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進み始めた地域理解、高まる地域課題への関心 

 

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 

  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」(COC)は、28 年度に入って新たな段階に入りました。中山間地域・島しょ部対策領域

では、これまでに培ってきた体験学習、フィールド実習、インターンシップでの経験を踏

まえ、より教育体系の中に深く根付くように工夫を重ねてきました。28 年度は、内部化、

内実化の試みを本格化させた年でした。特に、COC の関連科目では、教育内容に、学生が

見聞し勉強した地域課題が深く反映するようになっています。 

 中山間地域・島しょ部の領域を担う生物生産学部では、地域での体験学習を出発点にし

た一連の教育カリキュラムをCOC終了後にどのような形で維持するか、検討を始めました。

カリキュラムばかりか、予算確保、担当する教職員の業務にも関わるため、慎重に検討し

ているところです。 

 

全学への広がりをみせる活動 

 本年度の大きな特徴は、インターンシップ、特別講座などに参加する学生が増えたこと、

特に他学部からの参加が多くなりました。地道な宣伝活動が功を奏し、参加学生からの口

コミやＳＮＳでの広がりもありました。特別講座にお招きする地域・企業の講師の皆様が

魅力のあるテーマでお話しをいただけるため、大学院生の聴講も増えました。学生・院生

の中には、自分たちで連携地域と連絡をとって、諸活動に参加する動きがあります。 

 

地域貢献と地域課題研究 

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。受け入れていただく連携地域、市町、関係機関の

皆様には多大なご負担をおかけしています。そうしたなかで、道の駅ゆめランド布野・三

次市と生物生産学部の学生・院生による酒粕アイス（オリゼさんのアイ酒）共同開発の活

動がありました。学生の体験学習を引率した教員による知識・技術が活用されています。

また、地域環境調査への協力も検討する教員・院生もいます。連携地域との日常的なつな

がりが、様々な活動の広がりをもたらしています。 

 

 今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 



2 

 

達成目標の進捗状況    28 年度の実績 

 

前年度に引き続き、中山間地域・ 島しょ部をフィールドに、「地域を知る」、「地域と関

わる」、「地域と協働する」を踏まえた 3 段階の地域志向型教育を実施しました。１年生を

対象にした「教養ゼミ(必修)」を出発点にしながら、地域で活躍する人材を招聘する「特別

講座（選択）」、「地域志向インターンシップ」など、COC 関連科目（選択科目）の充実と体

系化が学年進行に伴って成果をあげてきた。インターンシップに参加する学生が増えたの

が大きな成果でした。高学年の学生の中には継続的に地域課題に取り組む動きがでてきま

した。 

 

過去 3 カ年の間、すでに 7 学部の学生が関係科目及び活動に多数参加・受講し全学展開

を行っている。取り組みの結果、学生の地域志向への認識も高まっています。 

 

第３回円卓 フォーラムでは、連携市町・地域の出席者から、体験学習・インターンシッ

プ、調査や卒論等を通じて、学生が地域に新たな魅力を発見し、自ら進んで調査研究する

仕組みづくりができた、との評価をいただきました。地域・市町と大学が共同し、現在及

び将来の人材を中長期的な視点で育てることができつつあることが確認されました。連携

地域の活性化の一つとして、大学生や若者を地域に受け入れる基盤作りが進むことが期待

されています。体験学習、インターンシップ等により、地域農漁業資源が活用される可能

性があり、大学のアイデアと技術を活かした商品づくりの動きにつながりました。学生や

若者の目を通して、農漁村社会や文化を再評価する動きがでてきた、との報告を参加者か

らいただきました。 

 

28 年度の活動延べ人数は 7,112 人、学生延べ 4,299 人、教職員延べ 952 人、地域・市町

延べ 1,671 人でした。その他 190 人であった。学生による地域商品の実現１ 件、連携市町・

地域が参加したマルシェの開催、学生による地域ボランティア活動が活発になるなど、数

値には現れない多彩な活動が行われました。新聞等のメディアによる活動紹介が計 17 回あ

りました。 

 

教育カリキュラム改革を含む事業目標達成のための各種取組 

【教育改革】  中山間地域・島しょ部領域では、１年前期の教養ゼミにおいて実施される、

PBL 方式を採用した体験学習、地域学習方法を開発し、マニュアル化しました。また、昨

年度に確立したインターンシップの運営の仕方にもとづき、その内容充実に努めた。イン

ターンシップの充実が今年度の活動の中でも顕著な成果でした。地域志向型教育を持続的

に実施するには、フィールド教育を始め、地域と深く関わる教育研究分野に応用できるシ

ステムにしていく必要があります。地域と大学で得たノウハウを蓄積し、持続的で効率的
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な人材育成プログラムの構築を目指していく段階に入ったことが確認されました。 

 

【事業の成果と改善】  1 年次生が参加する体験学習はすでに学生・教職員の間に定着し

た活動になりました。この活動に参加した学生の 97％が満足と答えており、評点は 5 点満

点中の 4.5 点でした。学生を受け入れた連携市町による活動評価は高く、COC の活動を通

して大学との連携が強化されたと判断しました。前年度からの課題であった全学対応の活

動もは可能な範囲で実施しました。特別講座、インターンシップに参加する学生が増え、

彼らの活動への参加の度合いも強まっています。一方、教養ゼミ等を担当するチューター

教員の理解度が高まり、教育はもとより、研究を通して地域に関わる姿勢もみられるよう

になりました。事業終了後に向けて、地域志向型教育を担当する教員の認識向上、効率よ

く運営していける事務体制の確立に向けて準備を整えることができました。 

 

【自治体等との連携・評価： ステークホルダーの支援の実施】 今年度も引き続き、地

域志向型教育にご協力いただける市町や地域を訪問し、運営の仕方等について打ち合わせ

を行うとともに、活動終了後にはアンケートをお願いして意見を汲み取りました。地方創

生活動計画のなかに大学との連携が位置付いていると、評価をしていただく地域もありま

す。道の駅ゆめランド布野・三次市と生物生産学部の学生・院生による酒粕アイス（オリ

ゼさんのアイ酒）共同開発が完成しました。地域商品の開発、環境調査、農業経営・市場

調査等では、教員がもつ知識がフルに活用されている。連携地域との日常的なつながりが、

様々な活動の広がりをもたらしました。 

 

【外部評価等の実施と反映】 「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」

の実施状況や成果、事業の継続・発展性の見通しなどを評価する、平成 28 年度評価が実施

されたました。これとは別に、参加した学生、教職員、ご協力をいただいた市町・地域に

対してアンケート記入をお願いし、その結果を反映させました。第 3 回円卓フォーラムで

は、参加者がグループに分かれて討論し、教養ゼミとインターンシップに焦点をあてて、

地域と学生の視点から評価し、今後の活動に向けての助言をいただきました。関係者意識

の変化を把握し、本事業の意義の周知をはかりながら教育カリキュラム改革を進め、地域

志向に対する学生の主体的な意識向上と行動につなげました。それらを踏まえて、29 年度

計画を作成しました。 

 

【実施体制・事業の継続発展】 生物生産学部を中心にした中山間地域・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、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きました。事業終了後を見据えて、中山

間地域島しょ部対応の地域志向教育を維持できるように、活動及び事務諸手続の簡素化、

コスト低減をいかに進めるかについても、あわせて検討を開始しました。平成 29年度には、
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体験学習の対象地域を少なくすることを決定しました。その一方、これまで蓄積してきた

地域教育に関する諸資料を有効に活用できるように努めました。COC 担当が定期的に執行

部、教務委員会、学生支援室に活動状況を報告し、事業継続に向けた準備を行っています。 

 

【特記事項：平成 28 年度評価、改善活動について】 

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の実施状況や成果、事業の継続・

発展性の見通しなどを評価するために、平成 28 年度評価が実施されました。本学の COC

事業は評価対象になり、中山間地域・島しょ部領域対策では、本部の指示にもとづき「進

捗状況報告書」の原案を提出しました。 

広島大学全体に対する評価はＣ、きわめて厳しい内容でした。中山間地域・島しょ部領

域対策については、全学的な展開につながる取組としては十分であるとは言えない、との

評価コメントが付けられました。本領域では具体的な数値を示しながら全学展開がなされ

ているという意見申立を行いました。過去 3 カ年の間、すでに 7 学部の学生が関係科目及

び活動に多数参加・受講しています。取り組みの結果、学生の地域志向への認識も高まっ

ています。評価側の回答において、「一定の取り組みが認められる」としていただきました。 

主要活動の実績 

 

ＣＯＣ連携地域

ＣＯＣ連携市町・県の連携部署

①広島市太田川漁協、②東広島市ＪＡ芸南、③東広島市ファーム・おだ、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世羅町大豊農園、⑦世羅町幸水農園、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

①広島県中山間地域振興課、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

１．第３回円卓フォーラムの開催　（一般公開＋全学対応授業）

活動名 内容

参加学生の事前学習 フォーラム・ワークショップの進め方、地域課題など

フォーラムの開催
第１部

テーマ：地域と学生が作る人材育成プログラム
～活動の評価と提案～

フォーラムにおける
ワークショップ

第２部
求める、求められる人材育成プログラム
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活動名 内容
２．教養ゼミ体験授業の実施

オリエンテーション 体験計画と地域の概要
事前学習 体験内容と地域の学習

外部講師現地講義

地域指導者フィールド演習
ふり返り授業 提案・反省・まとめ等
発表会の準備 プレゼン資料作成
３．教養ゼミ体験授業発表会の実施

発表会（前半） 前半５グループの発表
発表会（後半） 後半５グループの発表
４．秋の体験学習の実施（全学対応　教養ゼミフォローアップ）

課外体験学習 １地域
５．特別講座の実施（地域講師）全学対応授業＆公開講座

講師打合せ 講師との事前調整
ガイダンス 講師紹介・関係地域紹介

講義 外部講師13名による講義

６．インターンシップの実施　（全学対応授業）

ガイダンス 受入地域・学生の心得説明

学生個別指導 研修に当たって知識向上のための事前学習

インターンシップ
現地研修　５地域

5泊6日×4名　１箇所
4泊5日×17名　４箇所

７．フィールド演習・授業の実施

演習 食料社会経済学演習　4コマ
体験航海 2泊3日×20名
ＣＯＣ活動評価・改善の学生グループ討議（授業）
８．地域貢献・普及活動

8-1．講演依頼等

8-2．大学祭　連携地域マルシェ

マルシェ手伝い 特産品・地域PR紹介
8-3．公開講座の開催　（特別講座の公開講座化）
９．共同研究　（学生による地域特産品開発）

三次市道の駅ゆめランド布野とアイスの共同開発
アイスのお披露目・販売活動

【特産品開発】　アイス製品（オリゼさんのアイ酒）
　販売実績　約5000個／年

１０．COC活動評価・独自アンケート・意向調査の実施

意向調査 聞き取り調査

学生地域志向アンケート
学生体験授業アンケート
学生インターンシップアンケート
学生特別講座アンケート
市町・地域アンケート

１１．地域連携活動・会議等（各地域会議等）の実施

地域会議等 連携地域・市町との会議等

三次青年会議所例会　講演

アンケート調査

アイスの共同開発

体験授業

報道・広報実績　１７回

読売新聞：１回　中国新聞：７回、プレスネット：１回　ＣＡＴＶ：５回、文教ニュース：
１回、文教速報：2回【プレスリリース：４回】
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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

研究プロジェクトの策定・実施および地域社会に還元できる活動を地（知）の拠点が推進

します。従来型の大学教育システムにはない、地域と大学が一体となって地域志向型教育

体系を構築、発展させます。 

 

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」教育推進プログラムでは、学びを通して中

山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、解決に向けて自ら考え主体的に行動で

きる学生を養成することを目標にしています。その実現に向けて、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、地域住民、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、人材育成を進める仕組み作りに取り組んでいます。 
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 中山間地域・島しょ部対策領域の教育プログラムは、第 1段階は「地域を知る」、第 2

段階は「地域と関わる」、第 3段階は「地域と協働する」、というように、地域と大学と

の関係性の発展を想定しています。その成果として、地域貢献を志向する人材育成の実現

をめざしています。 

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。 

 グループでの地域体験活動を基本として、事前学習、体験学習、事後学習を行います。

市町や地域が参加した発表会の開催などを通じて、地域に貢献できる学生のアイデアや提

案などの情報発信を行います。 

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

行っている地域や組織で、学生がインターンシップを体験します。学生は地域理解を深め、

将来地域貢献を担いうる人材として成長するのを支えます。 

3）「中山間地域･島しょ部連携特別講座」 

 特別講座では、広島県内の行政担当者（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を講師として招聘します。地域の実情の理解や

優良事例の応用展開につながる議論・意見交換、さらには学生と地域の交流連携を行い、

地（知）の拠点づくりにつなげています。講座では、地（知）の拠点大学による地方創生

推進事業の情報・交流基盤としての活用も進めています。 

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」 

 学生が主体的に参加する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について調査します。自ら

地域をとらえて分析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 28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 

 

 「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います。 

 生物生産学部では、地(知)の拠点大学によ

る地方創生推進事業を進めるにあたり、既存

の教養ゼミに、体験学習をベースとした PBL

を導入しました。授業は、事前学習、体験学

習、事後学習、学生の体験発表報告会で構成

されています。大学では、体験学習の内容の

打合せ、体験後のアンケート、円卓フォーラ

ムなどを通じて、連携する地域・市町の支援

をいただきながら、相互に意見を出し合って

地域志向型教育プログラムの改善、構築に取り組んでいます。 

 また、後期には教養ゼミという授業形式ではなく、自由参加形式の秋冬の体験学習を実

施しています。教養ゼミなどで地域への興味関心を深めた学生に、より多くの体験の機会

を提供できるよう努めています。また、秋冬の体

験学習は、連携地域との交流促進としても重要な

活動となっています。 

 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。 

 なお、この体験学習の様子は、中国新聞や TVなどに多数取り上げていただき、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。 

 

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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地域・学生・大学でつくりあげる 教養ゼミ体験学習のフロー 
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（２）平成 287年度教養ゼミ体験学習の概要 

 

 平成 28年度の教養ゼミは、6市町 9 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。例年通り授業は 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２０日と２７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。 

 なお、本年度は昨年度の教養ゼミ体験授業や発表会での学生提案から、道の駅ゆめラン

ド布野や三次市の皆さんとの共同研究により、酒粕アイスが新たに誕生するなど、学生が

主体的に地域と連携して成果を上げる事例など、教養ゼミ教育の仕組みとしても成果が上

がっています。 

 また、例年通り全学の学生を対象とした秋冬の体験学習も実施しており、全学の学生か

らの評価も高まっています。 



14 

 

 

    平成 28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 
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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太田川漁協における杉野ゼミ教養ゼミ体験授業の報告 （平成 28年年 5月 23日） 

担当ゼミ責任者 杉野利久 

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 

持続的な河川漁業に取組む太田川漁協 

 広島市安佐北区に事務所を構え、河川漁業を対象にする太田川漁協は、アユ

漁を営む漁業者の皆様が組合員です。杉野ゼミの学生たちは、太田川の資源と

環境を守り、長年にわたって河川漁業に従事してこられた漁協と組合員の皆様

にお世話になり、体験学習を行いました。 

 午前の部は太田川支流の吉山川にて河川清掃と葦刈りの清掃活動、アユの放

流と塩焼き体験、でした。午後の部は、理事・総代・職員の皆様による川の生

き物の観察、漁具・漁法の紹介、資源や環境に関するお話しと漁協の活動の紹

介、などを行っていただきました。 
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          アユ漁の解禁に向けて行う河川清掃 

 学生たちが体験した河川清掃は、アユ漁の解禁日の 6月 1日前に漁協組合員

の皆さんが、各地区で一斉に行う活動です。河川清掃のガイド役を務めていた

だいたのは、漁協の地区総代のお二人です。先頭になって川に入っていただき

ました。学生たちは川の両岸に分かれ、流れのはやい場所を避けながら、上流

から下流に向かって１キロ以上、ゴミを拾いながらゆっくりと歩きました。水

の流れは思ったより速く、川底には大小さまざまな石があり、最初は歩くのが

やっとでした。アユ漁業のために川を清掃される漁協組合員のご苦労がよくわ

かりました。次第に歩くのになれて、ペットボトル、ビニール袋のほかに、様々

なゴミを拾いました。ゴミは思ったほどの量はありませんでしたが、それでも

すぐにごみ袋がいっぱいになりました。 

                   

アユ漁の解禁に向けて行う河川清掃 

葦刈りにも挑戦をしました。長く伸びた葦は、昔は牛の餌になったそうです。

今は利用する人がいなくなり、伸び放題なので管理が大変になっています。学

生たちは鎌を使って、ほんの小面積の葦狩りを体験いたしました。 

 

 

 

      葦刈りの様子 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/fe7492ab509b70ebd9fede3cd47a2e5c.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/0ed7d4ef95ae7d3144e20ef81273e6af.jpg
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アユの放流、河川観察 

 太田川漁協ではアユの放流はすでに終わっていましたが、御厚意で体験学習

のために特別に放流を体験させていただきました。昨年と同様、理事さんに教

えられたように、学生たちは、“大きくなって子供を増やして帰ってきてくれ”、

と念じながらアユを放ちました。 

河川観察では様々な生き物をみることができ、網ですくった生き物の名前は、

午後に開かれた「水辺の観察教室」で組合員さんから詳しく伺いました。馴染

みのない淡水魚が多かったのが印象的でした。 

 

       アユを放流                       河川観察 

 水辺の教室、アユ漁業、河川の環境 

 太田川漁協は、地域の小学生などを対象に

「水辺の教室」と題して、移動式の水族館活動

を行っています。アユの縄張り、それを利用し

たおとりによる釣の実演（タライの中）は、と

ても興味深いものでした。 

 アユ漁については、投網、建網、竿釣りなど

の漁具を見せていただきました。学生たちは投

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/554e8edb94dfac75f93d69beb2a508bb.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/3edfa0869a28faeee3df26d715f900fb.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/002dbbd152123848e6bdd61554ce9ad3.png
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網にチャレンジしましたが、難しかったようです。 

 アユの漁獲量の変動が激しい要因について、詳しい解説がありました。漁業

者に加え、遊漁者も減少しています。河川漁業、アユ漁業については漁業権が

あり、漁獲禁止期間などが設けられています。地域独自のルールを作り、漁業

者はもとより、遊漁者にも守ってもらうよう監視活動を行っています。 

太田川にはたくさんのダムがありますが、それが河川の環境やアユの漁獲量に

与える影響について、お話しがありました。いずれの話題についても学生たち

は熱心に話しを聞き、また、活発に質問をしていました。 

 

     投網を教えていただく               講義を熱心に聴く学生 

 

