもヒアリン

グしている。これまでの調査対象は、広島県庁､食品関連企業、農水産物生産者などである。 

 

３．教育・研究への効果 

生物生産学部の科目、地域経済や社会を扱う教育分野では、従来とは違う視覚から農林

水産業や農山漁村を扱う必要性が増している。広島県における輸出活動を分析することに

より、地域がダイナミックに動くグローバル経済、特にアジア経済に対してどのように対
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応すればよいのかが見えてくる。広島県及び瀬戸内圏で生じている事象を多面的に捉えて、

教育体系に取り込んでいく。 

研究面では、日本及びアジアの農山漁村社会の構造変化がダイナミックに動く世界の経

済社会変動のなかでどのように引き起こされているのか、地域がそれらにどう対応してい

くかという視点からの諸研究への貢献が考えられる。 

 

 

広島地域をテーマとした卒業論文・修士論文  

 

１）該当する論文の発表数 

年度 卒業論文 修士論文 

平成 27年度 ５／２２ ４／５ 

注１）卒業論文の分母は「生物圏環境学コース」の卒業論文数。 

 ２）修士論文の分母は「食料資源経済学講座」の修士論文数。 

 

２）平成 27 年度 卒業論文のタイトル 

・ 農業法人が農業の担い手確保に果たす役割と展開方向―広島県を事例として― 

・ 広島県世羅町における農家民宿が地域振興に果たす役割 

・ 広島県における中晩柑品種の展開 

・ 広島県産レモンを使用した加工品に関する考察 

・ 広島県産レモンを使用した加工品に関する考察 

 

３）平成 27 年 修士論文のタイトル 

・ 経営継承の視点からみた新規就農者支援制度のシステムとそのあり方～広島市活力事

業を事例として～ 

・ 家族農業経営の発展過程とマーケティング戦略の展開方向－広島県を事例として－ 

・ 農山村集落における過疎対策の実情と地域課題 

・ 都市化進行下の水田農業地帯における農地転用の実態と地域農業への影響－東広島市

を事例として－ 

 

４）その他 

 平成 27 年度においては、該当する地域のうち 2 か所（安芸太田町、世羅町）において、

卒業論文あるいは修士論文の発表会を開催し、地域住民・農業関係者・行政職員などが多

数参加して頂いた。研究結果を地域に還元する活動の一環であるが、微力ながら、学生の

研究結果が地域振興に少しでもつながれば幸いである。<以下、Facebookの記事より引用> 
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＜2016 年 3月 21 日＞ 

明後日に修了式（学位授与式）を迎えるうちの研究室の高橋穂さんが、今日、棚田で有名

な安芸太田町井仁で修士論文の報告をしてきました。 

彼女の修士論文は、美しい景観の棚田を持つ集落ゆえの苦悩と葛藤、そして誇り、これら

がどのように住民の皆さんの中に存在するのかを悉皆調査で明らかにしたものです。 

住民の皆さんは彼女の報告をとても温かい眼差しで見つめて下さいました。最後に住民の

皆さんからサプライズで感謝状が彼女に手渡されました。これは、4年間通って、住民の皆

さん全員の顔と名前を覚えた彼女が得た信頼の証です。 

井仁の皆さん、本当にありがとうございました。 

＜2016 年 3月 22 日＞ 

明日に卒業式を迎えるうちの研究室の林くんと黒木くんが、世羅町役場で卒業論文の発表

をする機会を頂き、報告してきました。 

林くんは世羅町の農業法人が農業の担い手確保に果たす役割、黒木くんは世羅町の農家民

宿が農村振興に果たす役割について、それぞれの卒業論文で検討しました。 

今日は、卒論執筆の調査でお世話になった世羅高原 6 次産業ネットワークの皆さん、世羅

町産業振興課の皆さんに発表をご覧頂きました。 

質疑応答や意見交換では、現場での皆さんの活動に即したとても貴重なコメントを頂き、

卒業式直前にとても意義深い貴重な機会となりました。改めて、世羅町の皆さんのホスピ

タリティに感激いたしました。 

世羅町の皆さん、本当にありがとうございました。 
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第Ⅲ部 「地(知)の拠点」 

円卓フォーラムと COC評価 
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１. 円卓フォーラムの考え方と仕組み、共同宣言 

 地の拠点活動における中山間地域・島しょ部の市町・地域と広島大学との交流と連携、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、そして地方創生に結びつく人材育成について地域・学生・大学が

討論し、今後の地（知）の拠点や中山間地域・島しょ部の活動の方向を共有するため、毎年円卓フ

ォーラムを開催しています。 

この円卓フォーラムは、市町・地域と学生・大学の連携や取組

を年々強化するための情報共有・改善の仕組みとしてだけで

なく、大学の自己点検や機能的な外部評価として位置づけ、

オープンなＣＯＣ改善の仕組みになっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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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. 円卓フォーラムの趣旨とプログラム概要 

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。 

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

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/c78fa480f9603e7cb36f67b4abc15afd.jpg
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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。 

第２回円卓フォーラムの構成 

 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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３. 第２回 円卓フォーラム第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)がプリ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。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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（４） 第２回円卓フォーラム 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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I 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/8878a95c918c9a79ac159a5ac8dadbb0.png
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/db2d0d938ae93c7a9396bd4b04e3a505.jpg
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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。 

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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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名は昨年度も参加であるため、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
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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。 

 

II  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


121 
 

  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。 
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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
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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
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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
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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。 

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
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第Ⅳ部 「地(知)の拠点」 

特別活動 

 
  

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/346b9c94593ff4799f2cc8f4e8a11b58.jpg
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１．地域漁業学会 シンポジウムにおける COC 報告 

 

地域漁業学会 シンポジウムへの参加 

地域漁業と大学      ―地方創生と人材育成の視点からー 

                  広島大学 天野通子、山尾政博 

 

 シンポジウムが目指したもの 

 去る 2015年 10月24日～25日、社会文化的な視点から水産業と漁村社会の解明を目標とする

地域漁業学会第 57 回大会が、広島大学生物生産学部を会場に開催された。地域漁業学会では、

本学部で大会を開催するのを機に、農学・水産学分野を教育対象とする中四国の大学が取り組

む地域志向型教育の諸実践について交流をはかり、今後の人材育成の視点を議論することにし

た。 

 農学・水産学分野では、もともと現場主義にもとづいた地域志向型教育をめざしてきた。しかし

近年は、教育研究分野が細分化し、より高度な内容へと進むにつれ、大学教育にあった現場主

義が薄れつつある。大学の社会貢献や地域貢献、地域連携といった具体的な社会的責任が課せ

られるなかで、再び地域志向型教育へ軸足を移す動きもみられる。 

 シンポジウム報告を担当したのは、文部科学省の「地（知）の拠点大学による地方創生推進事

業」（以下、COC と称す。）の支援を受けて活動する広島大学、島根大学、愛媛大学の関係者、そ

れに水産業に人材を送りだすことを使命としている下関水産大学校であった。企画・立案は、広

島大学 COC の中山間地域・島しょ部領域の天野通子特任助教が担当した。 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

広大地（知）の拠点活動からの問題提起 

 シンポジウム開催にあたり、天野助教が、条件不利化する地域漁業社会と地方創生の動きにつ

いて問題提起した。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/14af1079c36f7ad9761f356236b00a1a.jpg
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沿岸部、島しょ部からなる漁村地域は、地域経済を支える漁業が衰退し、過疎化・高齢化が進ん

で地域社会の活力低下という問題に直面している。一方、地域を盛り上げるために様々な人が多

様な取り組みを行い、それを支援する多様な施策が実施されている。 

このようななか、地域社会において人材育成を担う地方大学では、新たな動きが注目される。近

年、大学では、社会貢献、地域貢献、地域連携など、社会から具体的な責任が課せられている。

大学の社会的責任が強く求められるなか、地方大学は、地方で活躍する若者を育成する場として

の役割が再認識されている。文部科学省はこうした大学への社会的期待に応えるために、平成

25 年度から「地（知）の拠点整備事業」（COC）、平成 27 年度からはこの事業を拡大して「地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業」（COC+）を開始した。 

農林水産学分野を教育研究対象とする大学・学部の多くは、これまでもフィールドワークを重視す

る、現場主義にもとづいたカリキュラムを実施した経験を有してきた。しかし、このプログラムに参

加することで、地方創生というこれまでより実践的な課題の解決と、そのための人材育成という目

的意識にそった教育研究体系の確立を目指すようになってきた。シラバスに地域志向型教育を導

入し、或いは、新学部創設、大学の地域センター設立など機構改革の動きが活発になっている。

大学は、地元地域の力を借りて学生を教育することを、現場主義にもとづいた地域志向型教育と

して位置づけようと努めている。こういった教育方法は、これまでフィールドワークを重視していた

関係教育コース、あるいは研究者が独自におこなってきた。それが、今は学部や大学、さらには

地方の大学ネットワークによって実施されつつある。 

  

地域志向型教育を支える枠組み 

 

大学には、地域志向型教育を支えるシステム作りが求められている。図に示したように、地元地

域と連携を取りながら、学生教育を実施することになる。大学の側には、地元地域との間で活動

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/e87f6f3a945e5ef27379550bf5f1a385.jpg
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の企画・立案、さらには実施を担当する有能なコーディネーターの配置が求められる。一方、大学

は、地域との交流・連携を通して、具体的な地域貢献活動を行うことが求められている。 

 

シンポジウムの論点 

 シンポジウムでは以下の三つを論点とすることになった。 

 第１には、大学が取組む人材育成の方向性について、意見交換を行うことである。地域志向型

教育が即戦力となる人材の育成を目指すのか、中長期的な視点で学生の人材育成をはかるの

か。そこで目指すべき人材像とはどのようなものか。これを地域とどのように共有してゆけばよい

のかが議論になる。また、教員が独自におこなってきたフィールド教育との違いは何か、について

も重要な論点である。 

 第２には、地域と大学、継続的な連携の仕方とはどのようなものかを議論することである。コー

ディネーターの視点、大学教員の視点からみる連携と、地域が大学と連携するこことの意義とメリ

ットをどのようにみているかを明らかにすることである。 

 第３には、持続可能な地域志向型教育のしくみの確立に向けて大学に求められること、連携地

域にできることは何かを具体的に提案することである。 

 

広島大学生物生産学部の COC 活動の特徴 

 広島大学の取組については、コーディネーターの大泉賢吾氏が、「地域連携から地方創生につ

なぐ人材育成と地（知）の拠点活動」というタイトルで報告した。広島大学では平成 25 年度より、

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」をテーマにした COC に取組んでいる。生物生

産学部では、中山間地域・島しょ部をフィールドに、農水産業と地域社会の課題解決に向けた地

域志向型教育を行っている。広島県の瀬戸内海島しょ部や中山間地域では、過疎化・高齢化が

進み、生活・生産面での条件不利化が著しく、活力低下という問題に直面している。生物生産学

部では、こうした問題に積極的に対応する先進地域の自治体および地域社会と連携し、地域を志

向した教育・研究・社会貢献を行っている。 

生物生産学部 1 年生全員を対象に行う体験授業、教養ゼミの場で行われる事前と事後の学習活

動、地域振興で活躍する方々を講師に招いて開講する特別講座、全学部を対象にした地域志向

インターンシップ、地域特別演習などが実施されている。連携先は７市町１０地域にわたり、地方

自治体および地域住民のご協力により、学生教育が実施されている。 

自治体、地域、学生、教職員が参加して開催する円卓フォーラムは、地域と学生・大学の連携や

取組を強化するために必要な情報共有の場であり、活動改善に向けた意見交換の場である。人

材育成に向けた地域志向型教育の在り方、域学連携と人材育成に対する地域の短期的期待が

議論される一方、域学連携のメリットで説明できない、人材育成に対する地域の深い思いも学生・

教職員に伝えられている。 
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山陰漁業の振興と水産教育の確立に向けた島根大学の取組 

島根大学生物資源科学部の伊藤康宏氏は、「島根大学の取り組み：しまだい COC 事業」というタ

イトルで、山陰における水産教育拠点形成に向けた取り組みを中心に報告した。生物資源科学部

では中山間地域における課題解決に取り組む一方、水産分野では山陰の水産業を題材とした水

産教育を企画・立案しつつある。山陰は日本でも有数の漁業のメッカであるにもかかわらず、人材

育成の場が十分ではない。水産業と言っても、太平洋と日本海では何もかも違う。山陰および日

本海の水産業を題材とした水産教育が必要とされており、育てる学生には水産業普及指導員の

ような役割が期待されている。 

島根大学では、「つくり育てる水産業」マインドを持った若手水産指導者の育成という具体的な課

題を掲げて、山陰の水産業を題材とした水産教育に取り組む活動を具体化させている。しまだい

水産資源管理プロジェクトセンターは、持続的で安定した生産のための有用水産資源の管理に関

する課題研究を行っているが、それらの多くは地域社会からの強い要望をうけて実施しているも

のである。 

  

地域にあって輝く大学をめざす愛媛大学の取組 

愛媛大学農学部の若林良和氏は、「愛媛大学における地域志向型教育と COC 事業」と題して、

同学部が取り組んできた地域志向型教育の実践、それを踏まえた社会共創学部設置の動きにつ

いて報告した。 

愛媛県は水産業が盛んな県だが、水産学を専門的に教育するコースを持っていなかった。そこで、

水産業の活性化に貢献できる人材育成と、先端的な研究を基礎にした「新しい水産業」を推進で

きる人材育成を目標に、農学部内に海洋生産学特別コースを設置した。平成 21 年にスタートして、

すでに６年間の実績を積んでいる。このコースの特徴は、3～4年生は実験・実習を中心にした専

門教育を、愛南町にある南予水産研究センターで受けることである。愛媛大学は愛南町との強い

連携と支援のもと、地域志向型教育を効果的に実践している。 

愛媛大学では、文理融合・連携による多彩な教育の展開を目的とした社会共創学部の新設を構

想・準備している。講義とフィールドワークでの実践がつながるようなプログラムを計画しており、

地域の課題解決に取り組む人材育成を目指している。水産業では養殖システムにおける新資源

の発掘、漁村コミュニティの活性化などが学ぶテーマになる。水産業振興を通して地域活性化を

目指す学生の履修モデルをすでに作成している。地域が求める人材育成の可能性と限界を踏ま

えつつ、地域連携のあり方を考えていきたいとのことである。 

  

水産業界に人材を送り続ける水産大学校の教育活動 

独立行政法人水産大学校の甫喜本憲氏は、水産流通経営学科に焦点をあて、長年にわたる教

育活動の成果を要約して報告した。農林水産省所管の日本で唯一の水産専門大学であり、水産

業界に有能な人材を送り出すことを社会的使命としている。水産関連への就職率は 88.2%ときわ

めて高い。国立大学法人が COC を実施して地域志向型教育を導入・実践しようとしているのに対
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し、水産大学校では実践的かつ地域に根差した教育内容をすでに構築している。水産流通経営

