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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 
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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 
 