資源と環境を守る活動の意義 

 太田川漁協では、河川の資源と環境を守る様々な活動を続けています。河川

清掃のほかに、産卵床の整備、放流活動なども行っています。資源を維持する

ために、広島市の協力を得て、アユ、アマゴ、ウナギ、モズクガニなどを毎年

のように放流しています。川の水質には注意をしています。漁業は台風などの

影響を受けやすく、ダムの工事や放水などによる影響もあります。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/a7db83a49281f261977c76cd20c68b29.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/13fc94bb9a1321ff6ea78e0dae873296.jpg
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      太田川漁協が配布する遊漁者向けパンフレット  

 

太田川漁協の皆さんが広大生に期待すること 

 組合員の皆さんが広大生に期待していることは次の二つ。ひとつは、魚を好

きになってもっと食べて欲しいこと。今ひとつは、水質について勉強し、水産

資源を持続的に利用できるようにして欲しいことでした。 

 参加した学生たちは河川漁業に関心をもち、水辺の生き物に興味をもったよ

うです。太田川漁協と組合員の皆さんが、資源の増養殖に努め、ルールを守っ

て漁業を続けておられることを理解してくれました。そうした感想と感謝が学

生から述べられ、一同で記念撮影をいたしました。 

 暑い 1日でしたが、とても充実した体験学習でした。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/138a676635c31bde1e2c8b2c62432936.png
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                全員で記念撮影  

  

（謝辞） 

西川ゴム株式会社様  

 この体験学習を実施するにあたり、川辺に工場のある西川ゴム株式会社様が、

駐車場のご提供とトイレの使用を快く引き受けていただきました。また、学生

たちに、飲み物とパンを差し入れていただきました。日曜日にも関わらず、ご

親切にしていただき、ＣＯＣ担当教職員、学生、深く感謝しております。あり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/0c058f9babb3afa4b893f99d98228fc7.jpg
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②世羅幸水農園における河合ゼミ教養ゼミ体験授業の報告 （平成 28 年年 5月 28日）  

担当ゼミ責任者 河合幸一郎 

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、梨やトマト、米の一大産地であるとともに、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で、全町で「世羅高原 6 次産業

ネットワーク」を進めるなどで有名な地域です。 

 世羅幸水農園は世羅高原にあり、幸水梨を中心とした大規模梨園の果樹全面

協業経営が行われているものの、果物狩りも楽しめる多品種の果樹園になって

いるころが特徴です。また、世羅幸水農園の代表原田組合長は、世羅町の 6次

産業ネットワークの代表も務めるなど、地域連携・共存を図る経営を重視して

おり、地域農業の中心的役割を果たす全国的にも極めて有名な農事組合法人で

す。 

 平成 10年には直売施設「ビルネ・ラーデン」を開設し、昨年度から地域と共

同で加工施設の整備も行い、ゼリーやチャツネなど梨の特徴を活かした加工品

の開発にも積極的に取り組まれています。 

 今回の教養ゼミ体験授業の工程は、①６次産業ネットワークで新設した加工

施設見学や商品開発の説明、②ビルネラーデンで販売している新商品の説明、

③原田組合長から世羅幸水農園の概要についての講義、④梨園での摘果作業、

⑤お昼は 6次産業ネ

ットワークの折重事

務局長から世羅町に

おける６次産業ネッ

トワークの活動概要

説明、⑥午後はひた

すら梨の摘果作業と

いうものでした。 



22 

 

加工施設の見学とビルネラーデンでの新製品の販売状況 

 世羅町のおける

農産加工品のヒッ

ト商品は、駅伝で

有名な県立世羅高

等学校と世羅高原

６次産業ネットワ

ークが共同開発し

た清涼飲料水「世

羅っとした梨ラン

ニングウォーター」が有名で、梨の爽やかな風味が特徴になっています。 

 新たに整備した加工施設で

は、「なしのチャツネ、なしみ

つ、なしのコンポート」などを

開発しており、ビルネラーデン

で販売されているとのことで

した。全行程が手作業で砂糖な

どを添加しないナチュラルな

味で体に優しい製品づくりを

心がけているとのことでした。 

 しかしながら、加工品づくり

の経験が浅く、また農園で梨を収穫する忙しい時期と加工品づくりを行う時期

が重なるなど、課題も多いようです。 
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原田組合長から世羅幸水農園の概要についての講義 

昭和 38年に梨栽培を中核にした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。現在は、なし、ブドウ、モモ、スモモなどを

生産し、直売を中心にしながら観光農業にシフトし、併せて独自の加工品づく

りにも取り組んでいるとのことです。 

 また、世羅 6次産業ネットワークなどといっしょになって、農業経営、観光

農園化、6次産業などで多様な展開を進める必要があると話されました。 6次

産業化への取り組みとして、梨栽培、せら梨ゼリー、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、新しい加工施設

での取り組みを行っているそうです。一方、幸水農園の経営の特徴として、完

全協業による農事組合法人化を行い、組合員が働きやすい農園をみんなで作っ

ているとのことでした。 

梨園での摘果作業 

世羅夢公園近くの梨園にバスで移動して、原田組合長とベテランの従業員の方

から摘果作業の仕方を詳しく教えていただきました。 

 梨の摘果は腰をかがめながらの単調な作業を行うものです。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。 



24 

 

 

 摘果作業は、今後形の良い大きな果実になる幼果を選抜するという重要な作

業です。特に世羅幸水農園の梨は、大きなものであれば 500円以上する高級果

実でも有り、みんな緊張して作業に取り組みました。 

  原田組合長や組合の方は、かなりのスピードで摘果を行われていましたが、

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、やはり職員の方のスピードには全く追い

つかず、経験の重要性を認識したようです。また、黒星病にかかっている幼果

や葉っぱを慎重に取り除いて、病気を防ぐ作業も神経を使うもので、単純な作

業の中にも工夫や技術が必要なことを強く感じたようです。 

 

せら夢高原での昼食と講義 

 世羅台地の「県民公園」と「せらワイナリー」を総称して「せら夢公園」とい

います。一方、「せら夢高原」とは世羅町の農業関連団体でつくる「世羅高原 6

次産業ネットワーク」の愛称で、果樹観光農園・花観光などに毎年たくさんの

方が訪れているとのことでした。果物では、梨・ぶどう・りんご等が有名です。

特に世羅梨「幸水」「豊水」は、その豊かで芳醇な味わいのファンも多いこと、

また日本最大級の花園もあり、世羅だけでさまざまな花園を廻れることから「花

めぐり」をされる方も多いなどのお話がありました。 
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 また、世羅高原 6次産業ネットワークの歴史のお話と共に、ネットワーク運

営のご苦労などもお聞きし、世羅町の課題の理解につながったようです。 

 

体験終了のお礼 

 午後の摘果作業を終え、最後に、学生から貴重な体験の機会与えていただくと

共に、講義をしていただいた原田組合長や職員の方にお礼を申し上げ、全員で

記念撮影を撮りました。 
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 この体験授業授業を通して、学生は世羅幸水農園の経営方針や高い栽培技術へ

の取り組み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。 

さらに、組合の課題として、加工品づくりや 6 次産業化の難しさ、梨栽培の大

敵である黒星病防除の地道な取り組み、広がってきた獣害（イノシシ）への対

応などの重要性を学んだようです。 

 また、組合長から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

ランド化をして欲しいというお話を聞いて、有名シェフとの連携、ネット販売、

出張販売などにも興味を持ったようです。 

世羅幸水農園の皆様、せら夢高原の皆様、本当にありがとうございました。 
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③世羅大豊農園における三本木ゼミ教養ゼミ体験授業の報告（平成 28 年年 5月 28日） 

 

担当ゼミ責任者 三本木至宏 

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 

 世羅町にある農事組合法人世羅大豊農園は、幸水梨や豊水梨を中心に、ぶどう

やすももなどを生産する大規模な農園です。三本木ゼミの学生たちは、完全協

業経営や無袋栽培、直販や産直市、観光農園、JGAPの取得など、時代の変化に

合わせて常に先進的な取り組みをおこなってきた大豊農園の皆さまにお世話に

なり、体験学習をおこないました。 

 午前の部は祢冝谷組合長から世羅大豊農園の経営状況やこれまでの歴史、JGAP

取得について講義をしていただきました。その後、昼食まで梨園で一次摘果の

方法を指導していただきました。昼食は、ゆめ公園に行き、食後に世羅高原 6

次産業ネットワークの折重事務局長からゆめ高原市場の設立と概要について講

義をしていただきました。午後は、梨園に戻り、摘果作業をおこないました。 

 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/34cde2790149cbceeb1e293cf1943145.png
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地道な農園経営 

 農事組合法人世羅大豊農園は、1973年に設立しました。山を切り開いで造成

された土地に、梨の木を一本一本植えていきました。当初の組合員は、梨の生

産をした経験がなく、果実試験場で研修をうけながら技術を蓄積してきました。

また、世羅町での梨栽培は、降雹や晩霜や台風などによる被害との闘いでもあ

りました。 

 運営形態は、完全協業経営で、土地

や機械を共有し、全組合員は何らかの

役職につくことになっています。現在

は、9名の組合員で構成されています。

また、事業計画、実績報告書、損益計

画書など設立当初から必ず作成し、経

営の見直しを常におこなってきまし

た。栽培面積は 14.3ha あり、当初か

らほとんど変わらず維持しています。

栽培品種は、幸水梨、豊水梨、新水、

愛甘水などがあります。幸水梨が栽培

面積の約半分、豊水梨が 1/3、残りは

その他の品種になります。近年は市場

で人気が低くなっている新水を減ら

して、ぶどうを生産しています。時代

の変化に対応するため、1993年に山の

駅という直売所を開始しました。梨を

使ったソフトクリームやジャムや飴などの加工品を委託生産し、直売所や道の

駅で販売をしています。また、観光農園として梨の花祭り、梨狩り、ぶどう狩

りもおこない、年間約 6,000人が訪れます。 

生産の工夫 

 大豊農園では、作業の効率化をはかるために、完全無袋栽培、ゆとりある圃

場づくりと乗用大型防除機を使った作業などをおこなっています。堆肥づくり

には、バーク、チップなどを利用し、土づくりにも力をいれています。また、

霜被害を防ぐための防霜ファンの設置、アケビコノハを防ぐため防蛾灯を設置

しています。摘果作業には、大量の労働力が必要なため、臨時に 90名を雇って

います。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/31d5a76bd7a7cd4dc759faf7bec5064c.png
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 おととしからは、JGAP の取得に取り組み始め、2015年 7月に審査をうけ、9

月に認証を受けました。大手量販店やゆうパックなどと契約する際に、JGAPが

あるかどうか聞かれるようになってきたそうです。今後の経営を考えて、取得

したほうが有利になると判断しました。 

 

祢宜谷組合長理事による講義 

  

梨の摘果作業 

 園地では、講義に引き続き組合長から摘果について教えていただきました。

今日の作業は、比較的簡単な一次摘果でした。二次摘果は、かなりの経験が必

要なため初体験の学生には難しいようです。これから大きく育てる実を残しな

がら、黒星病にかかった梨の実も丁寧に探しました。病気にかかっていない実

は、そのまま地面にかえしますが、黒星病にかかって黒くなった実は、病原菌

が広がらないようビニール袋にいれて隔離します。見る角度が違うと、摘果で

きていないところや黒星病の実が残っていることがあります。学生は注意深く

確認していました。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/d7daa9474667ff97451ef04b72c8ed00-1.jpg
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梨農家の地道な作業を知る 

 学生にとって摘果作業は、大変根気のいるものでした。午前は約 1時間半、

午後は約 2時間半、休憩を挟みながら、ひたすら摘果をおこないました。園地

は、作業がしやすいように整備されていますが、それでもずっと上を向きなが

ら、背伸びをしたり中腰になったりしがらの作業は、体力のいるものでした。

午後になると、地道で体力のいる作業に疲れてしまい、作業効率が次第に悪く

なっていきました。おいしい梨を作るために、生産者が日々どのような苦労を

されているか、理解するきっかけになったと思います。 

最後に、学生から体験学習の感想と感謝が述べられ、一同で記念撮影をしまし

た。 

大豊農園の皆さま、まことにありがとうございました。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/89037fc7b2b630a02685e8316aefdf8a.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/8944eecdf24a1715c2ca2978da1e463a-1.jpg
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(謝辞) 

この体験学習を実施するにあたり、世羅高原 6 次産業ネットワークの折重事務

局長に昼食や食事場所の提供をお世話していただきました。また、学生に世羅

高原 6次産業ネットワークや夢高原市場についての講義をしていただきました。

まことにありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/1f747ac330d3872389de04103602eb88.jpg
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④井仁における吉田ゼミ教養ゼミ体験授業の報告（平成 28年年 6月 5日） 

 

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 

 

中山間地域の棚田農業体験と地域の暮らし 

 安芸太田町井仁地域には、棚田百選に選ばれた美しい棚田があります。地域では、住民

主体の地域計画づくりに取組みながら、美しい景観と故郷を後世に残していこうと努力し

ています。体験学習では、井仁地域が長年取り組んでいる、棚田田植え体験会に一般参加

者とともに参加して田植え体験をし、体験会を運営している井仁地域の方のお手伝いもさ

せていただきました。午後からは、地域の方を講師にして地域の暮らしや文化を学ばせて

いただきました。 

 

 

 

棚田の田植え体験 

 棚田田植え体験会は、井仁の棚田を築いた祖先の偉大さを思いながら、地域の共同作業

としての田植えを都市住民とともに楽しみ、井仁地域の連携と活性化、棚田の維持・保全

をはかるためにおこなわれています。体験会の運営は、井仁地域の住民が中心となって取

り組んでいます。田植え体験では、体験用に準備していただいた体験田で一般参加者とと

もに田植えをおこないました。田植えの仕方は、住民の方が各班の班長として指導をし、
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生物生産学部の上級生で田植えの経験がある学生が指導のサポートをさせていただきまし

た。 

 学生は、裸足で水を張った田んぼの中に入り、足の感触を楽しみながら、手植えをして

いきました。線引きをしてありますが、稲の苗を均等な幅で、まっすぐに植えていくのは、

なかなか難しい作業のようでした。水田の泥に足をとられながら、腰をまげておこなう作

業は、大変でしたが、学生たちは初めての体験を楽しんでいました。 

 田植えを午前中に終えたら、井仁の方々が準備してくださった昼食をいただきました。

学生みんなで配膳の準備をお手伝いさせていただきました。昼食は、井仁の女性たちが体

験会参加者全員分を準備してくださいました。今回の献立は、郷土料理の一合寿司、山菜

の漬物など地域の食材をつかった料理です。みんなでおいしくいただきました。 

 食事のあとは、一般参加者の方々に体験会に参加した感想についてのアンケートをおこ

ないました。学生は、アンケート票をもって参加者の方のお話を聞き取っていきました。 

 

 

 

泥に足をとられながら 
田植え体験の様子 

郷土料理の一合寿司 おいしくいただきました 
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井仁地域の散策と井仁ぴちゅ会会長の講義 

 午後からは、地域の歴史や文化と自然環境のグループの２つに分かれて地域を散策しな

がらお話をお伺いしました。歴史や文化のグループでは、棚田の石組みがどのようにして

つくられたか、各家の蔵にある様々な屋号の意味、大歳神社に祀られているものは何か、

山に囲まれた地域では、自然が美しい一方で鳥獣被害とどう向き合っているか聞くことが

できました。どれも地域の暮らしに根づいた歴史や文化で大変興味深いものでした。自然

環境のグループでは、棚田の風景が一望できるところに案内していただきました。その途

中、棚田を取り巻く自然、植物、動物について興味深い話を聞くことができました。鳥獣

害被害の現状に驚かされ、防護柵の長さに圧倒されました。学生の多くは、自然の厳しさ

のなかで生活することの大変さを実感したようです。最後に、井仁地区がこれまでどのよ

うにして住民主体の地域づくりに取組み、棚田体験会を田植えと稲刈りのシーズンに取組

むようになったのか、参加した学生に体験学習をどのように役立ててもらいたいか、など

について講義をしていただきました。最後に、学生からお礼の言葉を述べ、本日の体験会

は終了しました。 

 

井仁のあゆみについての講義 
地域の歴史や文化について聞く 

学生からお礼のことば 
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 井仁地区のみなさま、安芸太田町役場のみなさま、学生を受入れていただきありがとう

ございました。 
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⑤金原農園における上野ゼミ教養ゼミ体験授業の報告（平成 28年年 6月 11日） 

 

担当ゼミ責任者 上野 聡 

 

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。 

 柑橘栽培は、大崎上島町の基幹産業ですが、高齢化や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といいます。このため、島内の農業関係者が集まり、農業で生計を

立てられるだけの安定した所得を得るため、高付加価値化した果実の生産・販売が必要と

の結論になり、若就農の受け皿として柑橘のハウス栽培を中心とした農事組合法人シトラ

スかみじまを設立したそうです。 

 金原農園の金原邦也さんは、シトラスかみじまの組合長であり、高級かんきつ「せとか」

をこの法人が持つハウスで栽培されています。シトラスかみじまは、大崎上島町の柑橘生

産の中核拠点であり、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（主幹形栽培のいしじ温州・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、シトラスかみじまで生産されている「ハウスせとか」の摘果作業をさせ

ていただくとともに、広島果実農業協同組合連合会の専門営農指導員として長年、柑橘栽

培の指導と実践を行われてきた金原さんの貴重な講義を受けました。 
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２．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。金原さ

んの奥様や役員さんお二人にも来ていただいており、ハウスでは 4 人の方々に指導してい

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 6 月の摘果作業が翌年 2 月に販売されるせとかの品質を大きく左右するという緊張

感もあり、参加者全員が真剣に摘果に取り組みました。金原さんをはじめ講師として来て

下さった 4 人の皆さん全員に対して、遠慮なく質問して指導を仰いでいた学生の姿が印象

的でした。 

 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と満足感と達成感を感じて、午前中の体験

学習を終了することができました。 

 

                  金原さんに摘果の方法を説明して頂きました 
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                           金原さんの奥様もご登場 

 

               一生懸命摘果作業を行いました 
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           シトラスかみじまの皆さんがとても丁寧にご指導下さいました 

 

３．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） 

 昼食は、前田ゼミと合流し、大串海岸で頂きました。お弁当と一緒に、塾長の道林清隆

さんをはじめ、大崎上島町食文化海藻塾の皆さんが準備して下さった試作品の海藻料理を

たくさん頂きました。 

 昼食後に、その場で金原さんから大崎上島町柑橘類の歴史や生産・流通に関する講義を

頂きました。 

 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、大崎上島町の柑橘振興に率先して取り組まれている姿が、言葉の中からも窺える

ものでした。また、かつて JA 広果連で柑橘栽培の指導者として活躍しておられ、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、もちろん豊富な知識をお持ちであり、これをわかりやすく