学科では、1 年次から４年次の卒業論文作成に至るまで、水産物フードシステム実習、水産人材

育成論、水産フィールドワーク論、漁業経済・流通調査実習調査、水産地域振興論などの科目を

配置している。同学科では、他の専門科目とあわせて体系的な地域志向型教育カリキュラムを実

施している。 

地域振興に関する漁村からの相談や自治体からの要請に対して、学生へも参加をよびかけてい

る。また、小・中・高校への出前講義はもとより、水産業界および地域での社会人教育も行ってい

る。こうした活動を通して大学校は地域との連携を強化している。 

水産大学校の特徴は、きわめて効率よく地域志向型教育や地域連携が行われていることであり、

日常的に運営される教育カリキュラムのなかに組み込まれていることである。長年にわたり意識

的に取り組まれてきた教育活動の成果である。 

  

参加者とパネリストの活発な議論 

 後半のディスカッションでは、一般参加者、研究所関係者、大学関係者から様々な意見が交わ

された。他大学で COC に取組む大学関係者からは、大学改革によって人員や予算の削減がおこ

なわれるなかで、大学内のガバナンスも整わないままに、地域志向型教育を組み込んだ教育内

容の充実をはからなければならない現状が語られた。また、これまで大学はグローバル化への対

応とそれにともなうグローバル化人材の育成を求められてきたが、急きょ地方人材の育成が求め

られ、両者のギャップにとまどいを感じる教員が少なくない。特にCOC＋では、地方の就職先が限

られているなかで、地方人材を育成し地方への就職率を求められ、政策としての矛盾を感じざる

を得ないとの意見があった。 

 一般参加者からは、地方創生が指す「地方」と実際に議論される「地域」との言葉の概念の違い

を考慮する必要がある点が指摘された。また、これまで大学研究者が地域と関係を築きながら培

ってきたフィールドワークによる教育と今日求められている地域志向型教育とは、求められている

教育像が異なるのかという質問があった。これに対し、報告者側からは、水産大学校の姿が現在

求められている教育のあり方であり、他大学はそれを目指して取組んでいると答えた。 

 地域志向型教育のあり方については、多様な意見がみられた。ひとつは、学生の自主性を重ん

じながら行う自立的な活動であると捉え、地域と大学が相互に協力しあって地域を担う学生を育

てるという考え方である。もう一つは、大学は、いかにして地域が学生に与える専門性の高い知識

を吸収させるか、という点である。地域志向型教育には、地域と関わる事前、地域活動に参加した

事後における大学による教育的指導が重要であるという議論もなされた。 

  

全体のまとめ 

 ４人の報告と全体討論を通して、次のような地域志向型教育に取組む意義が確認された。 

１ 地域漁業・漁村社会と大学教育との連携 
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 地域では、即戦力となって地域創生活動を担う若者人材が欲しいという強い要望がある。しかし、

専門教育がメインの既存の大学教育では対応が難しいが、最近になって、大学は地域志向型教

育をカリキュラム化している。一方、地域は教育の場と現場の経験知を提供し、大学と共同して若

者を育てるというスタンスをもちつつある。 

  

２ 大学が取り組む人材育成の方向性 

 大学が取り組める人材育成は中長期的な視点にたったもので、必ずしも短期的なものではない。

目指す人材像は、個々の能力を生かしながらも、チームワークで地域問題を解決できる能力のあ

る人である。そうした人材育成のためには、大学のカリキュラムを体系化するとともに、地域と大

学が共同した手作り感のある育成プログラムが求められる。 

  

３ 地域と大学の継続的な連携 

地域と大学の関係を継続させるためには、大学が地域を疲れさせない、節度のある付き合いや学

生の成長を感じさせるプログラムづくりが必要である。一方、地域・市町からの教育内容に関する

提案を大学の地域志向型教育に反映させる枠組みが有効である。これまで次元が違うものとして

扱われてきた、地域の若者を受容れる活動と大学の地域志向型教育を共同させる取り組みの連

携が有効である。 

  

４ 持続可能な地域志向型教育の仕組みづくり 

 地域志向型教育を進めるには、地域内、大学内でのノウハウの蓄積とマニュアル化が効果的で

ある。多様な内容をもつ教育カリキュラムにおいて、重点項目を明確化して取組み内容の簡素化

をはかることが有用である。それによって、大学内の地域志向型教育向けの経費を節約できる。

また、地域がもつ様々な地方創生活動と地域志向型教育を連携させれば、コストシェアができる。

さらに、地域志向型教育を進めるための大学間ネットワーク、地域が大学と連携するための地域

間ネットワークを構築することによって、情報共有と連携窓口の一本化がしやすくなる。 

  

５ 大学との連携に、地域はどのような効果が期待できるか 

大学内に地域貢献に関する学生や教職員とのネットワークづくりを進める。一方、地域のなかに、

地域の場をつかった教育プログラムの提供の仕方などノウハウの蓄積が進むことが期待される。

地域が大学との連携活動に取組むことによって、調整のあり方や内部人材の育成が進む。地方

創生を担うことができる人材の輩出につながる。 

  

報告者が提起した論点、討論で示された問題点や課題は多岐にわたる。今後さらに実践を深め

るなかで、水産業及び漁村社会における地方創生と人材育成に、大学がどのように関わるかが

深められなければならない。 
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２．内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局への COC 取組み説明 

 

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局のご要請をいただき、本学地（知）の拠点中山間地域

島しょ部領域における人材育成の取組説明と意見交換を 9 月 9 日に行いました。 

平成 27 年 9 月 9 日（水） 合同庁舎８号館 

 

内閣官房事務局 まち・ひと・しごと地方創生人材育成説明資料 目次 

（広島大学 地（知）の拠点中山間地域島しょ部領域）２０１５．９．９ 

 

■プレゼンテーション資料及び添付資料 

【資料 1】広島大学 地（知）の拠点中山間地域島しょ部領域 説明資料 

【資料 2】地（知）の拠点中山間地域島しょ部領域パンフレット 

   －地域連携から地方創生へ－ 

【資料 3-1】教養ゼミ（中山間地域・島しょ部体験授業）シラバスと概要 

【資料 3-2】地域体験学習（教養ゼミ）に参加した学生のアンケート調査結果・意見 

    （26 年度まとめ 及び 27 年度集計グラフ）  

【資料 4-1】中山間地域・島しょ部連携特別講座 シラバスと概要 

【資料 4-2】中山間地域・島しょ部連携インターンシップシラバスと概要 

【資料 4-3】地域体験授業についての担当教員アンケート調査結果 

【資料 5-1】第１回地(知)の拠点中山間地域島しょ部領域円卓フォーラム 

   －中山間地域・島しょ部と広島大学－   （活動の自己点検・外部評価等） 

【資料 5-2】第２回地(知)の拠点中山間地域島しょ部領域円卓フォーラム 

－地方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育－（活動の自己点検・外部評価等） 

【資料 5-3】地の拠点活動を受け入れた地域の人々、自治体の意見  

【資料 5-4】宮城県議会地方創生調査特別委員会視察とワークショップ 

   －地方創生において大学に何を期待するか－  

【雑誌投稿記事別刷】「農業及び園芸」広島大学 COC 活動掲載記事 

   －広島大学 COC における中山間地域・島しょ部との連携による体験学習－ 

【報告書冊子】地（知）の拠点中山間地域島しょ部領域 平成 26 年度成果報告書 
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３．宮城県議会地方創生調査特別委員会・学生の COC ワークショップ 

 

 平成 27 年 5 月 27 日（水）に、「地（知）の拠点整備事業（COC）中山間地域・島しょ部領域（生物

生産学部）」では、宮城県議会地方創生調査特別委員会（議員 8 名、職員 3名）の視察を受け入

れました。 

 

 植松一眞生物圏科学研究科長から歓迎のあいさつを行った後、担当教員らがCOC事業の概要

説明などを行いました。質疑応答の後、COC 事業で連携している中山間地域・島しょ部の市町か

ら安芸太田町、世羅町、大崎上島町をお招きし、協力企業のサタケ、中国新聞社を交え、「地方創

成において、大学に何を期待するか ―農水産業と農山漁村の場合―」をテーマにワークショップ

を開催しました。 

 

 大学院生がファシリテーターを務め、県議会議員、学生、地域の積極的な意見交換と交流が行

われました。 

議員からは、「地域志向型教育の進展がよくわかった」「地域と大学との連携の可能性を考えるき

っかけになった」「大学の本来の姿である長期的視点で地域と連携した人材育成を行って欲しい」

という発言などが出されました。 
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４．ＣＯＣ中山間地域・島しょ部×広大生コラボマルシェの開催 

 

 広島大学大学祭の生物生産学部公開（１１月８日（日曜日） ）において、「ＣＯＣ中山間・島しょ

地域×広大生コラボマルシェ」を開催しました。 

 このマルシェは、大崎上島町食文化海藻塾と安芸太田町・井仁の皆さんの全面的なご支援によ

って開催することができました。また、学生は準備段階から、地域の皆さんとの事前のコミュニケ

ーションや企画立案、材料の買い出し、プログラム調整などに取り組みました。マルシェでは、ＣＯ

Ｃ連携地域の大崎上島町食文化海藻塾の皆さんの豆腐ドーナツアカモク入り、イギス豆腐、牛乳

寒天の各 200 食は早々に予定試食数に達し、また安芸太田町井仁の 棚田米（広大田）サンプル

小袋 200 食分も来場者の方にお持ち帰りいただき、両地域とも大変好評をいただきました。 また、

会場内で大崎上島町海藻塾と安 芸太田町井仁（棚田）の方々に講演いただいたミニセミナーも、

多くの来場者の方々に熱心にお聞きいただくことができ、地域と連携したＣＯＣ中山間島しょ部 領

域の活動への理解も深まったと思います。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/citytd/area05.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/citytd/area02.html
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大崎上島町食文化海藻塾のコーナー 

 

                            大崎上島町食文化海藻塾のミニセミナー 

 

 当日は、雨にもかかわらず家族連れやグループなど約 400 人以上の来場が有り、マルシェ会場

は終日混雑しているような状況でした。 来場者の皆様、また連携地域の大崎上島町海藻塾と安

芸太田町井仁（棚田）の皆様、大変ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          安芸太田町井仁のミニセミナー 

 

５．広島市立大学研修会（FD）講演 

 

平成 28 年 3月 8 日（火）に広島市立大学講堂で開催された広島市立大学全学 COC プラス研修

会（FD）において本学COC中山間地域島しょ部対策領域の取組について講演しました。講演内容

は、以下の通りです。 

１．教授の山尾政博から「中山間地域・島しょ部対策領域の活動がめざすもの」、２．特任助教 天

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/346b9c94593ff4799f2cc8f4e8a11b58.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/eb610e149743813db06fcc82b6ae5f6d.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/4a35707aff095be98ee526f512c7e342.jpg
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野通子から「地域志向型教育の出発点 －体験学習の成果と評価 「地(知)の拠点」－、３．准教

授 細野賢治から「体験学習から地域志向型教育への発展    －連携特別講座、インターンシッ

プ、特別演習－」、４．コーディネーター 大泉賢吾から「大学が地域と連携する意義、地域が大学

と連携する意義」、５．教授 山尾政博から「まとめ、今後の課題 」を報告しました。   

 

 

 

 

 

 

 

６．三次・庄原青年会議所例会で COC 取組みの講演 

3 月１０日（木）に三次ロイヤルホテルで開催された三次青年会議所と庄原青年会議所の 3月合

同例会において、本学ＣＯＣ中山間地域島しょ部対策領域の取組を講演しました。 

 

  

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/2016/03/25/miyoshi-jc/%e4%b8%89%e6%ac%a1jc%e4%be%8b%e4%bc%9a%e5%86%99%e7%9c%9f/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/2016/03/25/city-coc/%e5%b8%82%e5%a4%a7%e8%ac%9b%e6%bc%94/
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第Ⅴ部  

ＣＯＣ中山間地域･島しょ部領域

の主要成果指標と実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/346b9c94593ff4799f2cc8f4e8a11b58.jpg
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 広島大学地（知）の拠点中山間地域島しょ部対策領域の主な教育研究活動は、プログラ

ム概要に示したとおり教養ゼミにおける体験授業、この体験授業の発表会、地域志向イン

ターンシップ、秋冬の体験学習、特別講義（地域招聘講師）、特別活動、そしてこれらを

まとめる円卓フォーラムなどです。また、COC活動について毎年改善を行っていくために、

学生、教員、連携自治体、連携地域等へのアンケート調査を行っているほか、年に数回各

地域や市町（主に７市町１０地域）を訪問して意見交換や活動などへの要望などをお聞き

する会議や打合せを行っています。 

 また、新聞・テレビなどの報道機関へのプレスリリースを行い、一般市民の方々にもご

理解を得る活動を展開すると共に、学生のモチベーションアップにもつなげています。ま

た、文教ニュース、文教速報という教育専門誌、専門雑誌への原稿投稿、市町や JAの広報

誌などを通じても、活動の理解につなげています。 

 こうした活動の年間のアウトプットを定量的にとりまとめたものを成果指標とし地（知）

の拠点のレベルアップを目指すほか、アンケート調査・意見交換の定性的データも重要視

して改善にも取り組んで参ります。 

平成 27年度のＣＯＣ中山間地域島しょ部領域の総活動数は、学生、地域指導者、教職員な

ど延べ５，３３９人・コマです。 

 

平成 27 年度ＣＯＣ成果指標と活動実績概要（一般参加者は除く）  

  －地（知）の拠点中山間地域島しょ部対策領域－  

 

活動延べ人数 総計 ５，３３９ 

  活動数のうち地域・市町延べ 1047、うち教職員延べ 1028、 

うち学生延べ 3236 
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http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/indicators/27seikashihyou.html/27%e6%88%90%e6%9e%9c%e4%b8%80%e8%a6%a71/
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http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/indicators/27seikashihyou.html/27%e6%88%90%e6%9e%9c%e4%b8%80%e8%a6%a72/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/indicators/27seikashihyou.html/27%e6%88%90%e6%9e%9c%e4%b8%80%e8%a6%a73/


142 
 

 

 
 
 
 
 

 

第Ⅵ部 広報報道関係 
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１．プレスリリース資料 

 広島大学地（知）の拠点大学による地方創生推進事業中山間地域・島しょ部領域の活動を一般

の方々にや地域の方々に広く知っていただき、また地（知）の拠点の活動への理解を深めていた

だくために、積極的にプレスリリースを行っています。結果として、新聞や TV など報道機関の記

事・ニュースとして地の拠点活動が多数取り上げられ、活動を展開している学生はもとより連携地

域や連携市町から大きな反響が寄せられています。 

 

 

第６回）平成 27 年 8 月 11 日 

地方創生を担う人材育成インターンシップ プレスリリース 

広島大学は地方創生を担う人材育成インターンシップを開始します！ 

 