学生に説明していただきました。上野ゼミの学生は、大崎上島の柑橘栽培などについて事

前に学習しており、一人ひとつ質問を準備していました。これらの質問にも、金原さんは

詳しく答えて下さいました。 
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                   金原さんの講義の様子 

 

 

                        金原さんの講義も熱を帯びてきました 



41 

 

 

３．大崎上島の急傾斜地での柑橘栽培について講義 

 大串海岸での講義ののち、シトラスかみじまから車で 2，3 分のところにある金原さん所

有の傾斜地露地みかん園へ移動し。現地で講義を受けました。まずは農園の入口にある井

戸の説明を受け、急傾斜地で水を確保することの難しさを実感しました。この園地は、急

傾斜地で、水はけがよく日照もよいが、作業の体への負担が大きく、園内にとりわけ収穫

作業が大変で、そのためにモノレールを敷いて原動機付きモノラックを利用しているとい

います。ジャンケンに勝った学生がモノラックに乗せてもらいました。。とても楽しそうで

した。 

 金原さんのお話だと、最近、いのししの獣害がひどいといいます。園地の周りに防獣柵

を張りめぐらしていますが、少しでも隙間があると侵入してくるそうで、対策に大きな労

力を取られているようです。この園地では、露地のせとか、いしじ温州など、試験用も含

め、柑橘類のいくつかの品種を栽培しているそうです。 

 

k 

                              急傾斜園地での講義 
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                       モノラックを試乗させて頂きました 

 

4．シトラスかみじまの主幹形栽培について講義 

  最後に、再度シトラスかみじまに移動し、いしじ温州の主観形栽培について、金原さん

の説明・講義をうけました。広島県は、果実の品質向上や栽培管理、収穫作業の負担軽減

を目的として、主幹形栽培を推進しています。この栽培方法は、広島県が開発したもので、

主幹と呼ばれる太い枝をそのまま園地に植栽して栽培する方法です。園地にはマルチシー

トを敷いてシートの下に定置配管を行って（マルドリ方式）、雨水の土壌浸透を防ぎ灌水お

よび液肥施肥を人工的に行うことで、樹木の水分吸収を管理し、高糖度で適度な酸を持つ

果実の生産をめざしています。この方法は全国的に注目されており、多くの農業関係者が

シトラスかみじまに視察に来るそうで、金原さんがその講師となってこの技術を詳しく説

明しているそうです。 
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                            いしじ温州の主幹形栽培 

 

４．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。 
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                                 お礼の挨拶 

 

 

                  みんなで記念撮影 
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⑥海藻塾・F中村における前田ゼミ教養ゼミ体験授業の報告（平成 28 年年 6 月 11 日） 

 

担当ゼミ責任者 前田照夫 

地(知)の拠点担当教職員 大泉賢吾・天野通子・細野賢治・山尾政博 

 

 大崎上島町の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、同時に島全体で漁業体験等がメニュー化され

てきています。 

 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・採集を行い、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ます。 

 また、同町のフィッシング中村さんでは、遊漁船などの経営とともに、刺し網漁などを

体験できる民泊などにも取り組んでいます。 

 今回の体験授業では、大崎上島ＨＡＰＰＹトライアスロンが教養ゼミ体験授業の翌日に

開催されると言うことで、そのメイン会場となる大串海岸の清掃作業を最初に行いました。 

 その後、大崎上島食文化海藻塾の道林塾長から講義を受け、海藻塾の皆様が試作された

海藻料理などを試食させていただきながら、皆様と交流させていただきました。 

 午後には、フィッシング中村さんの 2 隻の遊漁船に乗って、刺し網漁を体験するととも

に、網にかかったイカなどの刺身づくりや塩焼き用の魚料理づくりも行いました。 
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大串海岸の清掃作業 

 大串海岸のキャンプ場で、道林塾長と金原さんから海岸清掃について説明を受け、早速

作業に入りました。 

 大串海岸は綺麗な砂浜が広がっていますが、約１キロに渡ってゴミが打ち上げられてい

ました。植物残渣などが主なゴミでしたが、ペットボトル、ビニール・発泡スチロール、

漁網の一部などもかなりありました。２班に分かれて、それぞれが約５００メートに渡っ

てゴミを集めました。砂浜を歩きながらの作業は、かなり大変で汗が噴き出てきます。ま

た、翌日トライアスロンが開催されると言うことで、膝上まで海岸に入って水中のゴミも

集めました。 

 島の美しい海岸を守ろうと、学生みんな熱心な作業が続きました。 

             １キロに渡る海岸清掃は大変な作業です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            トライアスロンに向けて水の中も清掃 
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 海岸全体の清掃が終わった頃には、みんなくたくたです。しかし、集めたゴミを堤防の

外に出す作業が残っています。集まったゴミは、コンテナ５０個分くらいはあったでしょ

うか。みんながんばりました。 

 大崎上島の方々に、少しでも喜んでもらえばと思いながら、なんとか海岸清掃を終えま

した。 

 

              ゴミを入れたコンテナを堤防の外に 

 

 

大崎上島食文化海藻塾の道林塾長からの講義 

 海藻塾とはから始まり、海藻への着目、漁業者中心でなく地域住民が中心であること、

大崎上島町の食生活のなかの海藻～昔、今、将来、海藻を知る、海藻を試食する、海藻を

使った商品開発、ビジネス化、豊かな藻場再生への取り組み、また磯の観察会を開催して

いることなど、多方面な講義をいただきました。 

 学生は、瀬戸内海に存在する 300 種の海藻のうち、175 種が大崎上島に存在するとの話

に驚いていたようです。 

 また、大崎上島における、わんぱく塾、体験型の民泊（修学旅行等）、大崎上島学という

授業を小中高で行うこと、中高一貫校のグローバル校の設立が予定されていることなど幅

広いお話もお聞きしました。 

 道林塾長の講義と並行して、海藻塾の女性メンバーの方々が、いろいろな海藻料理を作

っていただいており、講義が終わったらすぐに試食をさせていただきました。 

 料理に使った海藻は、フトモズク、あおさ、アカモク、ひじき等でした。これをメイン

に、海藻の味噌汁、もずく酢の物、牛乳寒天、たけのこ、ミョウガ、アオサの天ぷら、海

藻入りドーナツなど普段味わえないものにしていただき、どれも大変美味しい料理でした。 
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 美味しい料理で、海岸清掃の疲れがとれました。海藻塾の皆様、本当にありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   海藻料理の数々 
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                    海藻塾の皆さんと記念撮影 

 

 

フィッシング中村さんで刺し網漁 

 午後は、フィッシング中村さんにご指導をいただいて刺し網漁を体験しました。フィッ

シング中村さんは中吉丸という遊漁船を中心に、釣りえさなどの店舗もお持ちの方です。

息子さんも、遊漁船を持って大崎上島で働かれているなど、島の漁業の代表者の一人です。

大崎上島町が進めている、「まるごと島体験」の銘打った修学旅行生の民泊体験にも協力さ

れ、様々な漁業体験ができるところにもなっています。 

 また、海藻塾で説明を受けた海藻「アカモク」を大崎上島ではじめて商品化して「中村

さんちのおいしいいアカモク」で販売されています。これは奥様方の手作りで、「天然、手

摘み、天日干し」を特徴に、何とか大崎上島の特産品に育てたいとお考えのようです。 

 

 さて、刺し網漁の体験では、フィッシング中村さんのすぐ近くの大崎内浦漁港に集合し

て、中村さんと若手漁業者の方から、今日の漁について説明を受けました。刺し網漁は、

魚の通り道に帯状の網を仕掛け、その網に魚が刺さったようになることから「刺網」と呼

ばれており、夜のうちに漁場に網を仕掛けておき、早朝網にかかった魚をふるい落としな

がら漁獲する方法とのことです。 

 当然ではありますが、今回の体験漁は午後からということで、少し魚が網にかかってい

る程度だろうとのことでした。刺し網は、中村さんが昨日の夜に入れていただいていたも

のを、学生が体験させていただく形です。 

 

 ２隻の遊漁船に分かれて出発です。船は波しぶきを上げて港から漁場まで向かいます。

目印の浮きを上げて、刺し網漁の始まりです。中村さんがリモコンで船をゆっくり進めて、
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学生が網をたぐりやすくするよう早さや方向をコントロールしていただいています。 

 網を上げていくうちに、イシダイ、カワハギ、イカなど、いろいろな魚を上げることが

できました。タコもかかっていましたし、驚きの大きさのヒラメが上がってきたときには、

みんな歓声をあげました。 

 

 船上での作業も体験しました。網にかかった魚を網からうまく外すことが、中々難しく、

中村さんに教えていただいても相当に時間がかかりました。漁や船上での作業の難しさを

感じた体験でしたが、漁そのものは参加学生全員が初めてで、とても楽しかったようです。 

                瀬戸内海へ漁に出発です 
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              タコも網にかかりました 

 

 

            フィッシング中村さんと記念撮影 

 

 このあと港に戻って、刺身づくりや内臓を出して塩焼きの準備をしました。中村さんの

ご厚意で、その場で炭火で魚を焼いて食べさせていただきました。 

 最後に、中村さんから日頃のご苦労をお話しいただきました。今でこそ順調に遊漁船経

営が出来ているが、漁業は苦労の連続で、これを乗り越えて今があることなど、貴重なお

話しばかりでした 

 

 大崎上島町食文化海藻塾の皆様、フィッシング中村の皆様、ありがとうございました。 
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⑦JA芸南における橋本ゼミ冨永ゼミ教養ゼミ体験授業の報告（平成 28年年 6月 11日） 

 

担当ゼミ責任者 冨永るみ、橋本俊也 

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．ＪＡ芸南安芸津地域（東広島市）と体験授業概要 

 

 JA 芸南は広島大学に近く、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、様々な交流連携の取り組みにも力を入れています。 

 ＪＡ芸南の地域は温暖で降雨量が少なく、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。 

 特に 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だけでなく、びわも特産になっており、果実とと

もに「びわの葉」の活用なども進められています。 

 今回体験授業では冨永ゼミ・橋本ゼミの 2 グループが、じゃがいもの収穫・選別・ほ場

の片付けの体験を中心に、昼食時には「新製品として出すびわの葉茶の意見交換」を行い

ました。 

 

JA 芸南の体験授業スケジュール 
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じゃがいも栽培農家大成さんとＪＡ芸南営農指導員江村さんの講義 

 講義は、現場感覚がよくわかるようにとの大成さんのご配慮で、安芸津町赤崎にある大

成さんのじゃがいも栽培ほ場でお話を伺いました。 

 既に、じゃがいもほ場では、奥様方が手慣れた手つきでじゃがいもの選別を行っていら

っしゃいました。ほ場には、複数の種類のじゃがいもも準備していただき、その特徴など

がよくわかるように、お心遣いをいただいていました。 

 

 まず、大成さんからは、安芸津で栽培されているじゃがいもの品種育成などの歴史、じ

ゃがいもの持つ可能性 （野生種の特性や利用などから）、安芸津 赤崎地区の土壌とじゃ

がいもブランド（おいしさの理由）、じゃがいも選別のポイント等を熱心に教えていただき

ました。 

 安芸津の体験場所から見えるほど近いところに、昔は国の試験場が置かれ、じゃがいも

の研究が行われていたそうです。安芸津はじゃがいもの栽培に適した土壌であり、食用も

栽培されているが、中心は種芋の栽培だそうで、食用よりも安定した収益が見込めるとの

ことでした。 

 安芸津のじゃがいもは、独特の赤い粘土質の畑で栽培されるが、これはデイサイト質溶

結凝灰岩が風化して赤褐色の粘土質土壌になったもので，じゃがいも栽培に最適な特性を

持っているようです。 

 この土壌で栽培されたじゃがいもは、でんぷん質が多く、柔らかくて、きめ細かく甘み

のあるものになり、高級じゃがいもブランドとして全国的にも有名になっています。 

 特に赤崎地区のじゃがいもは、温暖な気候と瀬戸の潮風を受けるなどで、ホクホクでヘ

ルシーな大変おいしいじゃがいもになっているそうです。 

 

 次に、JA 芸南 江村さんからは、JA 芸南及び地域ブランド安芸津じゃがいもの取り組

みについて、JA 芸南におけるじゃがいも農家と担い手について、JA 芸南におけるじゃが

いも加工品づくりと販売について講義をしていただきました。 

 じゃがいも栽培農家も高齢化しており、じゃがいもの加工品づくりなど少しでも所得を

上げる対策をして後継者が出来るようにＪＡは努力しているとのことです。 

 また、この日は広大生の援農ボランティアが、若いご夫婦が栽培されているじゃがいも

畑の収穫のお手伝いをしており、広大との連携も一層深めたいと話されました。 

 なお、体験授業を行った場所は、5 月下旬から 6 月にかけて、白と黄色のコントラストが

鮮やかなじゃがいもの花が咲き、安芸津湾を背景にした美しい景色が楽しめるとのことで

す。 
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              現場での講義の様子 

 

 なお、大成さんやＪＡの江村さんとの事前の打ち合わせや体験現場において、①じゃが

いものデンプン含量・じゃがいもの形（球形）、重さなどと品質の関係、②じゃがいも澱粉

の特性（他の澱粉との比較・・）、③安芸津の赤土（水持ち・水はけが良い）、団粒・格子

構造、有機物・腐食など安芸津の土は、どのようにしてできたか、④じゃがいものホクホ

ク感、肌がきれい、球形になることと安芸津の土の関係、⑤JA 芸南で開発したじゃがいも

加工品の販売を拡大するためには（PR 方法等）どうしたらよいか、⑥じゃがいも農家の新

たな担い手が戻ってくるためにはどうしたらよいか、という宿題が学生に出されましたの

で、発表会に向けて事後学習・発表の準備が行われるようです。 

 

じゃがいも畑での体験作業 

 大変天気が良くなり安芸津湾をバックにした景色も美しく見えましたが、作業がはじま

る１０時頃にはどんどん気温が上昇して、学生にはややきつい作業になりましたが、大成

さんや地元の奥様方と一緒に、交流しながら作業が進みました。 

 まずは、朝早くに大成さんが既に掘り取ってあったじゃがいもを、ほ場でＬ．Ｍ．Ｓな

どサイズ別に選別すると同時に、形や病痕などの有無で販売できるものと加工に回すもの

なども同時に選別しました。この作業では、奥様方の経験と知識を学生に教えていただき

ながらの作業ですが、大きさ選別の感覚一つにしても大変難しいようでした。 
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            じゃがいもの選別、サイズがむずかしい！ 

 

 この作業が終了したら、次の畝のじゃがいも掘り起こしを行うために、じゃがいもの地

上部を鎌で刈って、ほ場脇に片付ける作業です。この作業は、比較的簡単で、学生の馬力

と人数で、大成さんが考えた作業スピード以上に進み、全ほ場の作業が短時間で終わりま

した。これには、大成さんも大助かりだと喜んでいただけて様です。 

 

            じゃがいもの地上部収穫作業 
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 午前中の暑い中の作業が一段落したので、昼食をとるためお借りした赤崎の集会所へ向

かいました。 

 お昼を食べ終わるとすぐに次のスケジュールです。 

 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が、広島果実連・ＪＡ芸

南・おもろい農などが、安芸津の特産になっているビワの活用として「新しいびわの葉茶」

を考えているので、広大生に協力して欲しいとのことです。 

 まず、広果連の土居技師から、①新製品ビワの葉茶の試飲と評価について、②新製品ビ

ワの葉茶の特徴とＰＯＰについて、③新製品ビワの葉茶のシール・箱姿等について、④新

製品ビワの葉茶についての説明がありました。 

 説明のあとは、実際にびわの葉茶をみんなで試飲して、学生と広果連・ＪＡでたくさん

の意見交換を行いました。 

 学生からは、味への率直な評価や販売方法・キャッチフレーズなどについて意見を述べ

ましたが、その発想は土居さんたちの参考になったようです。 

 また、土居さんからは、この意見を取り入れて新製品とする場合には、是非皆さんでＳ

ＮＳでの広報も検討して欲しい。さらに、広島大学 地（知）の拠点関連商品と位置づけ

て販売したいというような提案をいただきました。 

 

        学生との意見交換では、おもしろい意見がいっぱい！ 

 

学生の意見・提案例 

・焙煎時間の短い方はさっぱりしていて、私たちのような若い世代にも飲みやすく、食事

のときに飲みたいお茶で、焙煎時間が長い方はより独特の風味が増していて、お茶の味を

楽しむのにぴったりだと感じました。 
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・高齢女性をターゲットにしているということで、POP やパッケージはよりシンプルで、

読みやすいデザインにして、健康効果がある点と、手作りであるという点を前面に押し出

して PR していくことが必要だと思います。 

・びわのキャッチフレーズ 

  びわ茶、めっ茶、いいわ～、いいじゃん！びわ茶！、いいこと いっぱい びわ茶 

・ビワを売っている所で歌をながす（みんなが口ずさむような） 

（例）お肌が荒れても び～わ～茶っ♩、真っ黒日焼けに び～わ～茶っ 

 

午後のほ場作業 

 午前中に地上部を刈り取ったじゃがいも畑で、収穫機をつかって掘り起こしです。この

作業は、じゃがいもに傷をつけるなど難しい部分があるので、大成さんの作業の様子を見

学しながら、多少のお手伝いをする程度です。 

           機械でじゃがいもを彫り上げる様子 
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           大量のじゃがいもの選別作業 

 掘り起こされたじゃがいもは、午前中と同じよ

うにサイズや商品性を見極めて選別を行いまし

た。今日掘り出したじゃがいもは、体験授業が終

わるまでに全て選別をしてコンテナに入れ、出荷

できるようにしなければなりません。 

 暑い日差しが照りつける中、真剣な作業が続き

ましたが、何とか選別してコンテナに全て入れる

ことができました。 

  

 

 

 選別したじゃがいものほんの一部 

 

 最後に、体験作業をご指導いただいた、大成さん、ＪＡの江村さん、広果連の土居さん、

地域の皆さんに、学生からお礼を申し上げました。 

 学生たちは、体験授業を通じて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が、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。 
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 地域の皆様、本当にありがとうございました。 

 

            皆さんにお礼を申し上げました 
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⑧安芸津漁協における浅川ゼミ教養ゼミ体験授業の報告（平成 28年年 6月 11日） 

 

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 

 漁船漁業とカキ養殖業が盛んな安芸津漁協 

 広島大学の地元、東広島市で唯一海に面した町が安芸津です。ここは、かつ

ては瀬戸内海の交通の要衝として賑わうとともに、漁業の基地として多くの漁

船が集まってきました。小型機船底曳網（いわゆる、小底）は 80 経営体を数え

たそうです。現在は小底が９経営体、刺し網 29 経営体、タコツボ６経営体、か

ご・巻き網 27経営体と以前に比べて大きく減少しています。漁船漁業を行う経

営体は減少していますが、穏やかな三津湾に面した条件を活かして、9経営体が

カキ養殖を営んでいます。 

 

安芸津漁港の小型底曳網漁船 

 安芸津漁協(柴孝利組合長)は正組合員 33人、准組合員 22人の比較的規模の

小さな漁協です。ここでは、組合員の皆さんが協力して豊かな海を守る活動に

取組んでこられました。エビを漁獲対象とする小型底曳網漁船は、漁の間に引

き上げたゴミを港に持ち帰ります。その他の漁船も海のゴミを引き上げます。

安芸津漁協は早くから海のゴミを片付けるシステムを作ってきたことで有名で

す。 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/203d823f76e93fcb54fce1f7411cb678.jpg
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海の使い方を学ぶ体験学習 

 浅川ゼミの 1年生 10 名、TA４名、それに担当教員 3名が、安芸津漁協に向け

早朝に出発しました。今回は放送大学客員教授の磯部作先生（日本福祉大学名

誉教授）に、海底ゴミの専門家として加わっていただきました。現地に到着後

ただちに小グループに分けて、4人の学生は漁船 2隻に分乗して漂流ゴミの回収

に向かいました。残りの学生は港の清掃、先日来の大雨で河川から流れついた

農業ゴミ（麦わら類）を片付けました。普段から清掃しているためか、港で回

収した量は思ったほどではありませんでしたが、それでも準備した袋があっと

いう間に一杯になりました。 

 

 

ゴミを収集 

 

 

集めたごみを分別 

             

 予想以上に多かったのは、大雨で河川から流れ出て漂着した農業ゴミでした。

田畑から稲わら類が大量に港周辺に漂着したものだそうです。泥がこびり付い

ており、処理が大変でした。磯部先生には、海のゴミとは何かを解説していた

だきました。漂着ゴミ、漂流ゴミ、海底ゴミがありますが、体験学習で漁船を

使って回収したのが漂流ゴミ、港で回収したのが漂着ゴミです。磯部先生には、

海のゴミを分類するのに用いられる「ゴミ調査・データーカード」をご紹介い

ただき、学生はこれを使ってゴミを分類しました。稲わらを除いて、一番多か

ったのが飲料缶、ついでペットボトルでした。水産・釣関係のものが少なかっ

たのは、漁協組合員の皆さんの日頃の努力の賜物だと思われます。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/35713477667ada7986117848c2a6239e.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/8943b2c7aeb44e87cc46c25d32007b8c.jpg
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多様な漁業活動についてのお話し 

 安芸津漁協の組合員の皆さんは、瀬戸内海の多種類の水産資源を対象とする

漁業種類を営んでいます。刺し網漁、カゴ・巻き網漁、タコ壺漁、しら（ろ）

うお漁、なまこ漁など多彩です。それぞれの漁業を営む組合員の皆さんから、

漁の仕方など詳しい説明がなされました。漁協に免許される共同漁業権につい

ても話しが及びました。県は安芸津漁協に 482 台のカキ筏を使って養殖する、

区画漁業権を賦与しています。組合員は決められた場所とルールを守って、カ

キを養殖します。なお、昼食時には正福寺山公園の展望台に上り、整然と利用

されている漁港前の海域の様子を一望しました。 

 「百聞は一見にしかず」、漁業者の皆さんが繰り返し学生に言った言葉です。

機会があれば是非見にきなさい、というお誘いでした。 

 

安芸津漁協前の海域 

 

環境保全の大切さを学ぶ 

 海のゴミを減らす活動には早くから取り組んでおり、いわゆる漁業ゴミは少

なく、一般家庭ゴミ、農業用ゴミが中心です。最近では、「三津湾ヘルシープ

ラン」と呼ばれる海域利用と連携した底質環境の改善等の活動が実施されまし

た。 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/7a1f0e8220d427c3090db707dfc01019.jpg
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学生たちは、安芸津漁協の活動から、海を保全しながら持続的に漁業すること

の大切さを学ぶことができました。 

 カキ養殖の経営体には若手の後継者がいるようですが、漁船漁業の従事者の

高齢化が進んでいます。今後、どのように漁業が営まれるのかが気になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/wp/wp-content/uploads/5db210605b3c0bd655bcb46ecb5dd44c.jpg
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⑨ゆめランド布野における船戸ゼミ教養ゼミ体験授業の報告（平成 28 年年 6月 11日） 

 

担当ゼミ責任者 船戸耕一 

地(知)の拠点担当教職員 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、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 号沿いに位置しており、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、地域の多くの組織や個人と連携し

た道の駅の経営を目指しています。 

 今年の教養ゼミも、道の駅廣田代表の講義、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で投網体験、アユの塩焼きと試食、道の駅の地元布

野産にこだわった昼食で地元の方々と交流、近隣の大前農園でのフィールド講義、アスパ

ラ収穫、そして布野特産アイスづくりを行い終了しました。 

 さらに、昨年の教養ゼミで学生が地域に提案したアイスを道の駅と学生が共同研究した

結果その製品ができ、アイス販売初日が教養ゼミを実施する日（7/9）になりました。 

 三次市の瀨﨑副市長のご臨席の下、新アイスのお披露目会が道の駅ゆめランド布野によ

って盛大に開催され、昨年以上に盛りだくさんの充実した楽しい体験学習になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          教養ゼミ体験授業のスケジュール 
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酒粕アイスのお披露目会 

 まず最初に、酒粕アイスのお披露目会です。昨年の教養ゼミの 1 年生（当時）が、COC

体験学習で道の駅を訪れ、その体験学習発表会で新アイスを提案したことが、酒かすアイ

スを共同研究するきっかけでした。 

 教養ゼミ 1 年生とその指導教員の船戸准教授の専攻生などの学生・院生と道の駅のスタ

ッフが 4 月から試作や分量などの検討を重ね、地元の「布野の酒」と作木町の「わかたの

酒」の酒かすを配合して商品化したもです。日本酒 のこうじ菌をイメージしたキャラクタ

ー「オリゼさん」や「オリゼさんのアイ酒」というネーミングも学生が考案しました。 

 この検討会には、今回体験学習を行う今年の 1 年生「船戸ゼミ」も参加して、意見や提

案を出しました。先輩のアイデアや発想に驚き、敬意を持って先輩のお手伝いをした様で

す。お披露目会は、のぼり旗や横断幕まで用意していただいたばかりか、三次市の瀨﨑副

市長のご臨席やアイス講評までいただくなど、教養ゼミの学生など広島大学を大歓迎いた

だき、学生は驚きと共に大変感謝をしていました。 

            お披露目会で記念撮影  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       販売されたオリゼさんのアイ酒（酒粕アイス 2 種類） 
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 お披露目会のあとは、道の駅の来場者に「オリゼさんのアイ酒」を PR し、是非食べてい

ただくよう販促にも参加しました。また、市役所の情報提供で地元ケーブルテレビの取材

を受けるなど広島大学や地（知）の拠点に対する地域での認知度が高まりました。 

 アイスの売れ行きも大変好調のようで、今後が楽しみです。 

        道の駅来場者にオリゼさんのアイ酒をＰＲする学生 

 

 

道の駅 廣田代表取締役の講義 

 次に、道の駅を経営する株式会社布野特産センターの廣田代表取締役から、講義をして

いただきました。 

 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

市との交流や人口減少の抑制のための拠点として位置づけられ、道の駅の全職員と共に地

域の皆さんが、がんばっていてくれていることを説明されました。 

 

 近年は、近接する高速道路の開通で道の駅の前を通る国道５４号の通行量が大幅に減少

して、道の駅の来場者が減少しており、今後は道の駅の目玉になる商品やイベントを考え

て、道の駅ゆめランド布野を目的に多くのお客様が来ていただけることを目標にしていき

たいとのことでした。 

 今も人気のバイキングを目的に来ていただける方は多く、食材は布野ふれあい市場で販
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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、お客様に大

変好評とのことです。今回広島大学と共同開発した「オリゼさんのアイ酒」も、人気商品

になって誘客の助けになることを期待しているとのことです。 

 来客者が減少しているという大きな課題に対して、学生の皆さんが道の駅ゆめランド布

野や三次市・布野地域の良さを感じて、広く知らせて欲しいと話されました。 

 

 

           道の駅 廣田代表取締役の講義 

 

 

辻駒組合長の講義 

 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、ま

た鮎が食べるコケについて詳しく講義をいただきました。 

 アユ漁が年々減少しているのは、やはり河川環境が悪化してるためで、アユが食べるコ

ケが生えるところが非常に少なくなっているとのことでした。漁協では鮎釣りなどの遊漁

料とそのためのアユの放流などにシフトしており、また地域貢献として小学生などのアユ

の放流体験を引き受けているとのことでした。 
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          江の川漁協 辻駒組合長の講義 

 

 

江の川漁協のご指導で投網体験 

 計画では、ゆめランド布野の親水河川区域に入って河川清掃を行う予定でしたが、河川

が増水して危険なため、投網体験を行っていただきました。 

 もちろん、全員が投網の初体験です。組合長や組合員の方が多数お越しいただき、皆さ

んからご指導をいただきました。組合の方が投網を投げると、いとも簡単に網が大きく広

がり、魚が捕れる様子が目に浮かぶようでした。 

 しかしながら、学生が投網を投げるのは大変難しいようで、まずは網の持ち方、網の方

へのかけ方、網のたぐり方、そして投げ方まで、丁寧に教えていただいたのですが、当然

と言えば当然ですが、うまく投げられる学生はいませんでした。 

 １時間ほどの練習の結果、いや組合の皆さんの丁寧であきらめないご指導のお陰で、も

しかしたら魚がとれるかもしれないレベルの投げ方までできる学生が出てきました。 

 学生は、とても楽しそうに熱心に投網投げを行っていました。熟練の技術をお持ちの漁

協の皆さん、本当にありがとうございました。 
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       漁協の方の見本です、いとも簡単にきれいに広がります 

 

 

           学生の投網 難しいですね 
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アユの串刺しと塩焼き 

 漁協のご厚意・ご指導で、鮎を串焼きにして食べさせていただきました。 

 まず、そのアユの串刺しと塩ふりからですが、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。 

            慣れない手つきで鮎の串刺し 

 

 

         たくさんの鮎の塩焼きの前で記念撮影 「いただきまーす」 

 

 鮎の塩焼きと同時に、午後に体験をさせていただく大前農園さんのご厚意で、取れたて
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のアスパラも焼いていただき、食べさせていただきました。 

 鮎のおいしさ、アスパラのおいしさに、学生みんな感動です。ありがとうございました。 

 

  地元野菜料理、鮎の塩焼き、アスパラ焼き、地元のお米のおにぎりで昼食・交流 

 

 地元の食材を使った料理やおにぎり、先ほどの「鮎の塩焼き」、アスパラ焼きなどをいた

だいて、３倍のおいしさでした。1 人で鮎の塩焼きを 10 本近く食べた学生もいて、組合長

も驚きの食欲でしたが、これも地元産、とれたて、焼きたてのお陰のようです。 

 

 

大前農園でのフィールド講義とアスパラ収穫 

 道の駅ゆめランド布野のすぐ近くで、三次の特産品であるアスパラガスを栽培されてい

る大前さんの作業場とハウスで講義を聴いた後、アスパラハウスで収穫を行いました。 

 アスパラは毎日収獲しなければいけない生長は早い作物ですが、適切なサイズの時に確

実に収穫することが大事で、これが味や品質の基本となるとのことです、またさらに大事

なことは土作り・堆肥作りで、大前さんは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、できるだけ丁寧に収穫しました。

大前さんから生で食べたらどうかとお話をいただいたので、学生は初めて生のアスパラを

かじりましたが、その甘さとおいしさに驚いていました。 

 大前さんからは、アスパラの集荷調整で出る切れ端の有効利用を考えて欲しいと申し出
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をいただきましたので、体験授業発表会で妙案が出ることを期待したいです。 

 

 

           大前農園でアスパラ栽培や流通経営の講義 

 

 

           ていねいにアスパラを収穫する学生 
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布野特産アイスづくり 

 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。 道の駅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を競いました。始めて手作りしたア

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試食評価し、できたて

の食べ比べを楽しんだようです。 

 

 

 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。 

 三次市や布野の活性化のため、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

生まれたようです。 

 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。今後とも、よろし

くお願い致します。 
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（４）教養ゼミ体験学習発表会 

 

１）発表会の概要 

 平成 28 年度教養ゼミ体験学習は、5 月 22 日に太田川漁協で実施した「吉山川河川清掃、

生き物観察など」から始まり、7 月 9 日の安芸津漁協と道の駅ゆめランド布野・大前農園・

江の川漁協での活動で終了しました。10 ゼミとも充実した楽しい体験を行いました。 

 この後、事後学習や学生の自主的グループ学習を重ね、学生の考えによる体験内容・地

域課題・地域への提案などで構成した発表会のプレゼン資料を作成しました。 

 発表会は、以下の日程、内容で行いましたが、体験学習を受け入れて現場でご指導いた

だいた各地域・市町の方にもご参加いただき、貴重なご意見・講評を頂戴しました。 

 

１．日 時 

第 1 回 2016 年 7 月 20 日（水）12:50～14:20 

   第 2 回 2016 年 7 月 27 日（水）12:50～14:20 

２．場 所 生物生産学部 C206 講義室 

３．内 容 

・ 体験学習の成果について、各グループがそれぞれの方法でパワーポイントを用いて発

表を行う。各グループ 14 分（報告 10 分、質疑応答 4 分）、準備時間 1 分。 

・ 学生は両日とも出席し、他の発表グループを評価する。 

・ 発表後、体験学習をご指導いただいた地域・市町の方の講評をいただく。 

 

7 月２０日（水曜日） 教養ゼミ体験学習発表会スケジュール 

   ▢ 研究科長 あいさつ                 12：50～12：53 

   ▢ 発表会進行説明等                  12：53～12：55 

・前田ゼミ（大崎上島町食文化海藻塾、フィッシング中村）……  12：55～13：10 

・河合ゼミ（世羅町 世羅幸水農園、ゆめ高原市場）………………13：10～13：25 

・三本木ゼミ（世羅町 世羅大豊農園、ゆめ高原市場）……………13：25～13：40 

・吉田ゼミ（安芸太田町 井仁地域いにぴちゅ会）………………  13：40～13：55 

・上野ゼミ（大崎上島町 シトラスかみじま金原農園）……………13：55～14：10 

▢おわりに・総括コメント                   14：10～14：20 

 

7 月２７日（水曜日） 教養ゼミ体験学習発表会スケジュール 

   ▢チューター長あいさつ                12：50～12：53 

   ▢発表会進行説明等                  12：53～12：55 

・杉野ゼミ（広島市 太田川漁協）………………………………… 12：55～13：10 
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・橋本ゼミ（東広島市 ＪＡ芸南）………………………………… 13：10～13：25  

・冨永ゼミ（東広島市 ＪＡ芸南） …… ……………………… 13：25～13：40 

・浅川ゼミ（東広島市 安芸津漁協）……………………………   13：40～13：55  

・船戸ゼミ（三次市 ゆめランド布野、江の川漁協、大前農園） 13：55～14：10  

 

▢ おわりに・総括コメント                 14：10～14：20 
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体験学習発表会全体の様子 

 

 

２）各ゼミの発表 

①前田ゼミ（大崎上島町食文化海藻塾、フィッシング中村） 

 発表内容は、大崎上島の概要、体験活動の概要、汗をかいた大串海岸でのゴミ拾い、大

串海岸での昼食と海藻料理の試食、フィッシング中村で実施した刺し網漁と捕れた魚、海

藻の種類と特徴、大崎上島の地域課題などでした。 

 

前田ゼミ発表の様子 
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発表スライドの抜粋 

  

  

  

  

 

 

②河合ゼミ（世羅町 世羅幸水農園、ゆめ高原市場） 

発表内容は、6 次産業の説明、世羅幸水農園の経営、体験作業（梨の摘果）の方法、黒星病

の説明を行い、自分たちが理解した地域課題（新商品開発、獣害、黒星病）とともに、新

製品の知名度アップについての方法を提案しました。 
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河合ゼミ発表の様子 

 

発表スライドの抜粋 
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③三本木ゼミ（世羅町 世羅大豊農園、ゆめ高原市場） 

 発表内容は、大変だった体験作業の様子、梨の摘果の方法、6 次産業の説明、自分たちが

捉えた地域課題、食の安全や環境保全に取り組む農場に与えられる認証である

JGAP(Japan Good Agriculture Practice)への取組状況、体験を通じた感想等でした。 

 

 

三本木ゼミ発表の様子 
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発表スライドの抜粋 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

④吉田ゼミ（安芸太田町 井仁地域 いにぴちゅ会） 

 発表内容は、手植えによる棚田田植え体験の様子、地域の名物料理で昼食、井仁の自然

や文化の散策で感じたこと、地域の方々との交流や講義などでした。また、井仁のために

自分たちがすぐにできることをグループで考え「井仁のパンフレット作成」を行ったこと

を学生や井仁の皆様に披露することが出来ました。 
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吉田ゼミ発表の様子 

 

発表スライドの抜粋 
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作成した折り込みパンフレット 1 面 

 

作成した折り込みパンフレット 2 面 

 

 

 

 

 

 

⑤上野ゼミ（大崎上島町 シトラスかみじま金原農園） 

 発表内容は、完全離島である大崎上島町の紹介、大崎上島の農業の現状と課題、シトラ

スかみじまかんきつハウス団地の概要、高級かんきつ「せとか」の特徴や流通販売、体験

作業した摘果の方法、かんきつ経営者の考える地域課題などでした。 

 

 

上野ゼミ発表の様子 
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発表スライドの抜粋 

  

  

 

 

  

 

 

⑥杉野ゼミ（広島市 太田川漁協） 

 発表内容は、太田川やその支流吉山川の概要、太田川漁協について、鮎の生態と漁獲量

の減少、鮎漁の減少の要因と考えられるダムの影響や産卵場の減少、鵜による食害が説明
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された。また、大変だった河川清掃・ゴミ拾い、河原のヨシ刈りの体験作業、楽しかった

鮎の塩焼き体験や投網体験などの説明が行われた他、漁協の皆さんの希望として、学生が

魚を好きになって食べること、川にゴミを捨てないことなどを訴えました。 

 

杉野ゼミ発表の様子 

 

発表スライドの抜粋 
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⑦橋本ゼミ（東広島市 ＪＡ芸南） 

 発表内容は、安芸津地域の気候や土壌の特徴、これがじゃがいもを栽培するのに非常に

良いこと、栽培されているじゃがいもの種類、また体験したじゃがいもの収穫や調整等で

した。また、JA から相談された地域課題の２項目について、学生なりの解決策を提案しま

した。 

 