1.発表の概要 

広島大学生物生産学部は、広島県内の行政・地域等と連携して、学生が自身の将来に関連のあ

る地域活動を行い、地域に貢献する地域志向型人材を育成する中山間地域島しょ部連携インタ

ーンシップを 8 月 17 日（月）から開始します。 

2.発表の内容 

1. インターンシップを通じて広島県内の地域の秀でた取り組みや活動を学生が主体的に学

び、少しでも中山間地域島しょ部に貢献できる活動を学生が展開することを基本にし、地

域志向型人材の育成にもつなげようとするものです。 

2. 全体の実施期間は８月 17 日（月）から９月 30 日（水）で、生物生産学部の学生を中心に

28 名の学生が参加し、3日から 6 日間地域に泊まり込んで活動を行います。なお、インタ

ーシップの実施市町・地域は次ページの通りです。 

3. このインターンシップは、「地域連携から地方創生へ」を共通のテーマとして広島大学生

物生産学部が展開している地（知）の拠点活動の一環です。 

 

 

（第５回）平成 2７年６月２３日 円卓フォーラム開催プレスリリース 

「 地方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育 」をテーマに、地（知）の拠点円卓フォーラム

を開催し、地方創生に結びつく人材育成について地域と大学が議論します。 

 

1.円卓フォーラムの概要 

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、広島県の中山

間地域・島しょ部の優れた活動を行っている地域や自治体と強く連携し、大学による地方創生へ

の貢献と参画をめざしています。この円卓フォーラムでは、本学地（知）の拠点の 2 年間の活動を
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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するとともに、体験授業、特別講座、

インターンシップ、地域課題研究等を通じて、地方創生活動に結び付く大学での人材育成につい

て検討します。 

2.円卓フォーラムの内容 

（1）円卓フォーラムの開催日時は、次の通りです。 

日時：２０１５年７月２２日（水） 14：35―17：30 

場所：広島大学 生物生産学部 Ｃ２０６教室 

構成：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 

（2）円卓フォーラムで議論する課題は、次のように設定しています。 

 ◆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年間の地（知）の拠点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 

（3）参集者は、連携自治体、地域、地域の講師、本学学生・教職員で、１５０名余の参加を見込ん

でいます。一般の方々も是非ご参加ください。 

（4）開催案内等は添付資料のとおりです。 

  

 

（第４回）平成 2７年 5 月 2２日 

宮城県議会とのワークショップ開催プレスリリース 

地方創生と地の拠点に関するワークショップを宮城県議会地方創生調査特別委員会と広島大学

生物生産学部が共同して、5 月 27 日（水）に開催します。 

 

1.発表の概要 

広島大学生物生産学部は、広島県内の市町と連携して地（知）の拠点の活動による中山間地域

や島しょ部の地方創生という課題に取り組んでいます。地方議会においても、地方創生は喫緊の

課題となっていることから、広島大学生物生産学部の地（知）の拠点活動を、宮城県議会議員（地

方創生調査特別委員会委員）の皆様が 5 月 27 日（水）午後 1：15 から視察いただくこととなりまし

た。本学からの提案で「―地方創生において、地域と大学はどう連携するか―」のワークショップ

を視察の中心にすることになり、宮城県議、県内市町職員、県内企業、本学教職員と学生が議論

を行い、地方創生の課題に共に立ち向かうことになりました。 

2.発表の内容 

（1）視察の具体的日程・テーマは以下の通りです。 
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1. 日程：平成 27 年 5 月 27 日午後 1 時 15 分～3時 15 分（ＷＳ含む） 

場所：広島大学生物生産学部 １Ｆ 第 1 会議室 

2. テーマ：地（知）の拠点整備事業における中山間地や島しょ部の課題解決に向けた地域

連携による人材育成について 

（2）ワークショップのテーマ等 

1. テーマ：―地方創生において、地域と大学はどう連携するか― 

   農林水産業と農山漁村の場合 

2. 構成：参加者が２グループ分かれて議論（1 グループ拾数名） 

（3）参加者 （約４０名） 

宮城県議会議員８名、宮城県庁震災復興・企画部次長、宮城県議会事務局 

市町職員（広島大学連携先）、地元企業、広島大学教職員、広島大学院生・学生 

3.今後の展開等 

今回のワークショップ等を通じて、地方創生・地の拠点・人材育成等について宮城県議会や宮城

県と本学との連携が一層進められるよう検討していきます。 

  

 

（第３回）平成 2７年 5 月 20 日 教養ゼミ体験授業プレスリリース 

広島県内の中山間地域島しょ部で学生が体験し学びを深める！広島大学生物生産学部は地域

志向の授業を地域や行政と共に造り上げ、地方創生につなげます。 

 

1.発表の概要 

広島大学生物生産学部は、広島県内の中山間地域や島しょ部の地方創生という課題に対応し、

地域や市町行政と連携して「地域連携から地方創生へ」を共通のテーマとして地（知）の拠点の形

成に取り組んでいます。今回は、この第１ステップとなるプログラムで、学生が 1 年生の段階から

地域で学び体験する地域志向の授業を実施します。この授業は、広島県内１０地域（７市町）の現

地において、５月２３日～７月４日の各土・日曜日に実施します。 

2.発表の内容 

1. 大学入学後の 1 年生の段階で、地域で学ぶおもしろさや楽しさを体験的に理解できる授

業を行い、地域貢献につながる学生の知的活動への動機付けを行います。 

2. 広島県内の地域の秀でた取り組みや活動を学生が学び体験することを基本とし、主に現

地の方々による講義と直接の指導による 1 日の現場体験授業を行います。 

3. 授業は別添資料 ccccc5月から 7月のいずれかの土曜日に学生約１０名のグループが地

域に出かけて体験学習を行い、その後全体１０グループの報告会（７月１日と２２日）の開

催などを通じて現場の知識や地域の課題などを学び、地域への関心と地域活動へのモ

チベーションを高めます。 
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4. 大学と連携してこの授業を実施していただく地域や組織は次ページの通りです。 

なお、日程、場所、講義、体験作業等の詳細は、別紙をご覧ください。 

5. 平成 26 年度の取り組み状況は、別添パンフレットをご覧ください。 

3.今後の展開等 

このプログラムは、地域のために自ら考え主体的に行動できる学生の養成を通じて地方創生を目

指す文部科学省の地（知）の拠点の一環として実施します。今後、地域へのインターンシップ等の

プログラムを併せて実施し、地域に学び貢献する人材育成の充実を図り、地域が期待する地方創

生につなげていきます。 

 

２．報道実績とポスター 

（第３回）平成 2７年 5 月 2０日 教養ゼミ体験授業プレスリリース 

 中国新聞（５月２８日） 

 文教速報（６月２９日） 

 

（第４回）平成 2７年 5 月 22 日  宮城県議会とのワークショップ開催プレスリリース（報道 2

件） 

 中国新聞（５月２８日） 

 文教速報（６月２９日） 

 

（第５回） 平成 2７年６月２３日 円卓フォーラム開催プレスリリース（報道４件） 

 文教ニュース（９月１４日） 

 文教速報（９月１４日） 

 カモンケーブルテレビ（地元ＣＡＴＶ） 今週のニュース 

 カモンケーブルテレビ（地元ＣＡＴＶ） 全編９０分放映 

 

（第６回）平成 27 年 08 月 11 日 地方創生を担う人材育成インターンシップ（報道７件） 

 中国新聞（８月２８日） 三次市道の駅ゆめランド布野・大前農園 

 三次ケーブルテレビ（ピオネット）  三次市道の駅ゆめランド布野・大前農園 

 中国新聞（９月８日） 世羅町、世羅高原６次産業ネットワーク、世羅幸水農園、世羅向井農園、

（株）恵、田舎の宿 

 カモンケーブルケーブルテレビ（地元 CATV） 東広島市ファーム・おだ 

 中国新聞（１０月２０日）COC 中山間地域島しょ部領域の人材育成の成果と大崎上島町での

インターンシップの様子 

 文教ニュース（１０月２６日）（地域志向インターンシップ全体と大崎上島町） 

 文教速報（１１月１８日）  （地域志向インターンシップと大崎上島町） 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/m-news.html#6
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/2015/10/06/miyoshi-2/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/2015/10/06/sera/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/2015/10/06/sera/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/2015/10/21/int-1/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/2015/10/21/int-1/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/2015/11/04/bun/
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３．投稿（依頼）論文 

農業及び園芸第 90巻第 8号（2015）「シリーズ 農村に暮らす 14」pp.827－836掲載概要 

 

＜広島大学 COCにおける中山間地域・島しょ部との連携による体験学習＞ 

広島大学 細野賢治、大泉賢吾 

 

１．はじめに・・・・・・・p827 

２．COC中山間地域・島しょ部領域の活動概

要・・・・・・・・・p827 

（１）広島大学における COC 

（２）中山間地域・島しょ部領域の事業概要 

３．地域と連携した体験学習の学部教育での位

置づけ・・・・・・p829 

（１）COC関連科目の概要 

（２）生物生産学部における COC関連科目の位

置づけ 

４．生物生産学部における COCの活

動・・・・・・・・・・・・p831 

（１）「教養ゼミ」の体験学習 

（２）学生による地域研究と地域貢献－世羅高

校×広島大学コラボワークショップ５．おわり

に・・・・・・・p834 

 

   近年、大学の地域貢献活動に注目が集まっている。例えば、総務省が進めている「域

学連携」は、「大学生と大学教員が地域の現場に入り、地域の住民や NPO等とともに、地域

の課題解決又は地域づくりに継続的に取り組み、地域の活性化及び地域の人材育成に資す

る活動」をいう。一方、文部科学省が進めている「地（知）の拠点整備事業」は、略称は

COC（Center of Community）としており、文部科学省が「大学等が自治体と連携し、全学

的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を進める大学を支援することで、課題解決に資

する様々な人材や情報・技術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての大学の機

能強化を図ること」を目的としている。 

 広島大学では、2013年度の COC に採択され、2014年度から本格的に当該事業を開始して

いる。本稿では、広島大学における COC のうち中山間地域・島しょ部領域における体験学

習を軸とした活動に焦点を当て、地域と大学が共同で進める実践的教育活動の実態とこれ

を持続的なものにするための課題を検討した。 
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地域漁業研究 第 56巻、第 3号、2016（投稿中） 

＜漁業・漁村社会へのもう一つの人材育成のあり方＞ 

－大学教育を通じた長期的アプローチ－ 

 

広島大学 天野通子、山尾政博、大泉賢吾、細野賢治 

 

１．はじめに 

 沿岸部,島しょ部からなる漁村地域では,地域経済を支える漁業や関連する食料産業が衰

退傾向にある。加えて,過疎化・高齢化が進み地域社会の活力低下という問題に直面してい

る。地域の存続に危機意識をもつ住民は,地域を維持していくために様々な活性化策に取組

んでいる。地域の取組みを後押しする政策的支援も増えており,地域外の人材も多く関わっ

ている。 

 こうしたなかで,地方で働く意欲のある若者を求める声が高まっており,大学では地域志

向の学生を育て,社会に輩出しようと教育内容の再検討を進めている。地方にある地域密着

を志向する大学の中には,地域貢献を柱とするカリキュラムを新たにたてたり,新学部を創

設したりする動きがみられる。各大学の取組は,まだ試行錯誤の段階だが多いが,１年生の

段階から地域社会との接点をもたせ,段階的に専門教育に結び付けていくカリキュラムを

設けている。 

 地域志向型教育の実践は,社会で即戦力となる学生の育成を求められる大学において,避

けて通れないものである。これまで大学では,フィールド研究をおこなってきた教員が,研

究室などの小さい単位で学生に地域志向型教育の機会を提供してきた。現在は,学部や大学

をあげてカリキュラムとして取組むことが求められている。 

地域志向型教育を実践するうえで,大学はこれまで以上に,地域がもつ教育機能を求めてい

る。地域は,こうした大学の要望にどの程度まで応えることができるのか。大学に教育の場

を提供することは,地域にとってどのようなメリットがあるのか。本論文では,大学のなか

でも,特にフィールド教育をもつ農学系学部が取組んでいる地域志向型教育の実態を把握

し,受容れた地域の活性化とどのようにリンクできるかを明らかにする。具体的には,第 1

に,食料産業に関わる可能性がある大学生への教育は,地域社会の中でどのように位置づけ

られるか検討する。第 2に,大学と地域がどのように連携し,限られた資源の中でどのよう

な教育プログラムを提供しているか明らかにする。第 3に,広島大学生物生産学部（以下,

広大生物生産学部,と略す）がこれまで文部科学省「地(知)の拠点整備事業」で取組んでき

た地域志向型教育を事例としてとりあげ,その活動成果と課題をまとめ,大学に教育の場を

提供した地域が何を得ることが可能か考察する。 

 

２．漁業・漁村社会への「もう一つ」の人材育成とは 

１) 「もう一つ」の人材育成が対象とする人材 
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漁業・漁村社会にある地域漁業には,多くの人々が関わって支えている。地域漁業に関わる

人々の関係を示したのが,図 1である。地域漁業の中心に漁業者があり,その周りに彼らが

おこなう生産活動をサポートし,漁獲や生産された水産物を扱う地域内の関係者がいる。具

体的には,漁協,漁具やえさ,養殖用の稚魚や薬品などを販売する企業,仲卸業者や水産加工

企業,地元の鮮魚店や飲食店,スーパーマーケットなどの多様な水産関係者,行政職員,金融

機関などである。地域内の関係者の周りには,地域外にいて地域内の漁業者や多様な漁業関

係者を支える地域外のビジネス関係者や消費者がいる。消費地の水産関係者,食品企業,流

通業者,外食企業,中央行政職員,研究所や大学の研究者,一般消費者などである。また,ビジ

ネスとしてではなく生きがいやレジャーなどの楽しみ,地域振興や地域おこしのサポータ

ーとして関わる人も増えている。地域外の関係者の背後には,関係者予備軍として学生がい

る。多くは両親の経済的支援のもとで生活する彼らは,独立した後,自分が稼いだお金で,自

分の意思で購買行動を決定することになる。 

 地域漁業を支える広く多様な人々に対する人材育成は,幼児教育から義務教育にあたる

初等教育及び中等教育,高等教育といった広く国民一般がうけるものが基盤となる。特に,

近年は幼稚園や保育園,小学校,中学校,高等学校の総合的な学習の時間に農作業体験や食

育教育が導入されるケースが増えている。その後,農学系や環境系の高等教育機関に進学し

た若者はより高度な専門教育を受けていく。 

教育機関が提供する人材育成の他に,社会人に向けた目的を絞った内容のプログラムが,地

域行政や教育機関によって提供されている。 

地域漁業の生産現場における人材育成の対象は漁業者であり,担い手として育成すること

が中心的な内容である。漁業者を含めた地域内の関係者や地域外関係者には,行政が主催す

る 6次産業化関連のビジネスセミナーや地域おこし関係のワークショップなどの各種セミ

ナーや大学のリカレント教育がある。研究者の人材育成は,大学院教育を基盤とし,フィー

ルドワークなどの調査研究活動を通じて,地域住民がそこに関わる研究者の知識や見識を

深める役割を果たしている。これも一種の人材育成だと考えられる。 

本論文で焦点をあてる大学の地域志向型教育は,将来何らかの形で地域漁業に関わる可能

性のある人に対する人材育成プログラムである。対象とするのは,大学など高等教育機関に

籍をおき,食料生産や食品工業,食料流通,資源や生態系など多様な分野で食料産業との関

わりをもった専門教育を受ける学生である。彼らが受けた教育は,進路選択を決定する要因

の一つとなる。そして,就職した先でどのような事業戦略を描き,実務上の決定をおこなう

か,さらには,どのような消費者になるか大きく決定付けられる。 

地域漁業や食料産業などに関わる可能性がある若者に対する人材育成は,短期的には地域

にメリットを与えるものではない。しかし,長期的には彼らが社会のなかで活躍することに

よって地域漁業に新たな潮流を生み出す可能性をもっている。ゆえに,食料産業との関わり

を持つ学部の大学生を対象とした地域志向型教育は,将来の地域漁業に希望の種をまくた

めの「もう一つ」の人材育成ではないだろうか。これは,漁業・漁村社会や地域漁業の理解
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者となる周辺者を育てる取り組みである。つまり,一次産業を支えるための国家財政負担に

対し理解を示す国民や生産者への理解が深い消費者,食料産業で働く企業のリーダーや行

政職員を育てることにつながる。 

 

 

２)なぜ,地方大学が地域志向型教育に力を入れ始めたか 

 地域志向型教育は,かつては農林水産業を対象とする学問分野では,実学志向の中に埋め

込まれ,教員自身の関心と研究対象との関係で教えられてきた。しかし,様々な学問領域が

発展していくにしたがい,実学志向が薄れ,現場と学問,研究との間に大きな乖離がうまれ

てきた。大学で研究される最先端の研究が現場レベルでどのような社会的意義をもつのか,

教員から学生に容易に伝達しにくい状況になっている。 

 一方,地方の市町村では,首都圏を中心とする大都市圏への人材の流出や過疎化,高齢化

が深刻である。地域住民や行政が中心となって地域の課題や問題点を把握し,地域経営の効

率化や地域活性化,地域おこしに取り組みながら,将来構想をたてようとしている。 

こうした背景のなか,地方大学では地域を教育の場としてとらえ,学生や教員を地域に送り

込むことで教育内容の充実と地域連携や地域貢献を果たそうと考えている。同時に,地域志

向型教育への社会的期待も高まるなかで,文部科学省は,平成 25年度から「地（知）の拠点

整備事業」（COC）,平成 27 年度からはこの事業を拡大して「地（知）の拠点大学による地

方創生推進事業」（COC+）を開始した。この事業に参画するのは,国公私立大学,短期大学,

高等専門学校である。これまでの事業件数は,COCは採択件数 77件(採択大学等数は 82

校),COC+は選定件数 42件(申請大学 42校,参画大学数 256校)である。 

この事業の最も重要な達成目標は,既存の大学教育プログラムのなかに地域志向型教育を

組込み,高等専門教育の質を充実させることである。評価指標の一つとして,大学生の県内

図 1 地域漁業の中核的担い手と周辺で関わる人々の関係と提供される教育 
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就職率の向上などが挙げられている１）。なお,多数の教育機関が地域志向型教育を一斉に行

うことから,地域との混乱をさけるために,地域と大学等各教育機関とのスムーズなネット

ワークの形成が必要になっている。 

 現在,大学ではフィールドワークを重視してきた学部を中心に,現場主義にもとづいたカ

リキュラムの再検討がおこなわれ,シラバスには地域志向型の科目が導入されている。同時

に,新学部の創設や大学の地域センター設立など,機構改革の動きも多く見られる。 

 

３)大学がおこなう地域志向型教育の枠組み 

 大学教員が学校の外に出て,学生に教育プログラムを提供する際,学生の対象範囲が広が

り,人数が増えるほど難しいものになる。農学系の学部がおこなう地域志向型教育では,学

生に現場実習をさせたり,地域の方を大学に招いたりして生の実学を学ばせていく。学生を

指導するのは地元地域から招へいした講師であり,大学教員は,事前事後学習や当日の活動

のサポートをおこないながら,自身も学生と一緒に学ぶことになる。 

 よって,学生に提供するプログラムの作成には,大学や地域から多様な職種の人材がかか

わる。大学側では,地域との連携をはかり,継続的な関係を構築していくための先導役とな

るコーディネーター,教育内容を検討し地域と協議をし,学生教育をおこなう教員,教員の

サポートをおこなうティーチングアシスタント(TA),学内での情報伝達や地域の方を講師

とするための諸手続き,現地の活動で必要な物品を購入するなどこまごまとした日々の事

務手続きをおこなう事務職員が必要である。大学を挙げて COCのような地域志向型プログ

ラムを実施する場合は,大学執行部のリーダーシップと地域との連携構築にむけての柔軟

な対応が求められる。地域側では,受入れ先と大学の間の連携をとりもつ行政や漁協・農協

などの組織,学生を直接受容れる水産業や農業関係者,関連する地元の団体組織が必要とな

る。地域志向型教育は大学と地域がともにつくり上げていくものであり,地元地域と大学と

の間の調整が不可欠である。また,事前に双方の内部での調整も必要になる。 

 こうして提供される地域志向型教育では,大学は地元地域の要請に応えながら地域を志

向する学生の人材育成を目指している。同時に,大学側ではプログラム作成に関わることで,

教員や職員の地域連携のスキルや教育能力を向上させ,組織改革も達成したいと考えてい

る。地域の方では,大学と関わることで,外部組織を受容れるための組織作りやそのための

人材育成を視野にいれている。 
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 大学が地域と連携をはかるには,研究室やゼミ,学部,大学の３つの単位がある。研究室や

ゼミで連携する場合は,研究室を運営する教員や,その研究室の OBが地域とのコンタクトを

とる。学部の場合は,教員や OBに加えてコーディネーターが大きな役割を果たす。参加す

る学生が多いため,それに合わせて多くの連携先が必要となる。大学の場合は,コーディネ

ーターや大学の社会連携部署が地域とのコンタクトをとるが,市町村行政との協定という

形で形式的なものであることが多い。具体的に教育内容を組み立てて実行していくのは,担

当する学部の教員,コーディネーター,事務職員となる。 

 担当する教員やコーディネーターは,地域の誰と連携を図るのか。連携の仕方は,個人と

の連携と組織との連携がある。地域漁業を例にとると,個人との連携は個人経営の漁業者な

ど,組織との連携は漁協や企業,市場関係者,行政などになる。大学側は,直接,個人的連携を

図る場合や,組織との連携や,組織を介して個人との連携を図る場合もある。 

 大学の教育プログラムとして地域と継続的な連携を図るには,個人との連携より組織と 

の連携が望ましい。多くの学生を受容れるのは,個人では負担が多き過ぎるうえ,大学にと

っても連携のリスクが高くなる。個人と連携を図る場合には,組織を介する必要がある。た

だし,研究室単位で自由度のある場合は,個人との連携は大きな問題はない。 

連携組織の規模が大きすぎ,意志決定の過程が複雑すぎると連携先として適切ではない。地

域側の内部調整が複雑で時間がかかり,多くの負担を強いることになる。大学側も多くの地

域関係者と連絡をとる必要があり,手間が増える。必要最小限のコストで連携できる組織単

位は,旧市町村単位の地域行政２）や地域の漁協や農協などの単位である。 

図 2 大学と地域でつくる地域志向型教育の枠組みと可能性 
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 地域志向型教育をおこなう上で,様々な連携単位が大学には存在するが,実際にプログラ

ムを提供する場合は,対応可能学生数に限りがある。現場に出て地域の方に講義をしていた

だくもの,体験学習やインターンシップ,プロジェクト活動などの地域密着の教育内容は,

一回の活動で対応可能学生数が数名から十数名に限られる。現場に出て,地域の方や教員が

学生に目を配りながら,作業内容を説明し,会話をしながら作業を進めるには,少人数であ

るほうがよい。仮に,100名近くの学生に現場実習等をおこなわせるには,10人ずつのグル

ープを作って,それぞれ異なる地域にお世話になるなどの工夫が必要である。また,過疎・

高齢化が進む地域で実習するケースが多いが,一つの地域に過度に依存すると,受け手の日

常生活や日常業務に支障を与えることになる。当然のことだが,受入地域が増えれば,それ

だけ地域との調整にかける作業量は増えるし,対象学生数が増えれば学内での調整作業も

増える。地域志向型教育は,提供する教育内容の濃さや対象とする学生数に応じて,地域と

大学内双方で膨大な事務作業とコストが発生する。 

 そのため,地域志向型教育や地域連携をおこなう大学側の適正規模は,研究室単位や専攻

単位など,実際に活動を担う教員が指揮をとれる範囲が望ましい。対象学生数は限られるが,

教育内容の質は確保しやすい。 

 

表 1 大学と地域との連携の仕方と波及効果 

表 2 大学で提供可能なプログラムと対応可能学生数 
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 COCや新学部設立などで,プロジェクト・ベースで地域志向型教育を導入する場合は,学部

や大学単位で連携を組んでいる。地域に出て行く学生数は,以前に比べて大きく増加した。

そのため,COC・COC+採択大学が開催する各種シンポジウムにおいては,学生の安全面をどう

確保するか,地域への過度な負担,教員の仕事量の大幅な増加,活動継続のために必要な費

用をどのように確保するかなどが課題としてあげられている。また,現在は教育が行き届か

ないまま多くの学生が地域に出る可能性が高く「地域を荒らしている」,という意見も聞こ

えるようになった。既存の大学の仕組みでは,学生や地域を十分にサポートできず継続的な

教育システムの構築は難しい。 

 

３．フィールド教育をもつ農学部系学部における地域志向型教育 

～広大生物生産学部における取組み～ 

１)広大生物生産学部における地域志向型教育の導入 

 生物生産学部は,広島大学の農学系学部として設置され,水産業,畜産業および食品工業

における学理とその応用に関する教育と研究をおこなっている。現在,生物圏環境学,水産

生物化学,動物生産科学,食品科学,分子細胞機能の 5つのコースが設置されている。1年次

から 2年次までのカリキュラムは,教養科目を中心にしながら「専門基礎科目」や生物生産

学に関連する実験や実習などが組まれている。2年次後期以降は,5つのコースのうち一つ

に分属され,各コースが開講する教育プログラムを受講し専門分野を深めていく。4年次か

ら研究室での活動が本格化し,研究成果を卒業論文として完成させていく。1学年の定員は

90名程度,学部全体で約 360 名と規模は小さい。学部の上には大学院が設置されており,学

生の約半数は博士課程前期に進学する。 

 広島大学では,2013 年に文部科学省「地(知)の拠点推進事業」(以下,COC)に採択された。

本事業は,平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点の形成をめざし,3つの専門領

域(中山間地域・島しょ部対策領域,障がい者支援領域,ひろしま平和発信領域)を設定して

いる。生物生産学部では,「中山間地域・島しょ部対策領域」を担当することになった。 

これを受け,生物生産学部では,既存のカリキュラム構成のなかに地域志向型教育を明確に

位置づけた。広島大学では,1年次の全学生対象の教養教育に PBL(Project Based Learning)

をおこなう教養ゼミが設置されている。ゼミの構成は,10名の学生と 1人の教員である。生

物生産学部では,この教養ゼミの教育内容の中に COC 事業でおこなう体験学習を組込んだ。

教養ゼミでの体験学習は,担当教員とゼミ生が課題に対してチームワークを築きながら勉

強し,大学の能動的学習を理解させること,専門教育への動機づけをおこなうこと,学生生

活における仲間づくり等が目標となる。 

COC では教養ゼミ体験学習を課程 1と位置付けて,発展的に学ぶ機会を与えるために 2つの

選択科目を設置した。地域課題を理解し,その後の専門教育への動機づけを高めた学生が,

高度な専門知識とそれを実学のなかでどう応用させるか考えるきっかけを与えるためであ

る。課程 2に位置付けたのは,「中山間地域・島しょ部連携地域特別講座」である。農山漁
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村地域で農林水産業や地域活性化の取組みに関わっている方や地域の食品産業をリードす

る企業を講師に招いた現場の実情や活動の内容などについての講義がある。課程３は,「中

山間地域・島しょ部連携インターンシップ」3)である。学生が３日～１週間程度地域に滞在

し,受入先の方と生活をしながら農作業体験や地域の清掃活動,地域おこし活動などを経験

するものである。この他にも,以前からあるフィールド教育科目が多数ある。学生は地域と

の接点を徐々に増やしながら,現場の抱える課題を知ることをきっかけにし,それぞれの専

門教育への興味関心を深めていく。本論文では,第 1課程である教養ゼミ体験学習の取組み

について報告する。 

 

２)地域志向型教育カリキュラムの導入部,教養ゼミ体験学習 

 教養ゼミ体験学習は,１年生がゼミごとに各地域で１日現場体験をおこなう。事前学習と

事後学習は,教養ゼミ担当教員が受け持ち,現地での体験学習に関わる準備は COC担当教員 3

名,コーディネーター1名,事務補佐員 1名がおこなう。当日の講師は地域の方が務め,教員

は地域の方のサポート役,学部の 2 年生～大学院生までの多様な学年の上級生（３～５名）

は,TAとして 1年生をサポートする。 

 体験学習を受入れる地域は,2014年度は県内 7市町にある 9つの地域である４）。1つの地

域に,1 つのゼミが行くことになるが,この年は 1地域だけが２つのゼミを受入れた。 

これらの地域は,もともと COC 教員がフィールドワークの場として関係を構築してきた地域

や,事業開始後にコーディネーターによって新たに連携したところである。本論文では,漁

業漁村地域と関わる 2つの体験学習の様子をまとめる。 

 

３)瀬戸内島しょ部,大崎上島町での体験学習 

 大崎上島町は,人口 8,448人,世帯数 3,870世帯,65歳以上人口 42.8％の離島地域である。

島内の第一次産業には,果樹をはじめとする農業,栽培・漁獲漁業がある。 

この体験学習は,大崎上島町役場の産業観光課（現在は、地域経営課地域振興係。）と食文

化海藻塾の方が受入れた。食文化海藻塾は,磯の観察会などを開きながら島民,島外の一般

の方に色々な海藻(島周辺に 170種生息する)が食用として利用できることを伝えながら商

品化の可能性をさぐっている。この活動は,水産庁の水産多面的機能発揮事業を利用し,漁

業者,漁協,商工会等が主体でおこなっている。 

教養ゼミ体験学習の教育内容は,離島地域で地域を盛り上げようと活動する島民の姿や彼

らの考えを知ること,沿岸域資源の利用のされ方,海岸に生息する生き物や海の環境問題に

ついて知ることである。 
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４)河川の環境を守る人々,太田川漁協(いいね太田川隊)での体験学習 