 

橋本ゼミ発表の様子 
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発表スライドの抜粋 
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⑧冨永ゼミ（東広島市 ＪＡ芸南） 

 発表内容は、事前学習した援農ボランティア「おもろい農」や開発された農産物加工品

の紹介、安芸津の土とじゃがいもの適正、じゃがいもの品種と特徴、自分たちで取り組ん

だ品種ごとのじゃがいも料理の特徴、JA 芸南で製品化を目指している「びわの葉茶」の参

加者試飲評価、学生が考えたじゃがいもの新商品アイデアの提言と宣伝方法等でした。 

 

 

冨永ゼミ発表の様子 
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発表スライドの抜粋 
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⑨浅川ゼミ（東広島市 安芸津漁協） 

 発表内容は、安芸津漁協の概要、海岸・海洋ゴミの収集体験の様子、瀬戸内海のゴミ問

題と特徴、回収したゴミの分別結果と収集量、ゴミ問題に対する漁師さんたちの声、40 年

前から行っている安芸津漁協のゴミ回収への取組、流入負荷量と漁業の関係と今後の展開

方向、特産品カキの活用方法の提案などでした。 

 

浅川ゼミ発表の様子 

 

発表スライドの抜粋 
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⑩船戸ゼミ（三次市 ゆめランド布野、江の川漁協、大前農園） 

 発表内容は、道の駅ゆめランド布野の概要、先輩たちと取り組んだ新製品酒粕アイスの

お披露目会やアイスの PR、河川増水のため中止になった河川清掃に代えて体験した投網、

アユの塩焼き体験、アスパラの収穫体験、手作りアイスの試作・試食などでした。また、

布野知ってもらうための提案、アスパラを使った新製品の提案も行いました。 

 

 

船戸ゼミ発表の様子 
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発表スライドの抜粋 

  

 

 

  

  

 

 

３）地域や市町からの講評 

 体験授業の講師としてご指導いただいた地域・市町の方々からは、学生の発表に対して

次のような講評を行っていただきました。 
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・地域の状況を学生のみなさんが理解してもらうのはありがたいことだ。 

・学生の皆さんが地域に足を運んでもらって交流できれば、もっともっと地域は元気にす

ばらしくなる。 

・体験学習をきっかけにして、地域の課題に取り組み、深く学んでもらうことは市町・地

域としてもありがたい。地域をテーマにした卒業論文研究にもつなげて欲しい。 

・教養ゼミ発で、皆さんのアイデアや活動が「新製品 酒粕アイス」の開発につながるな

ど、皆さんが取り組む成果に市町・地域としても期待している。 

 

地域や市町のご意見・講評の様子 

 

 

  

  

 

 

 ２回の発表会を通して、体験学習に参加した学生たちが、地域課題をしっかり理解する
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ために地域課題に取り組み、体験の場においてその成果を確かめるとともに、連携地域・

市町の人々から新たな知見と課題を学んだようです。ご参加いただいた関係者の皆様から

は、学生に対して暖かいコメントが寄せられましたが、同時に、専門的な視点から地域課

題に積極的に調査研究して欲しいという強い要望も寄せられました。教養ゼミのチュータ

ー、地（知）の拠点の担当教員は、こうしたコメントと要望をどのように教育課程にいか

していくかが求められていることを認識いたしました。 
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（５）秋冬の体験学習の概要 

安芸太田町 井仁棚田収穫体験会（平成 27年 10月 2日） 

 

収穫体験の概要 

 安芸太田町井仁の棚田が黄金色に色づく稲の収穫時期がやってきました。今年は、台風

や大雨・長雨の影響で稲刈りに苦労されたようです。倒伏した田もありましたが、黄金の

棚田はとてもきれいでした。また、今年の春、生物生産学部の教養ゼミ（吉田ゼミ）の学

生が田植えをした田んぼも収穫を待っています。 

 今年も、イニピチュ会が開催した「井仁棚田体験会(収穫の部)」に広大生が参加させてい

ただくことになりました。お天気が心配されましたが、何とか 1 日雨が降らず、お昼は暑

いくらいで、絶景の棚田の風景も楽しめるとても良い体験会になりました。 

 

 午前 7 時にＴＡ班、8 時には一般参加学生が大学を出発し、10 時から開会式、そのあと棚

田で稲刈り、作業のため少し遅れましたが地元の皆様が用意してくださった食事をとり、

一般市民の参加者の皆さんと交流も行いました。午後は、自然散策班と文化散策班にに分

かれて、地元の皆さんに案内していただき棚田周辺や井仁の集落を探索しました。この秋

の体験会は生物生産学部だけでなく、文学部、経済学部、医学部、工学部、教育学部の学

生や AIMS プログラムの留学生など約 30 名が参加し、地域交流だけでなく学生間のつなが

りを強める充実した学習にもなりました。 

 

 

 イニピチュ会が主催する棚田体験会 

 

 例年、井仁地区が開催している棚田体験会（稲刈りの部）が 10 月２日（日）に計画され、

一般市民の方も 40 名余りが参加されていますが、多くは井仁地区の棚田やこの地域の農業

を支援する人です。 

 広大生物生産学部の食料生産管理学研究室では、毎年体験会に参加してこの活動を支え

る仕事をしています。今年も地域の方々と共に、学生が一般参加者の皆様のサポートをさ

せていただきました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日時：平成 28 年 10 月 2 日(日)  

場所：広島県山県郡安芸太田町中筒賀 738 井仁の棚田 

お問合せ・申し込み：0826-22-2525（太田川清流塾 日曜日を除く 9：00～17：00） 

スケジュール：09:30～ 受付 ※井仁棚田交流館グラウンド 

       10:00～ 開会式・作業説明・作業開始・稲刈り・はで干し 
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       12:00～ 昼食（井仁棚田弁当）・交流懇親会 

       13:00～ 午後から自由散策 終了 解散 

       ※青空市開催 

持参物：軍手・長袖・長ズボン・長靴（できれば）・帽子・タオル・虫よけグッズ 

注意事項：※雨天の場合中止となります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－ 

 イニピチュ会では、一般市民の参加者を４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 年生や院生が副班長として加わりました。食料生産

管理学研究室の学生たちは経験者が多いので、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。一方、収穫体験会に応募参加した 30 名余り

の学生たちは作業を通してイニピチュ会に集まる地元住民や一般市民参加者との交流を深

めました。 

 

 

 

 

 

広島大学の収穫体験 体験会に参加した学生は、以下のスケジュールに従って作業・交流・

学習などを行いました。 
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 約３０人の学生は、4 班に分かれて稲刈りを行いました。イニピチュ会の各班長の方の模

範作業と説明を受け、作業開始です。 

 今年は、雨の日が続き田んぼがかなりぬかるんでいて、重労働に感じた学生も多かった

ようです。タオルで何度も汗を拭きながら、つい「きつい」と声を出す学生もいました。

長靴での稲刈り作業でしたが、長靴が泥に深く入ってしまい、抜なくなって歩けなくなる

学生も続出しました。でも、困った様子は見せず、長靴を脱いで裸足で稲刈りをする学生

も多く、作業スピードが上げるだけでなく、裸足で泥の中を歩くのを楽しんでいたようで

す。 
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 黙々と一生懸命稲刈りを行いましたが、やはり例年以上に時間がかかり、一般市民の方

も学生も疲れが出たようです。休息もはさんで稲刈りを続けながら、はで干しするために

稲を束ねる作業を並行して行いました。 

 お昼過ぎになって、やっとはで干しの作業に入りました。「お昼を食べる前に今日の田ん

ぼの作業を全部やってしまおう」というかけ声がかかり、みんなで協力してはで干しをな

んとか終えました。 
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棚田米の昼食、井仁地区の散策 

 お昼の時間をかなり過ぎていましたが、地域の婦人グル

ープの皆さんが心を込めて作っていただいたメニューが

とても美味しそうに、棚田交流館の広場に並んでいます。

一般市民の方と学生が交流しながら屋外での昼食は、棚田

を見ながらということもあり、笑顔があふれて皆さん嬉し

そうでした。 

 特に、棚田米のコシヒカリの味は格別だったようで、お

いしさを楽しんでいる方が多く見られました。 

 昼食の「おしながき」は、地元の方のご依頼をいただき

学生が作りました。参加者の皆さんに配りましたが、「と

ても良い感じ」「きれい」「棚田の雰囲気が出ている」など、

大変好評でした。 

 

 また、一般参加者の皆さんのご協力をいただいて、井仁

の棚田や交流に関するアンケート調査を行いました。今後、内容を取りまとめて、機会が

あれば井仁の皆さんや一般参加者の皆さんに学生からお話させていただければと思ってい

るようです。 
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 みんなで昼食の片付けをした後は、井仁の散策になります。例年と違って、自然散策班

と文化散策班の 2 つに分かれてより深く井仁の学習を行うことが出来たように思います。1

時間半～2 時間弱の散策でしたが、案内していただいたお二人の地元の方の説明に聞き入り、

たくさん質問をして一層「井仁」への理解を深めました。 

 

 散策が終わった後、地元の方々のご厚意で「かき氷」をつくっていただき、学生みんな

が頂戴しました。 

 最後に、学生から地元の方に「お礼の言葉」を申し上げ、大学への帰途につきました。 

 

 いつも体験会では、いろいろな学びや交流をさせていただいています。人口減少の中、

棚田を維持するのは大変なことだと実感し、この地域の活性化に向けて少しでもお手伝い

が出来ればと問題意識を持った学生も多かったようです。 

井仁の皆様、井仁の棚田を支援されている市民の皆様、また安芸太田町役場の皆様、本当

にありがとうございました。 
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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、その取組みの実態を学

び、地方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

教育プログラムです。 

 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： 第１ターム（4月～6月上旬） 

●曜日時限： 水曜日、７～８ 時限（14::35 ～ 16::05） 

●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 

 

 

（２）平成 28年度の特別講座 

 平成 28年度は、新たに「株式会社三島食品」、「広島県庁中山間地域振興課」をお招きす

るとともに農村女性のフォーラムを企画し、9 企業・機関・組織 13 名の講師陣で特別講座

を開講しました。 

 この特別講座は COC 連携地域や自治体からも参加したいとのご要望がありましたので、

公開講座としても開講し、地域振興に関心を持つ自治体や一般市民が参加しました。全学

の学生と教員、招聘講師、一般参加者が共に学び意見交換することができ、多様な視点の

情報・知識を共有する機会になりました。学生の地域課題への関心や取組意欲が高まると

いう成果を得ました。 

 学生からは、「たいへん有意義なお話を聞くことができた。来年も受講したい」「中山間

地域を盛り上げようとしているプロジェクトでどんなことをしているのか多くの知識が得

られた」、とのコメントが寄せられました。また、「企業の講義を増やして欲しい」など、

次年度に向けた改善意見も寄せられました。 
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講義実績概要 

 

 

（３）講義の概要 

 

① 中山間地域・島しょ部領域の取組概要 

   

 講師：生物生産学部 教授：山尾 准教授：細野 

特任助教：天野、ＣＯＣコーディネータ：大泉 

 ＜平成 28年 4月 20日 14:35-16:05 於生物生産学部 C201＞  

 

 特別講座を開講するにあたり、第１回目の講義では、中山間地域・島しょ部領域におけ

る取組、活動の成果と課題などについて、担当教員が説明いたしました。広島大学生物生

産学部「地(知)の拠点(COC)」では、地方活性化に積極的に取り組む中山間地域・島しょ部

の地域・市町と連携し、地域を志向した 教育・研究・社会貢献を目指しています。セミナ

ーでは、地域とともに取組んできた地域志向型教育プログラムの概要と活動内容、地域や

大学が抱く期待や現実、地方創生にむけて農水産業及び食料関連産業ではどのような貢献

が可能なのか報告されました。学生からは様々な意見が出されました。 
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☆学生の意見・感想・コメント 

・地域に貢献できるよう活動していかなければ・・・この講座を取って意識が変わった。 

・このＣＯＣの仕組みを下級生に伝えていくことが大事だ。 

・地域と大学の繋がりを強めていくべきだ。 

・生物生産学、社会学、地理学的視点など多様な角度から地域分析していくことが地の拠

点につながると思った。 

 

 

②東広島市の農畜産業と 6 次産業化の動向 

 

 講師：①トム・ミルクファーム 代表取締役 沖正文 

                     ②東広島市農林水産課 主査 松下健司 

＜平成 28年 4月 27日 14:35-16:05 於生物生産学部 C201＞ 

 

 トム・ミルクファーム沖代表による畜産経営と 6 次産業化等への取り組みが紹介され、

また東広島市農林水産課の松下主査からは、東広島市の農畜産業と 6 次産業化の取り組み

について、講義が行われました。 

 東広島市は、広島市の通勤圏にあり、また市内にも企業が多く立地するため、農家の 7

割が第 2 種兼業農家です。稲作が盛んですが、傾斜地が多く狭隘な圃場が多いなど、農業

を進めるには条件不利な地域が少なくありません。農業人口の高齢化が進み、耕作放棄地

が増加するなど、生産環境は悪化しています。東広島市では集落営農を国の指針のもと飼

料用水稲への転作などに対し様々な支援をおこなっています。 
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 酪農業を中心にトム・ミルクファームは、地域の酪農家として、地域の稲作農家と連携

し飼料用水稲「たちすずか」をいち早く導入し、試行錯誤を重ねながら使用量を年々拡大 し

ています。講義では、東広島市で取組まれている耕蓄連携や 6 次産業化について、行政と

生産者の視点から報告されました。 

 

 
 

☆学生の意見・感想・コメント 

中山間地域ならではの手法で様々なことをされていると感じました。農業や酪農が法人

化することで、外部からの雇用を受け入れる環境が整うので、中山間地域を活性化するカ

ギになっていくのかなと思いました。…. 

沖さんの新しいことにチャレンジしていく姿が豊栄という町を元気にしているのだと

強く感じました。 

「飼料イネ」という言葉を初めて知った。飼料も地産地消するというアイデアは目から

うろこだった。米の作り過ぎは日本のどこにでもある問題だと思うので、日本に広く飼料

イネが広がればいいと思う。 
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③赤紫蘇へのこだわりと地域産業の活性化：三島食品株式会社 

 

                  講師：①取締役研究所長 馬場堅治  

                     ②直営農場｢紫の里｣担当研究員高橋裕昭 

                     ③人事マネージャー 秀高由晃 

＜平成 28年 5月 11日 14:35-16:05 於生物生産学部 C201＞ 

 

「ゆかり」で有名な三島食品は、消費者市場、業務用市場にふりかけやレトルト食品を

製造販売しているメーカーです。3 人の講師の方々から、会社概要、赤紫蘇へのこだわりと

地域産業の活性化、三島食品の採用状況、などについて講義が行われました。三島食品は、

全国に販売網があり、アメリカ、中国、タイを拠点に海外にも広く販売しています。工場

は、関西と広島に合計 3 ヵ所、海外には中国に 1 工場あります。2006 年から、北広島町で

農園事業を展開していますが、８ha ある畑作地 では、赤紫蘇や広島菜を生産し、原料から

一貫して商品化し、安心安全の確保と高品質な原料の研究開発に取組んでいます。農場は

GAP（農業生産工程管理）の認証を取得しており、工場とあわせて食の安全管理に努めて

います。 

 本セミナーでは、広島の食品業界をリードする企業が、地域に根ざしながらどのように

事業を展開しているか、特に「赤紫蘇へのこだわりと地域産業の活性化」について報告し

ていただきました。 
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☆学生の意見・感想・コメント 

・「ゆかり」は素朴なイメージがあったが、素朴だからこそこだわりが深くなるのだと思っ

た。一つのものをどんどん良くしていこうとする熱い思いに触れることが出来た。 

・北広島の赤紫蘇農場は、地域活性化と会社のブランド化につながっていると感じた。 

・品種の独自開発など、開発部門の働きがすばらしいと感じた。 
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④地域で活躍する女性フォーラム 

 

      パネリスト：世羅高原６次産業ネットワークマネージャー  

            兼カメラ女子旅主宰     吉宗五十鈴 

            フルーツ夢工房 MUKAISHIMA 代表      半田史子 

            おのベジ槇山農園 代表             卯元幸江 

＜平成 28年 5月 18日 14:35-16:05 於生物生産学部 C201＞ 

 

 広島県内の地域で活躍する下記の 3 名をパネリストにお迎えして、特別講座フォーラム

を 5月 18日に開催しました。 

 地域のリーダーとして活躍する３人の女性にご参加いただき、それぞれが取り組んでお

られる活動の内容を紹介していただきました。地域資源をどう有効につかうか、経済と社

会を活性化させるにはどうしたらよいか。また、女性や若手が活躍できる場をいかに増や

すか、などについて議論をしていただきました。女性による起業化の進め方、ネットワー

クを作ることの大切さと難しさが指摘されました。 
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☆学生の意見・感想・コメント 

・農業にも、女性ならではの視点を加え 6次産業化に取り組まれている。 

・世羅町の取組は、ファンを作って町を見直すという戦略的な取組なっている。来週教養

ゼミ体験授業で世羅町に行くのが楽しみだ。 

・自分から動くことが大事だとあらためて思った。どうやったら人の役に立てるか、自分

を見つめ直すことの大切さが身にしみた。 

 

 

⑤食品メーカーとして：株式会社あじかん 

 

講師：研究開発センター開発部  原口智彰 

                        研究開発センター研究部  村上崇  

                        人事課 山口英明 

＜平成 28年 5月 25日 14:35-16:05 於生物生産学部 C201＞ 

 

「調理たまご焼き・ごぼう茶」などで有名な株式会社あじかんによる講義が、5 月 25 日（水

曜）に行われました。 

 株式会社あじかんは、広島に本社をおき、業務用に玉子焼、かに風味蒲鉾、野菜の加工

品などを製造、販売するメーカーです。業務用の玉子焼きではトップを走り続けています。

国内に加えて中国にも生産拠点があり、海外の中食市場にむけても販売網を広げています。

新しい領域へのチャレンジとして、「ごぼう茶」に代表されるど機能性食品の開発もおこな

っています。今回は、あじかんのお三人をお招きし、広島を拠点としてどのように企業が

発展してきたか、それを支えてきた企業の商品開発などについて報告していただきました。

玉子焼き製造工程の科学的知識の紹介は、学部で何を勉強すればよいかの導きになりまし

た。 
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☆学生の意見・感想・コメント 

・おいしさと安心安全に取り組む食品メーカーの努力を知ることが出来た。 

・企業における高齢化社会対応の仕方に深い興味を持った。 

・一見シンプルな卵焼きも、様々な工夫と研究が行われていることがわかった。 

・長期的な戦略の基に、研究開発はじめ様々な仕事が行われていることを感じた。 

 