太田川漁協は,組合員数 870 名で,漁業者は太田川およびその支流でアユ,あまご,こい・ふ

な,うなぎ,かになどを対象に漁業をおこなっている。漁協では,アユやモズクガニ,ウナギ

の放流事業や地域の幼稚園児や小学生を対象とした環境保全学習などをおこなっている。

いいね太田川隊は,太田川漁協が中心となって水産庁の水産多面的機能発揮対策事業を活

用し,ヨシ帯の保全,漁業や漁村文化,食文化の教育と啓発をおこなっている。 

この体験学習では,太田川漁協の組合員と職員が受け入れた。大学側は,太田川漁協との打

ち合わせの他に,広島市の水産課との連絡をおこなっている。 

教養ゼミ体験学習の教育内容は,持続的な漁業を営むために,漁業者や漁協が取組んでいる

環境保全活動や水産資源の増養殖活動について知る,アユ漁の漁法,アユの試食などを通じ

て内水面漁業の文化について知る,川辺に生息する生き物や環境問題について知ることで

ある。 

図 3 大崎上島町での体験学習の様子 
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５)体験学習を経験した 1年生の感想 

 本取組では,体験学習をした後に 1年生,教員,受入れ地域へアンケートの回答を依頼して

いる。アンケートの結果では,体験学習を経験した 1年生は,ほぼ全員がよかった,とてもよ

かったと回答している。また,何に対して満足したか,複数回答を求めたところ,「体験がた

のしかった」,「自然の中で活動できた」,「地域の人の話が聞けた」,「農村(漁村)の現状

について勉強になった」など様々な項目に回答をしていた。図 5は,1年生に今後どのよう

に地域と関わりたいかを複数回答で質問したものである。回答学生の全てが,何かの形で地

域と関わりたいと感じている。回答数が多いのは,「遊びに行く」,「体験活動に参加」で

あるが,その他にも「農山漁村に関する授業を履修する」,「地域の行事に参加する」など

も多い。生物生産学部に入学する学生の多くは,これまで総合的学習の時間などで農作業体

験を経験した以外に,直接地域の人やそこで営まれている生産活動に触れたことがない。体

験学習は,大学による強制的なものだが,学生は地域を活動の場や学習の場の一つとして位

置づけたと考えられる。 

図 4 太田川漁業での体験学習の様子 



166 
 

 

 

６)教養ゼミを担当した教員の感想 

 体験学習を通じた一連の PBLをおこなった教員は,2年間で 16名である。ほぼ全員が学部

教育の導入として有効であると回答している。学問や地域,農水産業への関心が高まったこ

と,問題発見能力や協働する能力が高まったと評価している。 

 加えて,参加した教員自身の地域への関心は,半数以上の教員が体験学習を通じて高まっ

たと回答している。教員の研究内容によっては,地域社会との接点が少ない人も多い。その

ため,体験学習を通じて,地域が想像以上に困っていること,地域が様々な努力をしている

こと,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直接感じる機会とな

っている。体験学習は,学生だけでなく参加した教員も現場との会話や協働作業を通じて,

地域のことを改めて知る機会となっている。 

図 5 体験学習をした 1年生の感想 
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７)体験学習を受入れた地域の感想 

 大学の体験学習を受入れてコーディネーター役を務めた市町行政と,学生を受入れて体

験学習を実施した地域の生産者や関係する組織からアンケートの回答を得た。関わった

方々の約 7割は受け入れてよかったと回答している。好評だった点は,学生や教員が地域を

知るきっかけをえて,自分たちの地域に興味をもったことであった。一方,今回のような体

験学習は,地域の課題解決に直接結びつかない点や,教員や学生個人との継続的なつながり

まで発展しにくい点を指摘している。 

 現時点では実質的なメリットはないが,受入れた側は生物生産学部と今後も連携を強化

していきたいと回答している。大学に求めるものは,地域課題を明確にするための地域研究

や,大学の知恵を借りて技術開発や商品開発をおこないたいという内容である。こうした,

直接的な成果を求める内容がある一方で,地域とのつながりや食の大切さを知ってもらい,

地域や農水産業への理解を深めた学生の育成をおこなってほしいという意見も多くある。

地域が大学を受入れて地域志向型教育をともにつくりあげる目的の根底には,大学教育に

関わり,若者をともに育てるという社会貢献をしたいという意向をもっている。 

図 6 体験学習を経験した教員の感想 
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４．広大生物生産学部の取組みから見えてきたもの  

１)これまでの活動による成果と課題 

 生物生産学部が COC事業を開始し,2年間の活動の蓄積からみる成果と課題は,大きくは 3

点である。 

 第 1に,地域志向型教育のノウハウが蓄積されてきたことである。農水産業に関係した学

部では,実践的な科目を改めて設定する必要が認識されている。地域から遊離した科目が多

く並ぶようになったため,学生に動機づけができない点が指摘されている。そのため,科目

の新設をはかるとともに,既存科目の内容の見直しが必要になっている。皮肉なことだ

が,10～20年前のカリキュラム体系の方が,はるかに地域志向型であったといえる。こうし

たなかで,生物生産学部は,COC事業の採択を契機に既存の専門分野を地域実践課題と関係

させて,深く学ぶことの動機づけを試みた。教養ゼミに体験学習を組込み,新設科目と既存

科目の内容充実をはかっている。 

 新たに地域志向型教育に取組んできたことで,課題も見えてきている。 

地域志向型教育の提供は,想像以上にコストがかかる。大学内での内部調整,その後の地域

との調整は,いずれも多くの労働力と時間を要する。加えて,地域で活動をおこなうために

必要な事務上の手続きは,引率教員の出張手続きや講師依頼のための手続き,学生のために

準備する緊急用の飲料水や医薬品の購入という細かい点にまで至る。これらは,地域志向型

教育を実践するうえでほんの一部の事務作業にすぎない。既存の大学のロジスティックは,

事務作業が多いうえに硬直的である。地域志向型教育では,活動をしていく中で突発的に必

要になる人員配置と経費とが常に付きまとう。しかし,大学の既存システムでは柔軟に対応

できない。教育,地域連携,事務改革を柱に地域志向型教育の定着を進めなければ,うまくい

かない。COCに取組む多くの大学が直面している問題である。地域・自治体の支援を受けな

図 7 体験学習を受入れた地域の感想 
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がらおこなっているからこそ,大学は効果的,効率的へシステムの改善が求められる。現在

は,地域・自治体と大学がともに効果的,効率的なシステムを模索している状況だが,地域志

向型教育に取組む大学が,情報を共有し改善をはかる必要がある。 

 第 2に,これまでの地域志向型教育の体験と知識が学生に共有,移転され始めた。先輩と

後輩,あるいは学年同士の横のつながりによって,COCが期待した以上の教育的成果を生み

出している。学生間で知識や体験が移転され,COC活動によって学生が感じたり,学んだりし

たことが,学生間に普及し,共有されている。 

 

 

第 3に,連携地域の地方創生活動と COC事業との共同活動の動きである。連携する地域・市

町からは,教育内容に関する提案をうけ,大学では対応できる範囲で反映を試みている。こ

うしたなかで,地域が学生や若者の定着・定住をはかる様々な事業と COCとの相乗効果を目

指そうとしている。国や県の補助事業の中には,内容的に重なるものがみられる。うまく棲

み分けながら,相乗効果を期待しながら,地域と大学が共同して運営していくことが求めら

れている。 

 一方,COC 事業が拡大するなかで大学が地域で受容れてくれる教育の場や人を求める動き

が活発になっている。大学の要望に応えられる地域は,以外に限られている。地域によって

は,複数の大学の受入れ先となっている。こうした地域は,大学間のネットワークを強く求

めている。ただ,大きな市は別として,小さな市町は,個別の大学との手作り感のある連携を

求めており,効率性だけでは割り切れない現実もある。 

 

 

 

図 8 学生に共有,移転される体験と知識 

資料：広大 COC 中山間地域・島しょ部対策領域 内閣府報告資料 
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２)大学の地域志向型教育への参加によって地域が得られるもの 

 こうした大学の取組みを支えることによって,地域が得られるものの可能性は,３つある。

第 1に,大学の学生や教員とのネットワークができる。大学のもつ多様な機能をうまく利用

することができれば,連携した活動の可能性はある。ただし,そのためには大学の柔軟性は

必要である。人員削減のなかで様々なプロジェクトを運営し,厳しい競争環境におかれてい

る教員は,地域の要望に応える余裕があまりない。 

 第 2に,地域志向型教育を支えた経験により,地域には外部組織を受容れるノウハウが蓄

積される。大学という外部組織との連携のとり方,地域の場をつかった教育プログラムの提

供の仕方,地域志向型教育を提供するまでに必要な地域内部の調整の仕方,地域内でプロジ

ェクトを動かす方法などである。これらは,マニュアル化していくことができれば,他の教

育機関の受入れに利用できる。地域志向型教育を地域独自でパッケージ化できれば,体験型

ツーリズムに発展する可能性もある。 

 第 3は,地域漁業をとりまく,食料産業を支える高度な専門知識や技術をもった人材を社

会に輩出できる。前半部分で地域漁業にとって大学生の教育活動に参加することの意義を

説明した。直接彼らが地域で活躍することはなくとも,理解者の一人として社会のどこかで

それぞれの役割を果たしていくであろう。 

 

５．おわりに 

 地域密着の大学や農学部系をもつ大学は,地域志向型教育を取り入れて高等教育の質を

高めようとしている。受け皿となる地域は,今後の存続が危惧される場所であることが多い。

地方創生の流れの中で,地域は活路を見いたす一つの方法として大学教育に貢献しようと

している。大学は,こうした地域の期待に応えようと努力をするが,既存のシステムのなか

で悪戦苦闘しながら,地域志向型教育の質を高め社会に高度な専門教育を受けた若者を輩

出しようとしている。 

COC事業を発端とする地域志向型教育の導入は,まだ2～3年程度の経験しかなく教育内容の

充実は,地域からも強く求められている。受容れた地域に対して,直接的なメリットが必ず

あるとは限らない取組であるからこそ,関わった人が学生の成長を徐々に感じることがで

きる教育システムにしていく必要がある。 

 

注 

1) 文部科学省 HP,地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)事前説明会資料, 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/__icsFiles/afieldfile/2015/02/12

/1354716_02.pdf(2016年 4月 27日確認) 

2)具体的には,支所などが適当である。 

3)一般的なインターンシップでは,将来の就業をイメージさせることが目的となるが,本プ

ログラムは異なる。一般的に中山間地域・島しょ部で課題となっている問題に対して,地域

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/__icsFiles/afieldfile/2015/02/12/1354716_02.pdf(2016%E5%B9%B44%E6%9C%8827
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/__icsFiles/afieldfile/2015/02/12/1354716_02.pdf(2016%E5%B9%B44%E6%9C%8827
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の方がどのように考え,どういったことに取組もうとしているのか,理解を深めることが目

的である。学生に提供する内容は,農業体験や地域環境や文化の維持活動,地域おこし活動,

道の駅での研修などである。参加した学生は,地域の方と過ごす時間のなかで交流を深める。 

4)2015 年度の教養ゼミ連携市町は、東広島市 ファームおだ、大崎上島町 シトラスかみ

じま、大崎上島町 食文化海藻塾、呉市 豊町大長、広島市 太田川漁業協同組合、安芸

太田町 井仁地域、三次市 道の駅ゆめランド布野、世羅町 世羅幸水農園、世羅大豊農

園である。 
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第Ⅶ部 連携市町と連携地域 
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「地(知)の拠点」連携地域の概要 

 

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

域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題への対応を行っている先進地域・市

町でもあります。本学の地 （知）の拠点大学による地方創生推進事業では、現地体験授業などの

実施において広島県内の７市町１０地域との強い連携を構築しています。 

  

     平成 27 年度「地(知)の拠点」中山間地域・島しょ部対策領域の連携地域 
 
 
１.安芸太田町 井仁地域 

井仁地域は、中国自動車道戸河内 IC 及び加計スマート IC から車で 8 分程度と都市部からの近

接性を持つ地域である。一方、標高 550ｍにある集落は、人口 56 人、高齢化率 44.6%で中国地方 
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における過疎地域の代表的例でもある。井仁地

区は、平成 11 年日本棚田百選、平成 12 年に広

島県景観大賞を受賞している。 

地域では、少子高齢化や人口減少等により、人

材不足による交流基盤の弱体化、棚田景観の維

持が困難になるなどの課題がある。そのなかで、

住民が平成２３年度から地域計画づくりに取り組

み、将来の地域のあるべき姿を模索している。 

住民主体の地域計画づくりでは、地区の拠点と

なる旧小学校を活用し、都市交流事業や都市住

民の参入による棚田の景観保全、休耕地の活用

等に向けた取り組みを行っている。これらの取組

は、地区住民がこれからも棚田と共生し、美しい

景観と故郷を後世に残すことに誇りをもって生き

ることができる地区づくりを目指している。 

地域では、体験作業と地域の方の講義を通じて、

地域の活動を学生が理解し、地域と広島大学との

交流を深めながら継続的な連携や大学の地域支

援・貢献につながることが期待されている。 

 

 

２.呉市豊町大長 

瀬戸内海島しょ部にあり「安芸灘に浮かぶみかんと歴史の島」という言葉に代表される大長は、大

長みかん発祥の地であり、広島県のみかんブランド産地である。また、当地にある御手洗は、古く

から商業が盛んであり、町並み保存地区を中心とした観光に力を入れている。 

地域では、農業と観光で地域活性化を図るべく、特産みかんの加工・製品化と特産品販売などを

進めている。 

 地域では教養ゼミやその後の展開を通じて、地方創生や活性化につなげる発展的な交流連携

交流館（旧井仁小学校） 

豊町大長のみかんと瀬戸内の多島美 特産みかんを使った清美ジャム 

棚田とともに生きる井仁地域 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/alliances/area04.html
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を進めたいとの思いが強い。これまでの広島大学の地域連携活動については、高く評価していた

だいている。 

 

３. 大崎上島町 シトラスかみじま・金原農園 

大崎上島町の農業は、傾斜地における柑橘類の生産

が主体である。産地では、高齢化や担い手不足、柑橘

類の価格低迷によって、農業従事者の減少が続いて

おり、耕地面積の減少、遊休農地の拡大がみられる。 

しかし近年は、トマトなどのハウス栽培の経営、ブルー

ベリーなどの観光農園の入込み客の増加、レモンの

産地化も進められている。さらに、温暖な気候と風土を

活かした柑橘類やブルーベリーなどの栽培と併せて、

季節に応じた農業体験や自慢の加工品づくりができる

「まるごと島体験」「家族の一員として迎える民泊」

のプログラムも展開されている。 

このような地域にあるシトラスかみじまは、Ｉターン

農業者の受け皿となり、新規就農者の意欲的な活

動が見られる。地元の生産者も各種の特産かんき

つの露地栽培だけでなく、施設ハウス栽培にも意

欲的に取り組み、高級かんきつ「せとか」など新た

な品種を組み込んだ経営をおこなっている。 

 

  

  

 

４. 大崎上島町 食文化海藻塾・水産業 

 大崎上島町の養殖漁業は企業的経営が多く、

マダイ・ヒラメなどの養殖・種苗生産をいち早く

始めるなど意欲的な取り組みが行われている。

同時に島全体で漁業体験等がメニュー化され

ている。 

漁協では、「マダイの里」などの栽培漁業を展

開する中で、養殖作業・餌やり、養殖見学・貝

堀りなどの体験型漁業・見せる漁業に取り組ん

でいる。同時に、特産品の開発もおこないなが

ら観光漁業への取組みも進められている。 

柑橘のハウス栽培のようす 

体験型漁業のようす 
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また、大崎上島町食文化海藻塾では、磯や浜

辺で、海の生き物や海藻の観察・採集をおこな

う自然観察会を開いている。海藻がどう育ち、

何が食べられるかなど、海藻の食文化づくりと

新たなマーケットの創造まで考える、新たな活

動が展開されている。 

 

 

 

 

  

 

５. 世羅町 世羅幸水農園 

世羅幸水農園は、世羅高原にあり、寒暖差の大き

い気候を生かして梨などの果物の生産をおこなっ

ている。県内では、世羅大豊農園とともに梨の生

産の拠点となっている。農園では、家族ぐるみで

果樹の全面協業経営をおこない、法人経営によっ

て福利厚生の充実をはかりながら後継者育成に

も力を入れている。また、世羅町で取組んでいる 6

次産業ネットワークを通じて、地域との連帯と共存

をはかる経営を目指している。 

世羅幸水農園では、55ｈａ余りの圃場をもち、幸水

を中心に年間約 1 千百トンが収穫される。「ビルネ・ラーデン」と名付けられた直売所では、農園で

生産された果物や加工品等が販売され、都市住民との交流窓口となっている。 

 梨一筋であった農園は、現在、ぶどう・いちご・

すもも・桃なども栽培し、果物狩りも楽しめる多

品種の果樹園に生まれ変わっています。また、

ワイン用のぶどうの栽培も行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

食文化海藻塾が開かれる大串海岸 

幸水農園のようす 

ビルネ・ラーデン 
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６. 世羅町 世羅大豊農園 

 世羅大豊農園は、世羅町の中心部に位置し、

標高が 450ｍ前後のなだらかな高原の中の梨等

の生産拠点です。農園では、幸水農園と同じく法

人経営をおこない、家族ぐるみで生産をおこない、

梨の生産を通じて、豊かな人間環境をつくりや生

きがいある生活を目標としている。 

幸水を中心とした梨園 41ｈａ（総面積 80ｈａ）では、

年間約 1 千トンが収穫される。「山の駅」という名

称の直売所があり、農園で生産された果物や加

工品などが販売され、生産者と消費者をつなぐ

窓口となっている。 

 また、梨栽培に関連して、四季折々にいろいろ

なイベントを企画して、園内の見学、作業体験、

農業研修などをおこなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７. 三次市 道の駅ゆめランド布野 

 三次市は，農林業を中心とした「市内産業の

６次産業化の促進」を目指すとともに，自然に

育まれた文化・伝統などを活かした「市内観光

の活性化」が進められています。また、三次の

資源(自然，祭，町並み，人材)を掘り起こし，訪

れた人々を三次や三次産品のファンにするた

めの農家直売所、農家レストラン、農家民宿・

農家民泊(感動の田舎泊まり）にも取り組み、

交流を通じた地域活性化につなげています。 

道の駅ゆめランド布野は、市や地域団体が出

資する株式会社布野特産センターが運営し、

農をコンセプトに地域農業の活性化を経営理念とし、地域と連携した経営を目指しています。具体

梨農園のようす 

山の駅 

道の駅ゆめランド布野 

http://taiho-farm.com/gly/img/glryB12.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/alliances/area08.html
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的には、地域活性化、地場産業活性化、地域情

報発信、都市との交流や人口増加のための拠点

として位置づけられています。 

布野だからできるアイスの味にこだわったまるご

と布野アイス屋さん、布野と作木町で生産された

旬の野菜にこだわった布野ふれあい市場、ふれ

あい市場で販売されているものを使ったふるさと

バイキングレストランが特徴です。 

 

 

 

８.東広島市 ファーム・おだ 

 ファーム・おだのある小田地域は、中山間地域にあり高齢化が進んでいます。地域には自治組

織「協和の郷・おだ」があり、ファーム・おだをはじめ地域にある多様な組織との連携をはかりなが

ら地域づくりがおこなわれている。 

このなかでファーム・おだでは、「清流の

水と暖かい心で一致協力・夢と希望の

郷づくり」、「緑豊かな自然を守り、みん

なの力で楽しく明るい農業を築こう」とい

う目標を掲げて集落法人化を進めてき

た。現在は、集落の95％にあたる154名

が法人に加わり、経営規模は 103ha で

ある。生産しているのは、コメ、大豆、小

麦、そば、野菜、米粉用米などである。

地域で資源をうまく循環させることを目

指して、農畜連携による土作りに始まり、

直売所での農産物や加工品販売、米粉

パン工房の運営などをおこなっている。 

今後、ファーム・おだでは、若者を雇用し

地域の後継者として育てていくために、

収益性の高い野菜などへの作付け転換

や農作業の効率化、清流小田米のブラ

ンド化や米粉パン、味噌などの加工部門

の強化などを進め、収益性の高い事業

体を目指している。 

布野のこだわりアイス 

小田城跡からみる地域のようす 

米粉パン工房 パン＆マイム 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/alliances/area07.html
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９.広島市 太田川漁業協同組合 

 太田川は全長103km、流域 1690 ㎢の一級河川

で、80 種の魚が生息しており、アユ、アマゴなど

の釣り（遊漁）が楽しめます。太田川漁業協同組

合では、組合員によって投網、舟釣、やな、刺網、

かに網などの漁が行われ、放流事業も積極的に

も取り組んでいる。 

以前は、河川域に繁殖するヨシ等は地域農業に

とって貴重な資源であったが、地域農業の変化に

よってヨシ等の利用がなくなっていった。現在は、

ヨシ等が過剰繁茂し、川床の陸域化などが進行し

ている。良好な河川環境の維持と漁場の改善

には、ヨシの刈り取りや河川に流れるごみの

除去などが必要である。 

いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空間

の形成を目的として、太田川支流の吉山川で、

約１ｈａのヨシ刈りや水辺の教室を開いて一般

市民への環境教育などを積極的におこなって

いる。 

 

 

 

 

10.東広島市 安芸津町 JA 芸南 

 JA 芸南は広島県南部に位置し、瀬戸内海に

面した東広島市安芸津町、呉市安浦町・川尻町

地 域が管内となっています。 広島県内では温

暖で降雨量が少ない地帯であり、安芸津のじゃ

がいも（馬鈴薯）、びわ、かんきつ類の栽培が盛

んに行われていますが、他の中山間地域島しょ

部 同様に、傾斜地農業の厳しさもあり後継者の

確保が進んでいません。 しかし ながら、ＪＡ芸

南では農業振興を通じて、「食」と「農」と「緑」を

太田川漁業協同組合 

ヨシが茂る吉山川のようす 
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守ることを基本コンセプトに、地域はもとより地域外との交流連携にも力を入れています。  

特に、ＪＡ芸南 の果樹生産者が立ち上げた「広島県担い手同志組合～おもろい農！～」の取り組

みは、「農作業だけに限らないおもしろい農業を

提案する、持続 発展可能な農業経営体を一般

市民や消費者を含めて構築する（伝えたいのは

地域に住む人々や農業の魅力）」が、その理念

となっています。その活動は、主に援 農ボラン

ティア事業を中心として広域展開を行い、その

他安芸津オリジナルの香酸柑橘じゃぼん生産・

農作業受託・貸し畑・地域特産品を使った料理

教室、農家 の学校果レッジなど、多様な事業

展開を行っています。 

  

 

http://engan.jimdo.com/
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第Ⅷ部  

アンケート調査結果・ 

関係者の声 

 教養ゼミ現地体験授業 学生アンケート 

 教養ゼミ現地体験授業 TAアンケート 

 教養ゼミ現地体験授業 ゼミ担当教員アンケート 

 連携市町 アンケート 

 連携地域 アンケート 
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 平成 27 年度 教養ゼミ 学生アンケート結果  
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平成 27 年度 教養ゼミ 学生アンケート結果 
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 平成 27 年度 教養ゼミ 学生アンケート結果  
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 平成 27 年度 教養ゼミ 学生アンケート結果  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



186 
 

 平成 27 年度 教養ゼミ TA アンケート結果  
ＴＡ：ティーチングアシスタント (Teaching Assistant)とは、大学において、担当教員の指

示のもと、学生が授業の補助や運用支援を行う学生・院生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ＴＡ 授業以外の農漁業との関わり(n=32) 
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 平成 27 年度 教養ゼミ TA アンケート結果   
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 平成 27 年度 教養ゼミ TA アンケート結果   
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 平成 27 年度 教養ゼミ TA アンケート結果  
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平成 27 年度 教養ゼミ 大学教員アンケート結果  
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平成 27 年度 教養ゼミ 大学教員アンケート結果  
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平成 27 年度 教養ゼミ 大学教員アンケート結果  
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平成 27 年度 連携市町 アンケート結果  
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平成 27 年度 連携市町 アンケート結果 
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平成 27 年度 連携市町 アンケート結果  
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平成 27 年度 連携市町 アンケート結果  
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平成 27 年度 連携地域 アンケート結果 
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平成 27 年度 連携地域 アンケート結果 
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平成 27 年度 連携地域 アンケート結果 
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 教養ゼミ現地体験授業 学生の声 

 教養ゼミ現地体験授業 TAの声 

 連携市町 ご担当者の声 

 連携地域 学生を受け入れてくださった皆様の声 
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教養ゼミ現地体験授業 学生の声 

 
 農業のたいへんさを身をもって感じました。今日は本当にありがとうございました。 

［世羅大豊農園］ 
 普段体験することのない作業ができて興味深かった。 ［世羅大豊農園］ 
 もっと体験の時間を長くしてほしいです。とても楽しかったのでまた行きたいです。 

［太田川漁協］ 
 ｢清流｣と呼ばれる川が減少している中で、清掃活動や観察、鮎を食べる等、ほとん

ど体験することのできないことに出会え、とても新鮮でした。残されたわずかな清

流をいかに残しておくかということをしっかりと考え、また、清流の大切さという

ものをいかに後世に伝えられるか、ということが我々に求められていると改めて感

じました。 ［太田川漁協］  
 本当に良い研修でした。自分も安芸太田町のために何かしたいと思いました。 ［安

芸太田町井仁］ 
 実家が農家なのでなつかしくもあり、小学校の時に体験した田植えを思い出せて、

楽しかったです。［安芸太田町井仁］ 
 午前と午後で違う内容の実習をしてもよいと思います。 ［呉市豊町大長］ 
 みかん農家のたゆまぬ努力がおいしいみかんの裏に隠れていたことを肌で感じ取

り、とても驚きました。このようなすばらしい農村がいつまでも続くようにするた

めの職に就きたいと改めて感じました。 ［呉市豊町大長］ 
 しっかりとフルに 1 日くらいは体験できると良いと思います。または、宿泊も兼ね

てすると、農家の全体の様子が分かりやすいと思います。 ［世羅幸水農園］ 
 事前学習をしていた内容を現場で生で体験することができた。実際に体験へ行って

みる中で、新しく学ぶことも多く、今回の体験学習は非常に有意義なものとなった

と思う。［世羅幸水農園］  
 田植えは意外とおもしろかった。田植え後の昼食はけっこうおいしかった。 ［フ

ァーム･おだ］ 
 田植え作業は初めてだったので、経験できてよかったです。事前学習でもっと調べ

学習などできればさらによかったかなと思いました。 ［ファーム･おだ］ 
 実際に農業をやっている方の話が直に聞けて、とても理解しやすかった。他の農林

漁業についてももっと知りたくなった。 ［大崎上島町金原農園］ 
 みかん、せとかの流通の話は初めて聞いたので新鮮でしたし、これから農業を勉強

する上で、勉強になりました。金原さんの話がすごくおもしろかったです。ぜひま

たお会いしたいです。想像していたよりも楽しく、とても充実した一日になりまし

た。来年のせとかの収穫も体験したいです。 ［大崎上島町金原農園］ 
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 シーカヤックで海の中の海藻や魚を見ることができて楽しかったです。海藻塾では

いろいろな種類の海藻を知れて、とても勉強になりました。 ［大崎上島海藻塾］ 
 とても楽しく勉強になりました。出会った人たちがみんな優しく、海藻に対する体

験だけでなく、人とふれあえ、とても良い体験でした。 ［大崎上島海藻塾］ 
 初めてビワの収穫の手伝いができてとてもいい体験だった。もっと農業が活発化す

ればいいと思う。 ［JA 芸南］ 
 農業をすることがこんなに大変だということを知らなかったので、今日の活動を通

して、大変さと楽しさを両方味わえたのでよかったです。［JA 芸南］ 
 今までしたことのない体験をたくさんすることができて、本当に勉強になったし、

楽しかったです。機会があればまたこのような体験をしたいと思いました。 ［三次

市ゆめランド布野］ 
 今まで経験することのなかった貴重な体験がたくさんできて良かったです。もっと

多くの人にゆめランド布野の良さを知ってほしいと思いました。 ［三次市ゆめラン

ド布野］  
 
 

 

教養ゼミ現地体験授業 TA の声 

 
TA=体験授業を手伝う学生アシスタント。２年生以上。 
（昨年度体験授業に参加経験のある学生が多い） 
 祢宜谷さんのお話をお聞きした後の作業で、祢宜谷さんはじめ、入植されて今日ま

で続けてこられた人々の思いの、ほんの少しがわかったと思う。(わかったと言うに

はおこがましいですが….)梨一つ一つがあのような作業(それ以上のたいへんな作

業)の毎日の積み重ねで生産されていることを改めて感じ、感謝の思いでいっぱいに

なった。 ［世羅大豊農園 TA］  
 単純に見える作業が、いかに単純ではなく、また、価格を大きく変えてしまう重要

な作業であることを、身をもって体験しました。さらに、農地をゼロから開発し、

借金を返済し、農業をし続けるために、いかに根気が必要なのか、そして、どれほ

どの年月がかかるのか、というその大変さを祢宜谷さんの話から知ることができま

した。大変さを考慮しつつ、これからの研究に本日のことを役立てたいと思います。 
［世羅大豊農園 TA］  

  TA で参加しましたが、1 年生以上に体験学習に対してわくわく感をもって参加で

きたような気がします。川の清掃作業では目に見えない川底のゴミなども取り、感

想としては非常にゴミが存在していると思いました。中にはさびたものから新しい
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ものまであったので、いまだにどんな形にしろゴミをきちんと捨てない人がいるこ