 

⑥地域とともにあり続ける：株式会社島ごころ 

 

講師：代表取締役社長 奥本 隆三 

＜平成 28年 6月 1日 14:35-16:05 於生物生産学部 C201＞ 

 

 「レモンケーキ」で有名な瀬戸田の株式会社島ごころ代表取締役奥本社長の講義が、６

月１日（水曜）に行われました。 

 奥本氏は、神戸で 7 年間パティシエの修業をしたのち、2008 年から瀬戸田町(生口島)で

ケーキ店を始めました。「瀬戸田をもっと誇れる島にしたい」を経営理念に掲げ、地域で生

産されるレモンをつかった瀬戸田レモンケーキ島ごころをはじめ、さまざまな商品を製造、

販売しています。島ごころのレモンケーキが高く評価されたことから、数多くの企業が広

島のお土産品としてレモンを使った製品を販売するようになりました。瀬戸内海のレモン

産地を活性化させた立役者のお一人です。本講義は、地域に根差した商品開発のための重

要な視点とは何か、そして、異業種間も含めた様々なコラボレーションの有効性について

講演していただきました。 



110 

 

 

 

☆学生の意見・感想・コメント 

・普通のケーキ屋さんが、島を元気にしようという思いを持つことで、ここまで有名なレ

モンケーキを作ることができたことは、凄い。 

・レモン対する誇り、瀬戸田を元気にしたいという思いがすばらしい。 

・地域に根ざした産業・企業の正しいあり方を学ぶことができました。 

・異業種であっても参考に出来る部分を吸収していく生き方を、私も真似たい。 
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⑦中山間地域の振興に向けた取組について 

 

講師：広島県庁地域政策局中山間地域振興課 木村富美課長 

＜平成 28年 6月 8日 14:35-16:05 於生物生産学部 C314＞ 

 

 広島県庁地域政策局中山間地域振興課 木村富美課長様をお迎えし、6月 8日（水）にセ

ミナー・講義が行われました。本学全学部の学生・院生はもとより、一般市民の皆さんの

受講がありました。 

 「広島県の中山間地域の現状とこれから目指そうとしていること，そのために現在取り

組んでいること」など、最新の情報が体系的に学べる絶好の機会でした。広島県の新しい

事業で若者の参加を求める「里山交流プロジェクト」の説明もありました。 

 広島県中山間地域振興課では、①将来に向けて持続可能な中山間地域を実現するための

広島県中山間地域振興条例・計画、②「里山・里海＝中山間地域」に愛着を抱き元気にし

たいと願う人々が共に「学び」ながら志の同じ「仲間」を増やしていくためのひろしま『ひ

と・夢』未来塾、③県内の中山間地域を舞台に，地域の多様な価値を再確認しながら，地

域の住民の皆さんを中心とした中山間地域振興の取組を拡げるための里山・里海リレーシ

ンポジウム、④多様な人材の交流とネットワークづくりを加速するためひろしま里山交流

プロジェクト等に取り組む、等の活動を行っています。木村課長をはじめ中山間地域振興

課の方々による優れた手腕が高い評価を受けています。 

広島県地域政策局中山間地域振興課の主な取り組みは以下のとおりです。 

 

【計画】中山間地域振興条例・計画 

 広島県中山間地域は、若年層を中心とした人口の流出を背景に，全国に比べて，集落の

小規模化や高齢化が大きく進み，基幹産業としての農林水産業の衰退や 地域の担い手の不
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足，空き家や耕作放棄地の増加など，地域コミュニティを維持していく上で，深刻かつ厳

しい状況に直面しています。こうした状況を克服し， 将来に向けて持続可能な中山間地域

を実現していくため，平成２５年１０月に，「広島県中山間地域振興条例」が制定されてい

ます。 

 

【人材育成】ひろしま『ひと・夢』未来塾 

 「ひと。しごと。くらし。100年先の未来につなごう」をキーワードに、広島県の「里山・

里海＝中山間地域」に愛着を抱き、元気にしたいと願う人々が共に「学び」ながら志の同

じ「仲間」を増やしていくための塾が行われています。 

 「はじまの一歩コース」、「プロフェッショナルコース」があります。 

  

【機運醸成】ひろしま里山ソーシャル・カフェ（里山・里海リレーシンポジウム） 

 広島県内の中山間地域を舞台に，各地域で受け継がれてきた自然や景観，特産品文化な

どの資源に今一度スポットをあて，その価値を再確認しながら，地域の 住民の皆さんを中

心とした中山間地域振興の取組を拡げていくため，広島県と各市町が協働しながらシンポ

ジウムが開催されています。参加者自らが「集まり」 「語り」「繋がる」新しいスタイル

で，一人でも多くの住民が地域の活性化に興味を持ち，自らが参加するまちづくりを目指

しています。 

 

【ネットワーク】ひろしま里山交流プロジェクト 

中山間地域における多様な人材の交流とネットワークづくりを加速するため，平成２９年

に予定している県民参加型の「ひろしま里山交流プロジェクト（仮称）」の効果的な展開に

向けて，県及び中山間地域を有する市町，民間団体が一体となった実行委員会が設立され

ました。 
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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、全学から応募した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んでいます。 

 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、
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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の他全ての学部の学生を対象にし

ており、4日から 5日間程度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。 

 

（２）中山間地域・島しょ部インターンシップ事前学習 

 インターンシップ研

修に参加する学生を対

象に、事前学集会を３回

開催した。 

・充実したインターンシ

ップにするには、事前学

習をし、問題意識を高め

る必要がある。 

・問題意識を持たない現

地実習、就業体験は、楽

しかった、しんどかった、

しか残らない。 

・現地実習で学んだこと、

新たな発見や気づきは、

メモをとり忘れないよ

うにしておく。 

・問題意識を深め、今後

の勉強、研究、自主的な

活動、就職活動などに生

かす。 

・インターンシップは受

入れ先のご厚意で成り

立っている。感謝の気持

ちを持ち、学ぶ姿勢をき

ちんと見せることなど、

学生は地域概要と共に

確実に研修成果が得られるような心構えと知識の習得を行った。 
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        インターンシップ研修による学習の展開イメージ 

 

 

 

 事前学習の詳細は、次ページ以降のパワーポイント資料による。 
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（３）受入地域における研修概要 

 本年度のインターンシップ研修は、東広島市トムミルクファーム、三次市道の駅ゆめラン

ド布野・大前農園、安芸太田町井仁（いにぴちゅ会）、世羅町町内主要組織 （6 次産業化ﾈｯﾄﾜ

ｰｸ）、呉市大長八王子会の 5 市町 5地域で受け入れていただきました。 

 研修期間は、8月 25 日から 9月 25日の間で、4泊 5日～5泊 6日の泊まり込み研修です。 

 研修参加は、生物生産学部、工学部、総合科学部、経済学部、文学部の 21名の学生です。 

 

 

 

 

 

 

受入れ先 人数 受入れ期間 研修参加学部 

東広島市 

 トムミルクファーム 

６名 9/2-6(3)  4泊 5日 

9/12-16(3) 4泊 5日 

生物生産学部 

工学部 

三次市 

 道の駅ゆめランド布野 

 大前農園 

３名 8/26－31  4泊 5日 生物生産学部 
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安芸太田町 

 井仁（いにぴちゅ会） 

４名 8/31－9/4  5泊 6日 総合科学部 

生物生産学部 

経済学部 

世羅町  

 町内主要組織 

 （6 次産業化ﾈｯﾄﾜｰｸ） 

４名 9/7－11   4泊 5日 工学部 

総合科学部 

呉市大長 

 八王子会  

 

４名 9/21－26  4泊 5日 

 

生物生産学部 

文学部 

5 カ所 2１名  5学部 

 

 

 

 

（４）受入地域別の研修概要 

 

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 
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 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、

酪農の複合型農業からスタートし、現在は酪農、畑作、周辺農地の作業請負、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、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、9月 2日～6 日、9月 12日～16日、の２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６名の学生が参加しました。 

 

 

 

学生のインターンシップ研修の目的・動機は次のとおりです。 

 将来、地元岡山のジャージー牛乳を利用した乳製品を開発したいと考え、独自産業を行

っているトムミルクファームではどのように商品が作られているのかを研修する。 

 動物と人間の心理的関係や、その関係性が畜産物に及ぼす影響に興味があった。トム・

ミルクファームでの「動物と人間のより良い関係性を目指す取り組み」を研修する。 

 動物を商品として扱うこと、命を商品として扱うことから命と食べ物のつながりについ

て学習したいと思ったた。トム・ミルクファームさんでは動物福祉に関しても充実してお

り、牧場の将来を見据えた持続可能な酪農について研修し、これからの研究に活かす。 

 トムミルクファームを以前訪れた時、子牛が生まれている命の現場を目の当たりにして

とても感動したため、その実情を研修する。 

 トムミルクファームを訪れたときの子牛の誕生にとても興味を惹かれたことなどで酪農

に関心が高まり、また酪農による 6次産業の実際の過程を研修する。 
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 ６次産業を取り入れた新しい経営に興味を持ったため、実際の現場で研修する。また、

地元の方々と地域を盛り上げ、一方で牧場を訪れた人のことを思いやりながら、牧場を大

きくしていく経営者の着眼について研修し、他の地域での農業や生活に活かす。 

 

２．実習の内容 

 実習の内容は研修期間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

を行いました。 

・まきばカフェ掃除、厨房の手伝い、プリン作り包装・出荷 

・牛乳のパック詰め、牛小屋の掃除、子牛餌やり・エサ作り 

・搾乳室(パーラー)・器具の掃除、牛乳検定の手伝い 

・社会科見学用バター作り準備、大吟醸(アイス最中)作り 

・店舗配送の手伝い・店舗在庫チェック 

・地域活性化定例会参加 （商工会・市役所・広大などが参加する組織） 

 

 

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 25日～29日の 4泊 5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。 

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、主に三次市

役所や布野支所の方が主体的に行っていただきました。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。 

宿泊先は布野町にある農家民宿「きこりの家」や道の駅の社長のご自宅に泊めていただ

きました。研修の後は、民宿を経営しているご夫婦また、道の駅社長と色々なお話しをし
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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。 

 

学生のインターンシップ研修の目的・動機は次のとおりです。 

 地域復興のボランティアサークルに入っており、地域おこしや地域支援に興味があり、

道の駅を利用した地域起こしの最先端を研修する。また、道の駅で働くことでたくさんの

地域の方と出会うなどコミュニケーションの研修をする。 

自分の将来やりたいことについて、インターンシップに参加することで、何か目標を見つ

ける。また、道の駅を、運営という視点から見て、学びたい、さらに活性化を必要とする

地域ではどのような取り組みがなされているのかを学び、ボランティア活動の際にも活か

せる研修をする。 

道の駅とはどのような仕事から成り立っているのか、また、道の駅が地域においてどのよ

うな役割を果たしているか学ぶ研修をする。 

 

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実習を行いました。 

・大前農園アスパラ収穫管理・イチゴ苗管理 

・野菜直売所レジ・商品管理作業、弁当宅配作業 

・厨房・皿洗い作業、ピザ生地づくり、鮮魚市場出店イベント補助 

・レストラン実習・バイキング接客業務・お菓子作り 

 

 

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、9月 12日から 9月 17日までの５泊６日の間、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、総合科学部、経済学部の

４名です。 

 インターンシップをおこなう上での地域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。 

 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
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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。 

また、最終日のワークショップでは、「いなかで何が学べるのか」、「学ぶためにはどのよう

な仕組みが必要か」をテーマに地域の方々と話し合いました。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。 

 

学生のインターンシップ研修の目的・動機は次のとおりです。 

 将来自分がやりたいこととして、地域の方と密接に関わって、多くの人の意見を取り入

れていける職に就きたいという思いがあった。インターンシップでは地域の方や行政の方、

そして学生という様々な立場の人が関わり、意見を交える研修をする。 

 自身が進路希望として地方公務員を希望しており、地域の方との密なる交流を通し井仁

地域で今後どのような取り組みが必要なのか研修をする。 

 地域おこしの学生団体に所属しており、地元に棚田やだんだん畑がある。中山間地域の

活性化に興味を持っおり、地域で行われる農業の問題、課題について研修する。 

 「地域づくり」ゼミナールに所属しており、書籍等だけでは地域の実態がわからなかっ

た。未だ知らない中山間地域での暮らしを体験すれば、これからのゼミ等の授業で物事を

考えるときのヒントや強み・きっかけにすべく研修する。 

 

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。 

・あかり絵体験 高齢者宅の障子張替え SNS更新の手伝い 

・鳥獣対策フェンス周辺草刈,古い農具・民具データ化作業 

・棚田のオーナー田の稲刈り、はで干し作業、民泊中学生との交流 

・藍の収穫、野草を採り、ホンモロコ料理作りと地域交流 

・ワークショップ、交流館清掃 
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    ☆「いなか」で何が学べるのか、学ぶためにはどのような仕組みが必要か 

 

 

④ 世羅町 

１．インターンシップの概要 

 世羅町では、９月５日から９月９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。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生を受入れてくださいました。 

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を順に訪問して、多様な研修を行いました。

最終日にはワークショップを行い、「５年後の世羅町６次産業化のあり方」、「自分が買いた

い世羅農産物を使った加工品商品提案」についてアイデアを出しました。 学生はそれぞ

れの受け入れ先で多くの事を学び、農家民泊もあり充実した時間を過ごしたようです。 

 

学生のインターンシップ研修の目的・動機は次のとおりです。 

 現在の研究テーマが「若者の地方部への移住・定住促進政策に関する研究」であり、6次

産業ネットワークを活用して地域おこしをする世羅町の地域おこしを実際の研修で学び、

新しい発見やそこに潜む課題を見つける。 

将来地元の地域おこしに関わるようになりたいと考えていたが、世羅町では農業だけでな

く、農産物を加工して付加価値をつけて売り出す６次産業ネットワークという取り組みが

盛んであることにも興味があり、どのような工夫で売り出して、人を惹きつけているのか

を研修する。 
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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。 

・開校式、世羅町オリエンテーション 

・恵：水稲乾燥・キャベツ収穫 ・大豊農園：梨選果、ぶどう出荷調整、販売体験   

・聖の郷かわしり：アスパラ収穫、出荷調整 ・甲山いきいき村・四季園にしおおた：直

売所見学・意見交換 ・世羅ファームランドドナ：酪農見学・乳製品加工体験 ・夢高原

市場・ワイナリー：施設見学・意見交換 

・道の駅世羅（観光協会）：新商品の消費者ニーズ調査 

・ワークショップ、発表会・閉校式 

 ☆５年後の世羅町６次産業化のあり方、・自分が買いたい世羅農産物を使った加工品商品

提案 

 

 

⑥ 呉市豊町大長 八王子会 

１．インターンシップの概要 

 八王子会は、まつりと地域交流による地域活性化を目指す地元組織である。今回は、こ

のメンバーである末岡農園と大亀農園が中心となって、研修を受け入れていただきました。

このインターンシップではかんきつ等の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 25日までの 4泊 5日の間受入れていただき、宿

泊もさせていただき、色々なことを学ばせていただいたようです。 
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学生のインターンシップ研修の目的・動機は次のとおりです。 

 卒業後、県庁職員としてみかん産業の発展に貢献したいと考えている。地元はみかん発

祥の地で、実家もみかん農家だ。大長は広島のブランドみかんの産地であり、このインタ

ーンシップに大変興味をもった。実際に現地を訪れて大長のみかん農業の栽培の特徴や売

り出し方等を学び、農家の方と直接話し合うことを通し、地元のみかん産業の強みや課題

等を把握し、また他県との比較を通して地元みかん産業を客観的に知るために研修する。 

 広島の中山間地域や島しょ部で人々がどんな文化を持ち、生活しているのか知るととも

に、また新たな人々との出会いを通して自分の成長につなげるために研修する。 

 広島大学でしか体験できないような何か特別なことをして有意義にすごしたいと考え、

このインターンシップ研修を行う。 

 祖父もミカンを栽培していたため 自分が行ったことのない場所で、その地域の方と農作

業することに興味があった。また 祭りという大切な儀式に携われる研修をする。 

 

２．研修のスケジュール 

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。 

・地域の方へのインタビュー、獣害対策の柵作り 

・まつりの準備手伝い・清掃作業、ジャムづくり 

・みかん肥料散布・摘果などみかん園作業 

・伝統の櫓祭りの手伝い、神輿担ぎ、かんきつ祭など 

 

（３）学生の研修報告概要 

 

① 東広島市 トムミルクファーム 

学生Ａ：客層として非常に子連れの方が多く、新鮮で安心な食べ物をたべさせてやりたい、

牛をはじめ、たくさんの動物に触れ合わせてやりたいという気持ちがあるのではないかと

思う。そのように、子連れをターゲットにした店づくりは、次世代へとそのよさが伝わる

ためとてもよいものだと思った。 

 今回独自産業を行っている牧場でインターンシップを行うことで、生産者の思いに沿っ

た食品作りをしたいと思うようになった。トムミルクファームでは、「自然と命の恵みをそ

のままに」をモットーとして商品を作っている。そのため、牛乳は時間のかかる低温殺菌

法で殺菌し、商品には保存料などは使用していない。私は、その農家さんはなにに自信や

こだわりを持っているのかを理解し、それを活かせるような商品開発をしたいと考えた。 
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学生Ｂ：従業員の方は、何頭もいる乳用牛の中から、搾乳の際、注意しなければいけない

牛や性格に特徴のある牛、怪我をしている牛などをコンピュターで管理するだけでなく、

自ら覚えていた。私には見分けのつかない牛たちを見分け、しかるべき対処をしている様

子を見て、トム・ミルクファームさんの従業員の方が牛たちとの関係を良くしようとして

いる姿勢が感じられた。もっと基本的なことから、動物との関係性をよりよくする方法を

視野を広く持ち学ぶことが自分の一つの課題であると思った。さらに、自分にとって大き

な収穫になったことが、自分の興味のあること、学びたいことを学んだ結果、実際どのよ

うに現場で役立つのかを考える機会を得たことである。、 

 またファーマーズマーケットで印象的だったのが、他のお店の味噌や蕎麦を販売してい

たり、地域の方が、「トム・ミルクファームさんはこの地域のために頑張ってくれているん

だ」とおっしゃっていたことである。私も学生の一人としてどうすればこの地域を活性化

することができるか考えていきたい。今回のインターンシップを通して新しい分野への興

味を得ることができたこと、特に地域の 6 次産業に興味を持てたことは自分の将来に大き

く影響すると感じ、有意義な五日間を過ごせたと思う。 

 