とに怒りを覚えました。アユにおいては知っていること、知らないこともある中、

様々なことで興味を持つことがあり、アユに関するすべてがおもしろく、ためにな

ることだと理解しました。アユは今までに養殖のものしか食べたことがなく、その

際は内臓とか苦くて食べられませんでしたが、今回のアユは養殖ではあったものの、

すべて食べきることができて非常においしかったです。TA でありながら、いろい

ろなことを体験、学ばせていただき、非常にこの度の体験学習は有意義なものとな

りました。 ［太田川漁協 TA］  
 今日は、川の清掃やアユの放流体験、アユの塩焼きの試食などをして、本当に楽し

かったです。非日常的な体験は今の忙しい人たちにとって、必要なものであると感

じました。今、日本では高齢化が進み、農村の維持が厳しくなっているのが現状で

す。もっと今回のような体験を若い人にしてもらい、一人でも多く農漁業に関心を

持ってもらう必要があると感じました。 ［太田川漁協 TA］  
 今回アシスタントとして来たが、焼いたアユを食べたり、川の生物を探してみたり、

たくさんの話を聞かせていただき、自分にとっていい勉強・体験となった。山に囲

まれているところで川に入り、そこに住んでいる生物に触れ、自然、生態系を身を

もって感じることができた。組合の活動内容を知ることができたが、高齢化や組合

員の減少によりイベントが減っていて、活動していくのがたいへんなんだと感じた。 
［太田川漁協 TA］ 

  TA になったのにアシストもろくにできず、美味しいご飯を食べさせてもらったり、

体験させていただき本当にありがとうございました。地域の方々とご飯や体験を通

して、たくさんお話することができて良かったです。これからもっと農林水産地域

について勉強したいと思いました。 ［安芸太田町井仁 TA］ 
 今回の田植え体験はとても貴重なものでした。普段農業に携わることのない私とし

ては、地域の方との交流を持てた良い機会でもありました。実際にその地域の農作

物を買ったりして、お米も食べることができ大切有意義な時間となり、これからも

地産地消を心がけ、自身の地域活動にできるだけ積極的にかかわりたいと思いまし

た。 ［安芸太田町井仁 TA］  
 今回、幸水農園で初めて梨の摘果作業をして、すごくたいへんな作業だと思いまし

た。こういった作業があることで、良い果物ができているんだということがわかり

ました。良い経験ができてよかったです。 ［世羅幸水農園 TA］  
 今回は、梨の一次摘果とブドウの（枝<つる>）摘み取り体験をできた。先週に続い

ての作業であったが、梨の枝が前回より少し高く、脚立にのると、少し作業が遅く

なるように感じた。ブドウの作業でもそうだが、”人海戦術”の大切さを感じた。 ［世

羅幸水農園 TA］  
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 今日のみかんの摘果は、やはり初めてであるからか、作業が少し難しく感じられた。

２回目の大長であったが、今日はかんきつ類の摘果作業で、どれくらいのみかんを

どのように分布させて残すのがよいか、考えるのがなかなかに大変でした。地域お

こし協力隊の方との話はおもしろく、とても興味深く感じた。このような実際に携

わっている人の話や意見交換は楽しかった。 ［呉市豊町大長 TA］  
 地域おこし協力隊の方とお話できて、いろいろ考えることができて本当によかった

です。常に、情報・知識を蓄え、アイデアを考えるべきだと思いました。みかんが

まだ小さかったので、また大きくなったみかんを見にきたいです。 ［呉市豊町大長

TA］ 
 農家の方々の体力に驚かされました。めいっぱい働いてから食べた直売所のご飯は

最高でした！稲刈りにもぜひ参加させてほしいです。ベビーリーフのハウスの見学

も興味深かったです。 ［ファーム･おだ TA］  
 田植えをするのは小学校一年生以来で、普段農業にふれることはないので、とても

なつかしい気持ちになりました。高齢化が進むと、たいへんな労働ばかりだったの

で、若い労働力はとても大切だと感じました。 ［ファーム･おだ TA］ 
 今日のせとかの摘果は１年次も含めて２回目でしたが、昨年よりも上手にすること

ができたのではないかと思いました。講義においても昨年聞けなかった内容であり、

知らなかった内容を知って非常に有意義な時間を過ごすことができたのではないか

と思います。ただ昨年も思ったのですが、時間が制約されている中の作業だったの

で、もう少し時間の幅を増やして様々なことをしてみてもいいのではないかと思い

ました。 ［大崎上島町金原農園 TA］ 
 今回の活動では、せとかやレモンのことだけでなく、歴史や流通のことも教えてい

ただき、とても勉強になった。道の駅や生協などの魅力を感じるようになってきた。

摘果については自分は知らないことばかりであり、とても手間がかかったことをし

ているんだと実感した。今日摘果したものが収穫期にどのように実をつけているか

気になる。機会があれば収穫も行いたい。 ［大崎上島町金原農園 TA］ 
 金原さんの豊富な体験と知識を元にしたお話が興味深く、特に広島(中でも JA 広島

ゆたか管内)のカンキツの今後の可能性が力強く感じられた。また、摘果体験(木に

よって摘果の必要性がかなり異なったが)、摘果によりせとかの商品価値も上がると

いう、重要性はよく理解できた。収穫時にもぜひ体験できればと思う。 ［大崎上島

町金原農園 TA］ 
 今回印象的だったのは、今まで当たり前に島にあるものとして考えていた”海藻”

をもっとみんなに知ってもらいたいという塾の方々のお気持ちでした。新たに PR
するものを作り出すのではなく、今あるものに工夫を加えて PR するという地域活

性化の仕方もあるのだなと勉強になりました。 ［大崎上島海藻塾 TA］  
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 今回は漁業体験ということでした。海岸のゴミの環境状況を知ることができ、また

シーカヤックや海藻塾と自然と触れ合う機会が多かったと思います。地域の方との

交流もあり、一年生が楽しそうに体験していてよかったです。 ［大崎上島海藻塾

TA］  
 商品化についてもう少し聞きたかった。大崎上島に来たのは初めてでしたが、自然

豊かなところだと思いました。街は見てないですが、良いところなんだろうと思い

ます。普段一人暮らしでは海藻に触れる機会も買うこともそんなにないので、今日

は貴重な体験ができました。お話しくださった方々も専門家ではなく一からがんば

っていると聞いて驚きました。ほかの農山漁村にも興味がわいたので、行ってみた

いと思いました。 ［大崎上島海藻塾 TA］  
 今回は実際にビワの収穫及び包装をしてみて、あの時間でどれくらいの売り上げに

なるかなどの具体的な話、また農家さんのリアルな言葉を聞けてよかった。特に JA
芸南、ボラバイトなどの取り組みは新鮮で、自身でも情報を集め、また参加したい

と思った。工業品も多く、積極的だと感じた。 ［JA 芸南 TA］  
 ビワの収穫は初めての経験でしたが、農家さんの指導もあり、私も１年生のみんな

も上手くとれていました。農家の方々の収入とか現状など、普段なら聞けないよう

なことが聞けたので、とても有意義な時間になりました。［JA 芸南 TA］ 
 川の中に入り、自然に触れて、アユを焼いて、食べ、アイスクリームを作り、普段

日常生活ではめったにやることのない体験ができ、アシスタントではあるものの、

楽しむことができた。一日に一つのことだけでなく、様々な体験ができ、とても充

実していたと思います。しかし、私はアイガモ農法も気になっていたので、見られ

なくて残念でした。作業と作業との間の準備や移動に時間がかかりすぎていたと思

います。農業であるアスパラガス栽培、水域に関する川の清掃、食品製造となるア

イスクリーム作りと、生物生産学部に関係のある体験を楽しく行うことができてよ

かったと思いました。 ［三次市ゆめランド布野 TA］  
 今回の体験は内容がすごく充実していてよかった。楽しかった要因の一つとして考

えられるのは、いろんな体験ができたことだと思う。アスパラの収穫、川の清掃、

鮎の串焼き、アイス作り、どれも普段やらないことなので、貴重な体験になったと

思う。また、地元でとれた物を食べることができたのも良かったと思う。 ［三次市

ゆめランド布野 TA］  
 ＜個人的な感想＞学生が何事にも積極的で、先生や TA の言うことも素直に聞き入

れてくれたので、TA として安心して取り組めました。また、他の TA が周囲をしっ

かりサポートしてくれていたので、個人的にとても頼もしく感じました。今までの

準備はとても大変だと思うし、先生方、本当にお疲れ様でした。 ［三次市ゆめラン

ド布野 TA］  
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 連携市町の声  

＜教養ゼミについて＞ 

 

―よかったところ― 

 受入れ団体が昨年と同じであったため、事前の調整や当日の授業については円滑に行

えた。大学側の、こまめな連絡や直接訪問いただくなどの対応により、地域の理解を

より得ることができた。三次市(布野）の状況や取り組みを学生に知っていただく良い

きっかけとなった。［三次市］ 

 

 地域の農業・河川・拠点施設などを体験していただき、三次市(布野町)の魅力を少しで

も知っていただく良い機会になっていると思います。これをきっかけに関心を持って

いただき、農業や漁業への興味以外に、三次市への観光への興味につながることを期

待します。［三次市］ 
 学生が中山間地域への関心を持つきっかけとしては良い。棚田オーナーとして取組み

が拡大している。［安芸太田町］ 
 農業に関心のない人に少しでも、農業やその生活環境を理解していただくためにもい

いきっかけになっていると思う。［呉市豊町］ 
 

―改善点― 

 対象が１年生ということもあり、体験を中心とした授業であることは、中山間地域に

興味を持つという意味で成果があったと考えられるが、より深く地域を知り、課題を

解決していくパートナーとして連携していくためには、更なる検討が必要である。［三

次市］ 
 三次市布野町で受け入れを実施する際、できるだけ地域の魅力を幅広く知ってもらう

ため、内容を詰め込んでいます。今後も、布野町で受け入れし、継続実施すると仮定

した際に、時間的な余裕があまりないため、同様の内容で進めていっても大丈夫かを

再検討する必要があるかもしれません。［三次市］ 
 学年・学部を超えた学生間での情報共有。学生が発信源になってほしい。全学部への

取組み拡大。井仁ではなく、他地域で取り組むべきかも。［安芸太田町］ 
 興味のない学生について興味を持たせる体験にすることや、的確な指示を出すことが

必要であると感じました。一部の生徒は地域の方々にお礼を言って帰校したようです

が、授業を受ける態度ではない学生も居たように感じます。［安芸太田町］ 
 受け入れ側から時間が少し短いとの意見があったのと、内容において調整が必要［大

崎上島町］  
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＜インターンシップについて＞ 

 

―よかったところ― 

 土日を含めて、1週間程度の受入れであったため、地域の現状や課題などをより深く理

解していただける機会となった。［三次市］ 
 道の駅としては夏休み時期で多くのお客様が訪れる期間なので、助かる時期でした。

受入れをする道の駅の従業員も、人に教えるという立場を経験し、職場内の意識や協

力体制の向上にも少しつながったと思います。［三次市］ 
 事前にインターンに参加される方が来られて、どのようなことを知りたいのか？学び

たいのか？ということを打ち合わせできたのが良かったです。［世羅町］ 
 学生の皆さんが事前学習で課題（問題）意識を持って来町されたので、例年になく、

有意義な受入れであったと農家の方々がお話されていました。［世羅町］ 
 農業を肌で感じてくれたこと。農家民宿を利用してくれたこと。インターンシップ後

も何度も訪れてくれる学生もいること。［世羅町］ 

 初めてインターンシップを受け入れ、新たな取り組みをスタートさせることができた。

1日だけのイベント的な取り組みと違い、５日間による地域内での活動により、住民と

学生の距離感が近くなった。（夜の交流会も良かった）［安芸太田町］ 

 １週間という学生には長い期間だったと思うのですが、言われた仕事をきちんと熟し

てくれたと思っています。特に、他の学部の生徒が参加してくれたことは井仁にとっ

ても役場としても嬉しかったです。［安芸太田町］ 

 ある程度テーマをしぼっての募集だったので、受け入れ側としても内容を決めやすか

った。［大崎上島町］ 

 

―改善点― 

 教養ゼミと同様に対象が１年生であるため、より目的をもって、地域・行政と協働し、

解決策を探るには、継続的な関わりが重要と考えられる。お盆の時期ということもあ

り、インターン希望の学生と、事前連絡が取りづらかった。［三次市］ 

 改善が必要というわけではないですが、この時期の農園の受入れについては、かなり

お忙しい時期のため、作業の手伝いという点では問題ないですが、農園からは、あま

り学生に一緒について細かく教えてあげることができなかったということを、ちょっ

と申し訳なかったと言われておられました。［三次市］ 

 学生の希望が直前まで出てこなかった。受入先も一番忙しい時期なので、実施の１カ

月前には決定してほしい。受入れ団体として、農場や民宿の負担にならないバランス

を考慮し、次年度以降に生かしていきます。［世羅町］ 
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 単に役務・労務提供的な取り組み内容になった。（学生・大学はどうのように感じてい

るのか？）継続的な取り組みとなるよう内容を検討。他地域での取り組み。［安芸太田

町］ 

 実施時期についてはもう少し協議が必要だったと思っています。学生たちは井仁に関

わる体験がしたかったと最後の日に言っていました。できることなら、秋の収穫祭が

ある 10月の第１土曜日に合わせてインターンシップしてもらったらいいと個人的には

感じました。［安芸太田町］ 

 こちらから事前に生徒さんにどのような内容で受け入れるか伝えていなかったので、

来てから伝えた。事前に伝えたことである程度心構えができたのではと反省した。［大

崎上島町］ 

 

＜広島大学との連携について＞ 

 

―よかったところ― 

 大学の窓口が一本化されており、円滑に調整を行うことができた。［三次市］ 

 顔がわかるようになるため、行政だけでなく、地域の方も大学を近く感じられたと思

います。［三次市］ 

 体験授業やインターンシップがきっかけとなり、学生が研究において、本町を取り上

げ、継続的な関係を持てている点［世羅町］ 

 いつも細部に渡り、ご配慮いただき、たいへんありがとうございます。［世羅町］ 

 体験授業については毎年のことなので、今年度もスムースに行えたと感じています。

［安芸太田町］ 

 地域のことを知ってもらえる。広大生と地域の人との交流の場となっている。［安芸太

田町］ 

 

―改善が必要なところ― 

 インターンシップは初めての取り組みであったこともあり、意思疎通ができていなか

った。［安芸太田町］ 

 大学側も町としても初めてのインターンシップであり、大学と地域の連携もとれてい

ないと感じてなりません。［安芸太田町］ 

期間・時期についてもう少し調整が必要かもしれない。［大崎上島町］ 

 

―連携が強くなったところ― 

 継続的に事業を行い、十分な振り返りを行うことで、今後も連携が強まると考えられ

る。［三次市］ 
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 特産品の開発についても検討を進めることができました。これからもよろしくお願い

します。［三次市］ 

 実施後も定期的に連絡を取り合っているようになった点［世羅町］ 

 町のいろいろな課題を相談させていただいています。［世羅町］ 

 直接お話しできるようになった。［世羅町］ 

 毎年の恒例になっている体験授業について、大学側からきちんとスケジュール等が送

られてきており、大学と町の連携が強くなってきていると感じました。［安芸太田町］ 

 