学生Ｃ：第一に感じたのは牧場での活動は想像していた以上に肉体労働であるということ

であった。第一次産業のなかでも酪農業は動物を相手とする産業であるから、とりわけ体

力が必要になるという心構えはあったが、実際の現場は私が想定していた以上にハードな

ものだった。しかし、牧場で男性と同じように働く女性の姿もあり、牧場で自分のできる

ことを最大限やっている姿が印象的であった。 

 6 次産業化といわれるとどうしても生産と販売を同時に行っているイメージがあったが、

トム・ミルクファームさんでは加工もすべて施設内で行われており 6 次産業化に対する考

え方が改められた。生産の現場では牛の生活環境や体調管理が徹底して行われており、動

物福祉に関して充実している様子が見られた。加工場では衛生面の管理が行き届いており

安心安全な牛乳の提供の実を知ることができた。 

 実習中に何度もトム・ミルクファームさんの商品を実食させていただく機会があったが、
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どの商品も今まで食べた乳製品のなかで一番おいしく感じた。また牛の姿を見ながら口に

すると牛からもらった資源を利用していることが改めて感じられ、6次産業化の良さを実感

することができた。 

 

学生Ｄ：インターンシップに応募したのは、工学以外の世界も見てみたいという思いがあ

った。また、私が住んでいるのは広島市なのだが、近くにあるのはコンビニやチェーン店

が多いので、恐らくトムミルクファームが事務局となって進めている「心のふるさと県央

協議会」のように地域の店舗や農家が集まって会議をすることはほとんど無いと思う。 

 今回「心のふるさと県央協議会」に参加させていただき、同じ地域に住む人々が、同じ

目標に向かって自主的に集まり、協力し支えあっているのを見て、とても心が温まった。

個人が暮らす分には暮らしやすい私の住んでいる地域だが、地域の人間同士の関係は隣に

どんな人間が住んでいるかわからない、といったふうに冷めている。お互いに手を取り合

って生き残ろうとする、田舎の底力を私はこの会議で見たように思う。 

 また、「心のふるさと県央協議会」に広島大学の学生が参加し、地域創生のための事業に

取り組んでいることも知った。私は工学部に所属しているため、必ずしも将来地域創生に

関わるか分からないが、彼のような貪欲さと行動力はどんな職業に就くにしろ必要だと思

う。 

 

学生Ｅ：将来 6 次産業に関わりたくて大学に入学したが、沖社長とお話しさせていただく
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中でこれまでずっと私が考えていた地域活性化のための 6 次産業と、現実は全く違うもの

だと感じた。私の考えは都会に住む人間の考えだと感じさせられた。地域活性化したいの

ならば自ら地域に入り、その地域にあった活性化の方法（まず地域に人を呼ぶのか、はた

またその前に地域の交流を盛んにし地域の人を元気にするのか、など）を考えなくてはい

けないのだと思いました。広大生の中には積極的に活動している団体もおられ感心させら

れる。来年には研究室に配属されるが、憧れていた 6 次産業に関係する研究室に行くべき

かこれからじっくりと考える機会になった。トムミルクファームで体験したことは今後体

験することのできないようなことばかりだった。早朝から夜まで作業のある牧場の大変さ

も身に染みてわかり、大変さを知ってしまった今、わたし自身これから地域とどう向き合

っていくか考えて行きたい。 

 

学生Ｆ：６次産業を経営すると言っても、毎日全てに触れられるわけではないから、人を

信頼して任せること、人に信頼してもらってついてきてもらうことの両方が大切であると

いうこと。そのためにはリーダーシップや広い視野、人脈のように、必要な力がたくさん

あり、誰にでもできることではないと感じた。「１リットルの牛乳を作るのに、４００リッ

トルの血液の循環が必要である。」「食という字が人を良くすると書くように、食べ物が人

を成長させる」などの沖さんの言葉に代表されるように、周りの環境に感謝する沖さんの

姿が、トムミルクファーム全体を動かしているのだと思った。 

 トムミルクファームの存在や、どのように牛乳が作られているのかを知らせる力はまだ

弱いと感じたため、そこは課題であると思う。東広島市内の中山間地域は、良いところが

たくさんあるのが分かっても、車がないと行きづらいと感じるため、アクセスの悪さを逆

に武器にできるようなアイデアを見つけることが課題であると思う。 
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 ② 三次市道の駅ゆめランド布野 

学生Ａ：どこで出会った地域の方も優しくて、よそ者の私たちに対して愛情を持って接し

てくださった。布野では地域の人同士のつながりが強く、例えば誰か体調が悪い人がいる

とみんなでフォローしあう。 

 実際に地域でとれた食材を食べてみると、優しい甘みがありみずみずしく食感がよかっ

た。民宿の方から聞いた言葉で印象に残ったのは「都会では一歩外に出ればお金が減って

いくけど、田舎では一歩外に出れば野菜をみんながくれていっぱいになって帰ることにな

る」という言葉だ。きっとくれるのは野菜だけでなく、あいさつだったり、たわいのない

会話、世間話などコミュニケーションもなんだと思う。 

 農作業は足腰に負担のかかる姿勢で長時間するのできつかった。お年寄りの方には本当

に辛いと思う。また農業は年中無休で働かなければならず、家族の支えが必要不可欠だ。

毎日毎日同じことを繰り返すため忍耐力も求められる。 

 野菜市場では生産者と消費者の距離が近いことに驚いた。農家の方が売り場まで野菜を

持ってきてくるため、近くにいたお客さんと世間話をしていた。お客さんの中にはこの野

菜市場で買った野菜で作ったお惣菜を持ってきてくださる方もいた。この光景は普段私が

行くスーパーやコンビニではありえない光景だ。 

学生Ｂ：道の駅での研修は、地元に密着した販売がされていて、それゆえにお客さんとの

距離もとても近く感じた。研修中、お客さんとお話をする機会も多かったと思う。お客さ

ん 1 人 1 人と向きあって丁寧な接客をすることが大事であると改めて感じた。同時に、ど

のようなものを販売するにしても、その商品についての知識が必要で自分がきちんとお客

さんに勧められる状態でないといけないと分った。 

 農園での研修では、農家の方々の苦労を初めて知ることができ、食べ物のありがたみを

感じ、野菜や果物を作ることの難しさを感じた。ビニールハウスの中で何時間も同じ作業

をするというのは考えていたより簡単ではなかった。獲れたての野菜のおいしさにはとて
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も感動した。 

 全体を通して、自分が行く前に感じていた中山間地域の活性化していないさみしい感じ

とは全然違っていて、もっと布野町や道の駅を盛り上げようと常に考えていらっしゃる受

け入れ先の方々がいて、とても魅力的な場所で、また行きたいと思える場所であると思っ

た。自分は将来どのような形であっても、自分の地域だけでなくさらなる活性化を必要と

する地域の役に立つようなことをしたいと思うようになった。 

 

学生Ｃ：鮮魚市場(道の駅でのイベント)に来るお客さんの年齢層が高く、野菜の生産者も

年齢が高い人が多いのだが、エネルギッシュな人が多いと感じた。後継者不足が深刻な問

題にもなっていた。 

ゆめランド布野での体験、大前農園での体験、きこりの家での体験のどれも私が今までし

たことのなかった体験がでた。この経験を生かしてこれからの大学生活や将来に向かって

歩んで行きたい。 

 

 

 

 

③ 安芸太田町井仁 

学生Ａ:過疎化が進んでいる地域などで、住民の方の元気がなくなっているという話を聞く

ことがあったが、井仁地区ではみなさん明るく非常に活気があるなと思った。実際お話を

聞くと、事前に想像していたよりも子供の数も多く、高齢化がそんなに進行していないの

かもしれないと感じられるほどであった。 
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 野草を採りに行った時に、非常に多くの種類の植物が生えていたので、今まで雑草と思

って特になにも感じない部分があったが、食料の豊富さなどの、自然の凄さを改めて感じ

た。生活してみて、飲み物を買う場所があまりなかったので、外部からこられた方のため

に自動販売機といった、飲み物を買う場所を設けると良いのではないかと思いました。夜

の静かさなど、全体的に心が落ち着く、時間の流れがゆったりと感じる場所だったと思い

ます。環境の大切さを改めて痛感する６日間でした。今回の経験や、考えが変わったこと

など今後の学生生活に活かし、自分自身成長していきたいと思います。 

 

学生Ｂ：初日の説明だけでは見えてこなかった地域の魅力や問題点などが日を追うごとに

明らかになり、人と話すことの重要性を痛感した。集落の高齢化の問題点や空き家の現状

などについて実際に地域の方に話を伺うと、高齢化の問題にもオーナー制度などの取り組

みがあることや意外にも子供の数は多いこと、また空き家の問題も売り出しに出されてい

るというわけではなく、定期的に家族などが掃除を行って維持している家もあるなど問題

の細部や地域の方の心情も分かってきた。地域のための取り組みには、しっかりと地域に

寄り添った支援や取り組みが不可欠であると感じた。 

 そして何よりも地域の人の結びつきが強く、食事会でも全員が互いに認識し、家族のよ

うな温かい雰囲気がとても印象的であった。これも多くの方が棚田での農業に携わり、そ

のような仕事の面などで共通点を持っているということも要因に挙げられるのかなと思う。

また、井仁の地域はイノシシやサルなどの作物に被害を与える動物に対して 4km の柵と地

域の周りには扉が設けられている所もあり、そうした共通の悩みなども井仁の人々の結束

を強める一つの要因だと感じた。今回の研修を通して普段の大学生活ではあまり関わるこ

とのない世代との交流ができとても新鮮で貴重な経験であり、こうした経験を今後の学生

生活や就職活動に役立てて行きたい。 
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学生Ｃ：井仁地区で特に感じたのは、小さい集落が必ずしもデメリットになるものではな

いということだ。住民間の密な交流が活動等を支えているのであろうと感じた。しかし、

体験活動は現在、グリーンツーリズムがだんだんとメジャーになってきており、単に稲刈

りや草刈りなどを行うのではなく、「井仁地区に愛着を持ってもらうこと」が重要であると

思う。 

 

学生Ｄ：この実習を通じて感じたことは、住民がみんな気さくでコミュニケーションがと

りやすいということだ。また、井仁という集落は、空き家が多くあるがご子息の方が定期

的に戻ってその家を管理しているためだそうだ。井仁は安芸太田町の中だけでなく全国の

中山間地域に比べて高齢化率が低い地域でとても凄いことだと思うが、今後の井仁を維持

していくためには若い世代の力が必須になってくると思った。 

 

 

④ 世羅町 

学生Ａ: 自分は研修に取り組みつつ「6次産業を通して地域おこしにどのように取り組んで

いるか」や「若い世代を取り込むための工夫はしているか」という点を観察し、各業者さ

んのところへ行くたびに質問した。ある業者では、「より外へ事業を展開するために農産物

のネット販売をやりたいが、工業製品などと違って指定された日時に確実に届けられると

は限らないので難しい」といったことや、「外に事業を展開したいが広告費に手が回らない」

など、リアルな問題や現状、業者の方の主張を聞きいた。また、最終日のワークショップ

で見たアンケートでは、「2次・3次産業のノウハウがまだ完全ではない」といったことや、

「ヒット商品が生まれない」などの課題が目立っており、実際に直売所でも同じような意

見が聞かれた。自分がここは共通しているなと気づいたことは、どの業者さんでも自分の

作っている農産物には自信とプライドを持っているとともに、外から来たお客さんに他の
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農園や直売所を案内してあげたり、それぞれが協力し合っている姿勢も感じられました。 

また、最も印象的だったのは、ミルクファームドナの方がおっしゃっていた「自分たちが

つくった製品に付加価値をつけるときに、人が付加価値になればすばらしい」ということ

だ。「そこにいるおじいちゃんがおもしろい」とか、「あそこのおばあちゃんは何でも知っ

ている」とか、普段大学にいるだけではまず気づいていなかったことで、感心した。 

 

学生Ｂ：日本の中山間地域の多くで人口減少が問題とされる中、世羅町は町全体で６次産

業ネットワークという取り組みで様々な加工品を売り出したり、売り出し方を工夫したり

して、いろんな可能性を探っている。今のままで満足しないで、常に新しいことに挑戦す

る姿勢が見られるところが素晴らしいと感じた。今回見学させていただいたところでは、

若い人が多く活気があるところ、女性が多く、売り場や雰囲気にあたたかさを感じるとこ

ろなど、それぞれの場所に個性があった。 

 世羅町が地理的にどうしても、旅の目的地となることが少ない。そのため、道の駅の利

用者も世羅町自体に興味を持ってこられている方は少ないかもしれない。旅の途中でこら

れた方に、今度は世羅町を目的に来よう、と瞬間的に思わせるイベントやその広告が必要

かもしれない。1日中世羅町で消費活動を行ってもらえるように、満喫プランやバスツアー

等の紹介が載った広告があると良いと思った。 

 世羅町は西条から思っていたよりも近く、町の中でも、西条の幼稚園が梨狩りに行って

いるのを見た。近いが、バスはなく、電車は遠回りになってしまう、といった学生は行き

にくい場所のように感じた。 

 日本の中山間地域は似たようなまちづくりを行っているという先入観が自分の中にあっ

たが、若い人がいろんな場所で活躍しているところ、常に新しいことに挑戦しようとする

姿勢が、私にとって新鮮だった。毎日が興味深く発見ばかりであった。 
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⑥ 呉市豊町大長 八王子会 

学生Ａ: 5日間のインターンシップでは、実際に地域で生活し、目で見て、地域の声を聴い

て、汗を流して体験し、農家の方と意見を交換するという複数の要素を通して、大長の強

みや課題を考えた。 

 

大亀さんや末岡さんもお話されていたが、高齢化や過疎化の進む大長地区で、まとまった

量を栽培できない高齢者の出荷先として機能する産直市や道の駅がないことが残念だと思

う。高齢化の進む地域での産直市の役割はますます大きくなっている。需要を開拓して消

費の拡大をめざす取り組みが盛んな大長地区は、レモンの入浴剤やジュース等、魅力的な

加工品が多い。また、町並み保存地区のある御手洗地区は、歴史的価値が非常に高い。加

工品を製造している方にもお話を伺ったが、県内は宮島他 2 店舗でしか販売していないと

いう。大長地区はみかんによる知名度も高く、訪れるべき素敵な町並みがある。「ももへの

手紙」など PRする要素は多く、道の駅を上手く展開させればみかん産業・大長地区の更な

る知名度アップで生産者の所得向上につながるだろう。今回私たちインターンシップ生の

他にも、広大の HPで櫓祭りを知ったという広大生が数名ボランティアとして参加した。も

っと積極的に「地域と協働する」取り組みを大学と地域が連携して行えば、地域・学生双

方に大きなメリットがある。私は今後、何らかの形で大長地区創生に関わっていきたい。 

 

学生Ｂ：この研修で私は大崎下島で農業にたずさわる人々の苦労と工夫、また島の人々の

繋がりの強さを感じた。島はみかんだけでなくレモンやその他の野菜の栽培もおこなって

います。それぞれの農家が安定した収穫、安全で美味しい作物を求めて日々奮闘しておら

れるのだと感じた。 
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また古くからの街並みや景観はそのままに、皆が祭事などの文化を大切にし、何より楽し

く行い続けていることも分かった。実際交流を深めていると、この町の人々の温かい人柄

とどこか強さを感じる人間性に気づいた。とても魅力的な町だが、やはり過疎化は進み、

若者は減っているように思う。大亀さんや末岡さんを中心にして、地域の活性化を図って

いるのはとても効果的だと思う。特にこのインターンシップやみかん農園でのみかん狩り

などでこの町の魅力を多くの若者が知ることになれば観光としても栄えると思う。また私

は大亀さんのお宅でお世話になったが、大亀さんは農業に関してだけでなく、地域の活性

化などあらゆる方面で「挑戦」をして生きておられて単純に感動した。悩んで動けないこ

とが多い私はこのような積極的で柔軟に挑戦する姿勢を五日間常に学ばせていただいた。 

 

 

 

学生Ｃ：近年、農村の過疎化が進み、限界集落が増えてきていることが問題視されている。

しかし、大長は確かに、住民の平均年齢が 60代だったが皆活動的で祭りの時もとても盛り

上がって見てるこちら側が元気をもらえた。高齢化が進んでいても住民のやる気がもっと

知られたら、住みたいと思う若者が増えると思った。  

伝統のある櫓祭りに参加してみて、住民の方々が祭りを成功させるために、私たちのよう

な学生を呼び寄せたり、二週間も前から準備していたりと、農村の祭りはこうして成り立

っているのか、ということが分かり、そしてその祭りに参加できたことがとてもうれしか

った。 そして、入り組んだ住宅街や、開かれた山など町全体が映画の舞台のようで、こん

な感動的な風景がまだ残っていたのか、と感動した。 
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学生Ｄ：わたしは今まで、野菜や果物を店で買っても、生産地や生産者のことなど考えた

こともなかった。しかしこのインターンで 5 日間農家の方々と生活し、その町で過ごした

ことで、農業について以前よりも関心を持つようになったし、農業をして食べ物を作って

くれている側の方々のことを考え、尊敬、感謝するようになった。農家の方々が多く問題

を抱えていることを初めて知ったり、その土地の気候や特徴にあった方法を考え、工夫し

ていることを学んだり、その町が抱える将来への不安や、農家の方が休みの日もなく体を

張ってお仕事するということを地元の方々から聞いたりしたからだ。このように、実際に

見たり聞いたりして、農業の大変さをより実感することができた。 

このことはインターンを通じなければ知る機会もなかったと思う。また、このような大変

な思いをしている農家の方々は日本中にいて、畜産農家や漁業者などいろいろな生産者が、

多くの苦労や問題を抱えながら生産してくれているのだろうと気付いた。そして、日本人

として生きていく中で農業のことについて少しでも事情を知っておくことは非常に大事だ

と思った。これからもこのインターンで知り得た事実を心に留めておき、他の人に話して

みたり、もっと感謝の気持ちをもって食事をするようにしていきたい。 
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４．学生・教員による地域課題研究概要 

 