―地域貢献の人材が増加すると感じる理由― 

 体験することが地域貢献の第一歩だと考える。その中で、地域に興味を持ち、継続的

な関わりが生まれることを望んでいる。［三次市］ 

 地域への貢献というと大きな結果が必要なように思いますが、布野町だけでなく三次

市を知ってもらい、直接地域で働いたりということはないとしても、家族や友だちと

三次市の話をしたり、遊びに来るきっかけとなったと思います。もちろん地域で働き

たいと考える方がおられたら、とてもうれしいですけど…。［三次市］ 

 社会に出る前に地域で実際に活動することで視野も広がると思います。この活動をき

っかけに地域に貢献する取り組みをしたいと思う人材が出てくるのではないかと感じ

ました。［世羅町］ 

 何事もきっかけが大事ですから。［世羅町］ 

 大学院生の高橋さんによる個別訪問に繋がっている。［安芸太田町］ 

 院生の高橋さんたちのような学生たちが授業ではなくて自ら井仁に来て、地域の方と

触れ合っている姿を見ると町としてもとてもうれしく、今後地域に何かしらの形で貢

献してくれるのではないかと期待しています。［安芸太田町］ 

 最初は何の気なしに来島した生徒が、離島時には何らかの変化を感じることができる。

［大崎上島町］ 

 

―広大と連携して、特に取り組みたい地域課題、急いで解決したい問題― 

 教養ゼミを通じて、参加した学生から提案のあったアイスクリームの商品開発につい

ては、引き続き連携して取り組んでゆきたい。［三次市］ 

 冬に雪が多く積もる地域であるため、冬場に出荷できる農作物がむすかしい状況であ

ります。ハウスをするにも、積雪でハウスが潰れてしまい、ハウス栽培できない地区

も多くあります。白菜・大根などのスーパーに溢れかえった農作物以外で、これから

地域の特性を生かした、または積雪の多い地域でも特産となることができるような農

作物を今後検討していきたいという地域の声があります。今までもいろいろと検討は

されたようですが、うまくいっていないようです。［三次市］ 
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 労働力不足（特に農業に関わる仕事において）が課題としてあります。どのような環

境であれば働いてみたいなと思うのか、学生の皆さんのご意見を伺えればと思います。

［世羅町］ 

 世羅梨ブランドへのご協力をよろしくお願いいたします。［世羅町］ 

 後継者不足と高齢化で失われつつある経験を聞き取り調査［世羅町］ 

 繁忙期の援農［世羅町］ 

 学生が中山間地域に関心・興味を持つ入口・きっかけになっていると感じるが、多く

の学生は入口に止まっているのではないか。４年間を通じた学生へのフォローが肝要

と感じる。継続的なフォローにより、中山間地域への理解が深まり、入口から奥へと

誘うことができるのではないか。［安芸太田町］ 

 個人的には、地域でマンパワーが足りてないので、バイト感覚で、草刈りや木の伐採

があるときはお手伝いにきてもらえればうれしいと思っています。急いで解決したい

問題については地域の意見を優先させてください。［安芸太田町］ 

 農作物への有害鳥獣被害対策［呉市豊町］ 

 今回の意見交換の中であった、地元小学生との交流は検討してみたい。［大崎上島町］ 
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 連携地域の声  

＜教養ゼミについて＞ 

 

―よかったところ― 

 いつもは高校生・中学生を対象に話すことが多いが、広大生には話が通っていく感が

あった。質問も学生らしくて勉強になった。交流の中で、農村・農業への理解を深め

てもらえた。［世羅大豊農園］ 
 体験授業の内容を事前に、連絡がしっかりとあり、受け入れ方は助かります。内容に

対しての学生さんへの準備もしっかりとしていることがうかがわれます。［呉市豊町大

長］ 
 単位人数、体験の大切さ、物事の苦労を知ること。［呉市豊町大長］ 
 積極的に進める態度は良かったと思います。時間後の質問についても、同様に積極的

に疑問点の発表があり、良かった。［東広島市 JA芸南］ 
 積極的に取り組んでいた。［東広島市 JA芸南］ 
 学生が思った以上に積極的で感心しました。［東広島市 JA芸南］ 

 学生と生産者が自由に意見を交換する場が持てたこと。生産者の生産意欲が向上した

こと。［東広島市 JA芸南］ 

 事前の資料や予定などを大学側で準備していただけたこと。日頃なじみのないことに

関心を持ってもらえる取り組みだったこと。［太田川漁協］ 

 大崎上島の存在と知ってもらったところ。海藻の種類が多く観察できるのは、年度の

境目（2月～4月頃）なので、少し残念ではありますが、6月実施は年間スケジュール

からやむをえません。［大崎上島町海藻塾］ 

 参加学生数は適正、授業を受ける態度は感心するほど良い。［大崎上島町金原農園］ 

 

―改善点― 

 実習等、一部に積極性の無さを感じた。作業の大変さを味わってほしい。お手伝いで

はなく、もっと仕事としての意識を持って取り組んでほしい。［世羅大豊農園］ 

 初め、中間、結果を知ることが大切だと思う。事前に少しでも内容について本などで

勉強をし、質問と疑問をもって臨んでほしい。［呉市豊町大長］ 

 作業の理解について、事前学習がやや不足では。［東広島市 JA芸南］ 

 収穫だけでなく一の段階から始めてほしい。［東広島市 JA芸南］ 

 体験の授業の時間をもう少し長くできれば良いと感じました。［東広島市 JA芸南］ 

 もう少し時間をかけて生産・販売に携わってほしいです。特に販売/調理面で学生の自

由な発想を産地に提案していただくコンテストなどがあればうれしい。［東広島市 JA

芸南］ 
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 生徒さんの自主性をだせる内容づくり［太田川漁協］ 

 授業回数が少なく、体験時間がやや少ない。実施時期は１回目は現状で良い。できれ

ば、２回目は時間が少なくても、みかんの収穫時期 11月下旬～12月上旬。私以外の生

産農家と対話させてあげたい。［大崎上島町金原農園］ 

 

＜インターンシップについて＞ 

 

―よかったところ― 

 時期は梨の収穫時期でちょうどよかった。［世羅大豊農園］ 

 他学部（生物生産以外）の参加［安芸太田町地域おこし協力隊］ 

 体験会など一日の手伝いと異なり、地域の方々と学生が共生・協働することができ、

井仁への理解がより深まり、かつ地域への貢献度も高く良いものだと思う。また、イ

ンターンシップに参加した学生が自主的に来てくれたこともあるので、学生が地域で

活動するきっかけにもなって良かったと思う。［安芸太田町井仁］ 

 学生さんの報告書を読ませていただき、予想以上に、自分自身への意識改革やスキル

アップと問題意識につなげていただいているようで、安心すると同時に、地域への貢

献の姿勢に感謝します。［安芸太田町井仁］ 

 何事も一生懸命に務めてくれた。［安芸太田町井仁］ 

 諸外国と比較してインターンシップの内容は様々みたいだけど、私は、まずは一つの

仕事ではなく、地域の全体像を知ってほしいと思い、インターンシップとは少しかけ

離れた感があったが、本人が世界観が変わったと言ってくれて、本当に良かったと思

う。［呉市豊町大長］ 

 夏休みか冬休みが良いと思う。私のところは冬休みも良いと思う。どちらでも受け入

れる。［大崎上島町金原農園］ 

 

―改善点― 

 もう少し早めのアンケート等をお願いします。［世羅町民宿］ 

 早い時期、４月ごろまでに案内が出せる状況まで話し合いをしておきたい。［安芸太田

町地域おこし協力隊］ 

 学生たちにとって、井仁でのインターンシップに参加して良かったと思えるような内

容を検討する必要がある。また、地域の人たちにもより協力してもらえるような地域

の体制をつくる必要があると思う。［安芸太田町地域おこし協力隊］ 

 地域として、もっと事前調整して、地元の参加人数の確保等をする必要があった。特

に、オリエンテーションやワークショップ、交流会など。［安芸太田町井仁］ 
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 学生の中には何のために井仁地区に来たのか目的がはっきりしていなかった人もいる。

受入側として、インターンシップの目的、めざすところを理解することができなかっ

た。［安芸太田町井仁］ 

 別に改善が必要うんぬんはわからないが、受け入れ側と学生の息が合えばいいのでは

と思う。［呉市豊町大長］ 

 期間は４～５日が良く、人数は２～３人が良い。［大崎上島町金原農園］ 

 

＜広島大学との連携について＞ 

―よかったところ― 

 世羅町六次産業ネットワークで取り組んでいる民宿、農業体験など進めるうえで(町で

も進めている)参考になった。［世羅幸水農園］ 

 過去の積み重ねもありスムーズに進んだ。［安芸太田町地域おこし協力隊］ 

 体験授業から他方面への繋がり等、多方面に広がりつつある。［呉市豊町大長］ 

 地域の産業理解ができてたいへん良かったと思います。［東広島市 JA芸南］ 

 学生が長期休みのときに農業体験学習として受け入れを行いたい。［東広島市 JA芸南］ 

 コーディネーターがうまく機能してくれたところ。［大崎上島町海藻塾］ 

 

―改善が必要なところ― 

 １回きりのインターンシップ受入れでなく、同じ生徒さんが毎年数回世羅に来られる

ような授業になれば、もっと世羅がわかり、もっと多くの提案がいただけそうです。［世

羅幸水農園］ 

 インターンシップは初めての取り組みのため、今後話し合っていきたい。［安芸太田町

地域おこし協力隊］ 

 インターンシップについては、これまで以上に連携しながら取り組む必要があり。［安

芸太田町地域おこし協力隊］ 

 行政、地域おこし協力隊が主体になり過ぎて、地元受入側のインターンシップへの理

解不足。（普通のボランティア活動と解釈）［安芸太田町井仁］ 

 卒業する学生が下級生などにしっかりと地域と連携する目的等を伝えてほしい。［呉市

豊町大長］ 

 

―連携が強くなったところ― 

 梨作りの中での苦労がわかってもらえた。大学へも何か手助けしてもらえそうな気が

してきた。［世羅幸水農園］ 

 補助金の活用を双方が考えて行ったこと［安芸太田町地域おこし協力隊］ 

 個人で訪問する人が出てきたところ［安芸太田町地域おこし協力隊］ 

 大学側が取り組んでいることへの理解度。地域としてはありがたい。［安芸太田町井仁］ 
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 我々が多数の教授と知り合うことができたこと、また、学生を通してもっと幅広い交

流関係を我々自身目指したくなりつつあること。［呉市豊町大長］ 

 地域との産業（地場産業）を広報に役立っていると思う。［東広島市 JA芸南］ 

 事務局のきめ細やかで柔軟な対応に非常に満足。近場でもあるのでどんどん連携を図

っていきたい。［東広島市 JA芸南］ 

大学祭でのコラボマルシェの実施等へと繋がった。［大崎上島町海藻塾］ 

 

―地域貢献の人材が増加すると感じる理由― 

 農業・農村への関心が今一つ薄いように思う。［世羅大豊農園］ 

 私たちの農業(地域)を真剣に勉強していただいて、若い目で見た問題点を提案してい

ただいた。［世羅幸水農園］ 

 今の大学１年生・２年生から、来年・再来年の学生が勉強できるため［安芸太田町地

域おこし協力隊］ 

 地域に深く関わってくれる人材を見つけることができる取り組みであると思う。［安芸

太田町地域おこし協力隊］ 

 地域に入って現状を体験するだけでも、十分視野が広がり、将来何らかのプラスにな

ると思う。［安芸太田町井仁］ 

 学生の田舎に対しての思い etc全く知ることができなかったのが、交流によって、案

外と自分自身の思いとは違う部分も発見できたということ。そして、我々も地域を理

解してもらえるよう、正面からぶつかる必要性も感じている。［呉市豊町大長］ 

 高齢化に伴う地域に若い者の意欲があり、後継に望みが出てくると思います。［東広島

市 JA芸南］ 

 現在、学生サークル「田口虫」が援農ボランティアへ参加し、土曜日に作業してもら

っているので、この授業を通じて、ボランティアへ参加してくれればと思っています。

［東広島市 JA芸南］ 

 農業サークルの田口虫など定期的に援農体験に訪れてくれている。今後は販売面など

援農以外の活躍の場を提供したい。［東広島市 JA芸南］ 

 知らなかったことを知り、関心を持ってもらえたと思うから。［広島市太田川漁協］ 

 百聞は一見に如かずで、現地で体験することが一番である。瀬戸内海の環境変化（ゴ

ミ、磯焼け現象等）を自分の目で確認できることで興味を持ってくれる学生がいるの

ではないか。［大崎上島町海藻塾］ 

 インターンシップによって大崎上島町を知る。このことは地域との交流が始まり貢献

場面は増加する。［大崎上島町金原農園］ 

 

―広島大学(生物生産学部)と連携して特に取り組みたい地域課題、急いで解決したい問題― 

 繁忙期（一次摘果）に来て、戦力になってください。［世羅大豊農園］ 
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 ここ 2年、梨の重大な病気であります黒星病が蔓延しています。世羅町の特産の梨が

衰退しないよう力を貸していただきたい。黒星病の果実・発病葉の耕種的防除にぜひ

力を貸してください。［世羅幸水農園］ 

 こちら側でも課題を見出すことが困難な状況。大学側にも入り込んでもらい、課題を

見つけ出すところから考えてほしい。［安芸太田町地域おこし協力隊］ 

 学生は、卒業して人が入れ替わってしまうので、活動を引き継いでいける仕組みを考

えていきたい。［安芸太田町地域おこし協力隊］ 

 棚田交流館のより有効な活用方法［安芸太田町井仁］ 

 特に、地場産業の充実、それには少子高齢化の対策 etc課題は山積であるが、若い人

の知恵・アイデアを引き出して、少しでも､何でもいいからキッカケがつかめれいいと

思う。［呉市豊町大長］ 

 新しい事項（収入増を図れる内容）に軟化できる事業内容に提案がほしい。共同開発

に進めていきたい。［東広島市 JA芸南］ 

 すべての農作業に参加してもらいたい。 

 今回、生産物のことが授業の大半でしたが、今後は、加工品等のアイデアを出してい

ただければ、より大学との連携ができるのではないかと感じました。［東広島市 JA芸

南］ 

 おもろい農！として援農に限らず、様々なボランティア団体と連携を図っていきたい

ので、その橋渡しを行ってほしい。［東広島市 JA芸南］ 

 今後、田口虫と連携して広島大学近くで畑を管理するので、２ケ月に１回くらいのペ

ースで皆で作業が行えたら。JA芸南として加工品販売で連携を図りたい。特にマスコ

ミへの PR方法など。学生の体験学習の場として JA芸南をどんどん活用してほしい。［東

広島市 JA芸南］ 

 生物の住める川つくりのために、何が良いか。水質の調査や繁殖外来種の対策等。［広

島市太田川漁協］ 

海藻（特にアカモク）の有効活用を模索したい。［大崎上島町海藻塾 
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	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。
	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。
	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...
	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」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名は昨年度も参加であるため、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...
	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...
	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。
	II 　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。
	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...
	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。
	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...
	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...
	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...
	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...
	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...
	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...
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