高齢化が進行する農村地域における野菜生産世帯の動向 

－多様な担い手の存在形態－ 

農業を生業とする人々が集まって集落を形成し、歴史的にも自給経済性が強い共同生

活を営んできた農村では、近年多くの問題を抱えている。このような、規模零細、高齢

化などは日本全国の農村でみられる傾向であり、これらを背景として農村内に自給的高

齢野菜生産者は多数存在する。 

自給的高齢野菜生産者は、農村内で多くの割合を占めていることは明らかだが、彼ら

の社会的、また経済的価値は明らかになっておらず統計上も把握しづらいという問題が

あげられる。そこで本論文の目的は、高齢農家に加えて非農家も含めた野菜を生産して

いる高齢者が多く存在する広島県の野菜生産の状況を把握、分析し、高齢者を多く抱え

る農村における自給的野菜生産世帯の存在形態を明らかにすることをとする。 

 調査対象は東広島市豊栄町の野菜生産世帯であり、聞き取り調査とアンケート調査を

行った。調査結果から、野菜生産世帯のうち自給用に野菜生産している農家と非農家は、

いずれも野菜生産の目的が経済的価値としての対価を求めているのではなく、精神とし

ての対価を求めて行っていること、野菜生産世帯が生産する野菜が農村内で市場を介さ

ずに受け渡しされていることが明らかになった。これらは農村内の野菜自給率の向上・

高齢者の生きがいの創出・ 農地の保全・地域内のコミュニケーションツールとしての

役割を担っている。一方で、年金+αによる採算を度外視した野菜販売や農村内の野菜

の労働無価値化を招いていると考えられる。そこで、地域内の労働無価値化している野

菜を集荷して、飲食店に販売している株式会社 Mの例を用いて、今まで労働経済的価値

の実現がなされなかった野菜が価値実現できる方法を考察した。 

 

野菜出荷規格と産地対応－広島県アスパラガスを事例に－  

近年の野菜流通において、物流システムの発達により消費地が拡大したことで、市場

における取引時間の短縮化を図るために産地ごとに出荷規格が設定されたが、これによ

り選別により発生する規格外品の処理方法が課題となっている。また、生産者の高齢化

や後継者不足により生産力が低下し、市場で建値を形成するために必要な共販量を確保

することが困難になっている。産地が出荷量を確保するためには、限られた労働力のな

かで選別・出荷作業時間の短縮により生産・収穫にかかる労働時間を確保することが必

要とされている。 
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そこで本論文の目的は、野菜流通における規格の役割を明らかにし、規格外品も含め

た産地の在り方を明らかにすることにある。本論文では、成長が早く労働集約が必要な

アスパラガスを対象作物として、JA広島中央が 2016 年から取り組んでいるアスパラガ

スの規格外品を活用した「新たな取り組み」に着目した。 

「新たな取り組み」以前は、規格外品を生産者自身で処理しており、小売店との交渉

力や契約に関するノウハウを持つ力のある農家では、小売店との直接契約取引により全

ての等級について自分で販売が可能になり、そのため卸売市場への出荷量が減少した。

一方、これらの能力に乏しい農家は、少しでも収入を得るために規格外品を卸売市場に

直接出荷していたが、これは結果的に広島県産アスパラガス全体の価格低下を招くこと

に繋がるため、JA はできるだけ規格外品を卸売市場へ出荷したくないという思いがあ

った。 

取り組み開始以降、規格外品も含めて JA が集荷し、簡素な規格や荷姿でも差し支え

ないような販売先を確保することにより、出荷作業時間の短縮や生産量が増加し、結果

的に卸売市場における規格品の確保に繋がった。またこの取り組みには、鮮度を重視し

欠品があってもかまわないという考えを持つスーパーE 社のような存在が必要であり、

結果的に生産者、E社、JA全てにメリットが生まれた。 

こうした取り組みを産地の維持・活性化に繋げるためには、JA が生産者の販売ニー

ズと小売店・消費者の需要ニーズを正確に把握し、両者を上手く結び付けられるかどう

かが大きな鍵となる。 

 

持続的な家族農業経営のための継承のあり方 

－施設園芸部門における ICT 導入事例をもとにー 

近年のわが国の農業分野において、農業従事者の減少、高齢化、後継者不足といった

担い手問題浮き彫りとなっている。農業の中心的担い手である大規模家族経営において

も、後継者が確保されていないことが多く、既存の農業をどのように次の世代へと継承

していくかがきわめて重要な課題となっている。一方で、農業経営体の詳細をみてみる

と、家族農業経営体数が 98.6%と、依然として大部分を占めていることがわかる。以上

を踏まえ、日本農業の持続性を確保するために、家族農業の存続、継承が重要であると

考えた。 

そこで、本論文の目的は、持続的な家族農業に関する円滑な継承を経営面、技術面か

ら明らかにすることにある。そのため、本論文では家族農業経営体数が 99%以上を維持

している広島県倉橋地区を調査地とし、家族農業を営む T氏一家に聞き取り調査を行い、
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持続性のある家族農業の継承について検討した。また、継承面での効果が期待される

ICT機材を用いた農業の実態をアンケート調査より分析した。 

T氏一家は、経営者が農業経営、技術共に、経験や勘に基づく方法を長い時間、同じ

作業を通じて後継者に指導しており、現状では経営権は継承していないものの、農業技

術は 7年という比較的短い期間で継承していた。この継承に際し、後継者は栽培技術等

を積極的に学び、実践を試みるなど自主性が見えた。同時に、親から教わった経験や勘

に基づく農業について ICT を用いて数値化を果たすといったアレンジが自主性を生み

出す鍵となっていたことが明らかとなった。また、施設園芸部門で ICT機材は生産性を

向上させるとともに、労働力投入の見極めが可能となり、結果的に労働力を軽減できる

といった恩恵を生産者に与えていた。そして、技術継承面について、同じ ICT機材を使

用可能な場合、ICTの導入は農業技術の伝達に有効であると判明した。 

事例調査結果により、家族農業のための円滑な継承には後継者の自主性が重要となり、

後継者が家族労働力の状況や消費者のニーズによって農業技術をアレンジしていくこ

とで家族農業の持続性は高まるといえる。また、ICT 機材は経営を考慮して導入を進め

るべきである。 

 

地域農業振興におけるインショップの効果 

－東広島市におけるスーパーの地場野菜コーナーを事例として－ 

消費者の安心志向の高まりや、生産者の販売形態の多様化が進む中で、「地産地消」

への期待が高まっている。様々な取り組みの中で特に成果を上げているのが直売所であ

り、地域農業振興の役割も担う形態としても広まりをみせている。しかし、近年直売所

にも、労働経費の問題や直売所間の競合といった様々な問題が生じており、直売所の維

持が困難になっている例も見られる。この課題を解決すべく誕生した形態が、「量販店

内のインショップ販売」である。 

そこで本論文の目的は、地産地消の新たな方向性であるインショップについて、生産

者・消費者・量販店にとってどのような役割を果たしているのか明らかにし、地域農業

の発展にどのような効果をもたらすのか検討することにある。主な研究手法は聞き取り

調査である。 

インショップは、量販店の利点である「買い物の利便性」、「店へのアクセス」に加え、

直売所の利点である「安心」を取り入れた形態であり、小規模な取組が主流となってい

るが、インショップに対し積極的な姿勢をみせる量販店が多くなっている。量販店Ｓは

平成 11 年にインショップの取り組みを始め、インショップの農産物を目玉商品・限定
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商品として販売している。インショップでは価格・鮮度などの面で他の農産物と差別化

されているため、店舗のイメージの向上、新しい客層や常連客獲得が期待できる。また、

誰がどの農産物を作ったか分かるようにしており、消費者には生産者情報が分かる安心

感を、農家には鮮度の高い農産物を作ろうという意欲の向上を与える効果がある。 

インショップは新たな流通形態として、今後、農家は消費者とより近い距離での販路

のひとつとして、また量販店は多様な消費者ニーズ対応の一手段として、インショップ

展開による win-winな関係が築かれ、地産地消の意識も向上することから、地域農業の

発展に繋がると考えられる。 

 

  家族農業における経営選択と発展性－生産要素の視点から－ 

 近年世界では小規模家族農業が持つ力・可能性に着目して、それを見直す動きが出て

きた。例えば 2014 年は国連によって国際家族農業年と定められ、FAO によって様々な

取り組みが行われている。一方で日本の農業は経営規模の拡大や企業参入が政府の基本

方針となっており、家族農業経営体数の減少も著しい。しかし、今でも日本の農業経営

体の 97.6%は家族農業経営体である以上、家族農業の再評価を行うことには大きな意義

があると考えた。 

 本論文は、新規参入者および経営継承した後継者の生産要素（土地・労働・資本）に

焦点を当て、現在の家族農業の経営選択と発展性について明らかにすることを目的とし

ている。研究の手順としては、最初に白書やセンサスなどの統計を用いて家族農業の現

状を概観した。そして、広島県内の個別農家および法人を対象に聞き取り調査を実施し、

農家の経営選択プロセスとその発展性を検討した。   

 考察では以下の点を指摘した。第 1に、家族農業経営が高齢化・離農という問題に直

面しており、手放された農地が比較的規模の大きな経営体、ないしは新規参入者に集積

されてきていることである。以前とは異なり、今や農地は農業経営における制約要因で

はない。第 2に、家族労働力が農業経営の大きな制約要因となっていることである。経

営継承した酪農家 2戸においては、家族労働力の減少により経営規模の縮小を余儀なく

されていた。また新規参入した施設園芸農家 2戸においても、就農当初の家族労働力不

足が経営発展の阻害要因となっていた。第 3に、小規模農家は雇用労働（常雇）と資本

を導入することにより、地域の担い手農家へと発展する可能性を持っていることである。

特に近年は農地が集まりやすい状況にあるため、その可能性は大いにある。また雇用労

働（常雇）の導入と同時に、自身の労働力保有状況を考慮した経営規模を選択すること

により、「家族の幸せ」を追求した経営を行うことも可能である。 
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  広島市の都市化進行地域における農業の実態  

古くから都市住民の食生活を支える重要な役割を担ってきた都市農業は、高度経済成

長期以降、都市化による都市農地の減少によって衰退し続け、現在でも行政政策に振り

回されるなど、農業生産としての環境は厳しい状態にある。しかし近年、人口減少や都

市への人口流入の収束により、都市農業に対する評価に変化が生じている。都市農業保

全に向けた取り組みが必要であるが、都市農業に関する既往研究は三大都市圏を中心に

みたものがほとんどであり、地方圏の都市農業についてあまり実態が明らかになってい

ない。 

そこで本論文の目的は、広島市を事例に地方都市での都市農業の実態を把握し、都市

農業を農業生産活動によって維持していくためには何が必要であるかを考察すること

にある。そのため本論文では、ヒアリング調査のよって明らかとなった広島市の市街化

域内の農家の経営状況や都市化に対する考え、都市農業を農業生産活動によって維持し

ていくためには何が必要かを検討する。 

都市農家は限られた栽培面積での営農を強いられるため、ハウス栽培と露地栽培を併

用し、効率よく多品目の野菜を周年出荷し続けることで対応している。また、収量を確

保するために古くからさまざまな工夫を凝らし、その結果高い栽培技術力が培われてき

た。高い税負担を抱える都市農家の中には、農業を続けていくために農地の一部を転用

し、自身で不動産経営を行ってそこから得られる家賃収入を上手く利用している農家も

見られる。農業所得と農外所得のバランスを上手く保つことも都市農家の経営には必要

であることが特徴的である。 

都市農家は、市街化によって生産環境の悪化や、近隣住民に対する配慮が必要になる

など決して農業生産面で恵まれた状況ではない。しかし、消費者との距離が近く交流も

盛んであるなど都市で農業を営むメリットを最大限活かし、自身の営農環境に合った農

業基盤を確保しながら農業経営を展開していくことが、都市農業継続には必要なのであ

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

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

この活動を円滑に進めるために、学生、教員に加え、連携市町と地

域住民の皆様に参加していただく円卓フォーラムを毎年開催して

います。 

大学が進める地域志向型教育に関する情報交換を行い、進捗状況

を評価していただくのが目的です。フォーラムでは、大学を媒介に

した地域間連携と交流、地方創生に貢献する人材育成のあり方につ

いても討論いただきます。 

 

  

 

 

 

 

 

～ 共同宣言 ～ 

１． 広島大学は、中山間地域・島しょ部とともにあり続け、現場主義に基づいた、地域志向型の

教育研究活動に努めます。 

２． 中山間地域・島しょ部は、広島大学の地域に根差した教育研究活動を支援し、地域の視点、

農林水産業の活性化の視点から、提案を行います。 

３． 地方行政は、中山間地域・島しょ部と大学との交流連携を、地域振興の有効な手段の一つと

して位置づけ、これを支援します。 

４． 中山間地域・島しょ部、地方行政、広島大学の三者は、このような活動を通じて、次代を担う

若い世代にエールを送ります。 



147 

 

2.広島大学 地(知)の拠点 第 3 回円卓フォーラム 

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」 

中山間地域・島しょ部対策領域 

地域と学生が作る人材育成プログラム 

～活動の評価と提案～ 

 

 

要   旨 

 

I 第３回円卓フォーラムの概要 

広島大学の「地（知）の拠点整備事業（COC）」 

１ 文部科学省により 2013 年に採択された広島大学の「平和共存社会を育むひろしまイニ

シアティブ拠点」（以下、イニシアティブ拠点）は、大学が自治体を中心に地域社会と連

携して、地域を志向した教育・研究・社会貢献を進めることを目的にしている。広島地域

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

件不利地対策）に関係したもので、本年度は第３回目の開催になる。 

 

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

をフィールドに、体験学習を出発点とする地域志向型教育を実践している。条件不利にも

かかわらず、優れた活動を行っている地域住民、地域社会、市町と強く連携し、学生に体

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

てもらい、深く学習してもらうための取り組みである。 

 

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

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

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

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

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

みせている。 
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４ 中山間地域・島しょ部領域対策を担当する生物生産学では、これまでの活動を踏まえ、

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

フォーラムを開催することにした。 

 

第３回円卓フォーラムの趣旨 

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

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

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

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

今後の活動を展望することにした。 

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

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

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

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

だいた。 

 

 

第 3回円卓フォーラム全体概要写真 

 

開会挨拶、参加者、構成 

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

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

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

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

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

人あまり、２市３町、５地域、県庁、その他であった。（添付資料１ 参照 ） 

 

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

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

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

地域・学生双方からそのあり方を検討した。 

 

II  1部：体験型教育プログラムの成果と評価 

教養ゼミによる体験学習の成果 

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

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

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

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

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

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

ている。 
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冨永ゼミからの報告 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

船戸ゼミからの報告 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

よかった」と感想を述べた学生がいた。 

 

棚田の井仁地区におけるインターンシップ 

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

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

た３人の学生による活動報告があった。 

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

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

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

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

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

などであった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

に時間が掛かるなどの課題があることがわかった。 

 

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

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

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

的であったようである。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

地域のことを学んで欲しいと考えているかの話題提供をお願いした。 

 

安芸太田町井仁地区イニピチュ会のプログラム 

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

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

ーンシップ」、について報告した。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

若い人が来てくれるので、茶話会への地域住民の参加が増えている。 

 

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

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

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

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

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

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

とを期待した。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

は、「太田川での体験活動プログラムを提供して」について話題提供を行った。 

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

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

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

くれることを期待している。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

場地域経営課の森下隆典氏から報告があった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

グラム提供している。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

明があった。 

 

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

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

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

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

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

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

を拝聴し、広島大学の先生方の意気込みを感じたからである。 

 

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

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

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

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

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

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

 

自治体の視点から：世羅町役場産業振興課の取組 

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

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

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

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

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

を誇る。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

印象に残った、と述べた。 

 

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

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

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

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

広島大学の教養ゼミでもプログラム化した。 

 

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

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

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

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

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

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

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

努めたいと述べた。 

 

自治体の視点から：三次市役所企画調整課の取組 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

も PR活動をしていただき大変好評である。 

 

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

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

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

究は、地域活性化に非常に意義があるものになった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

してこの中山間地域に関わり続けてもらいたい、と結んだ。 
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４．第 3回円卓フォーラム第２部 「求める、求められる、人材育成プログラム」 

 

ワークショップの進め方 

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

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

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

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

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

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

を学生が報告した。 

 

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

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

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

る内容について以下のものを事前に伝えている。 

 

連携市町・地域の方 

１．学生の体験学習、インターンシップ等を受け入れてのご感想 

２．学生の地域体験活動に対する評価、改善点 

３．地方振興や活性化に向けて大学に期待すること、大学への苦言、提言など 

学生 

１．COCのフィールド体験に参加して、印象に残ったこと 

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

りたかったか 

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

のように生かしたいと思うか 
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太田川漁協・杉野ゼミの学生報告 

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

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

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

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

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

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

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

で、知識をつけて水質の調査を行うなどの貢献をしたいと述べる学生がいた。 

 

世羅幸水農園・河合ゼミの学生報告 

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

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

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

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

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

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

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

意見をいただいたと述べた。 

 

世羅大豊農園・三本木ゼミの学生報告 

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

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

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

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

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

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

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

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

ことがあるのではないか、という意見が出た。 

 

大崎上島町シトラスかみじま・上野ゼミの学生報告 

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

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

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

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

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

た。 

 

JA芸南・冨永ゼミの学生報告 

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

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

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

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

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

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

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

とができればといった意見もあった。 

 

三次市ゆめランド布野・船戸ゼミの学生報告 

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

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

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

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

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

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

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

大切だと 

 

大崎上島町海藻塾・前田ゼミの学生報告 

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

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

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

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

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

島の良さももっとわかるのではないかと述べた。 

 

JA芸南・橋本ゼミの学生報告 

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

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

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

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

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

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

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

なっても良いと思うと述べた。 

 

安芸津漁協・浅川ゼミの学生報告 

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

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

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

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

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

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

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

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

ないかという意見があったと述べた。 

 

安芸太田町井仁地区・吉田ゼミの学生報告 

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

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

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

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

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

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

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

足していたことでそこまで親身になれなかったと述べた。 

 

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

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

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

教員の責任として今後、溝を埋めていけるように努力していく必要がある。 

 

 

フォーラム討論の総括 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

町に提供する動きが広がり、研究としても発展させつつあることが確認できた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

報告をいただいた。 

 

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

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

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

が確認された。 
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吉村研究科長による閉会挨拶 

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

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

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

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

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

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

る大学全体での取り組みを強めていくことが述べられた。 

 

 

善村室長による閉会 

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

言した。 
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第Ⅳ部 「地(知)の拠点」 

特別活動 
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第Ⅳ部「地(知)の拠点」特別活動 

 

１．オリゼさんのアイ酒(酒粕アイス)開発ＣＯＣ共同研究 

 平成 27年度、地（知）の拠点教養ゼミ体験学習を「道の駅ゆめランド布野」で行い、

その体験発表会の際、地域特産品となる新商品「酒粕アイス」の開発を学生が提案しま

した。これをきっかけに、道の駅ゆめランド布野・三次市・本学学生の共同研究が始ま

り、学生と道の駅ゆめランド布野がアイスの試作・検討を重ねました。その結果、平成

28年 6月？新製品として「布野の酒」と「わかたの酒」の酒粕 を配合した「オリゼさ

んのアイ酒（酒粕アイス）」を完成させました。このアイスは、売れ行きも大変好調で、

開発後 5ヶ月（平成 29年 1月末時点）で、３，７００個の販売実績を上げています。 

 学生は、アイスのアルコール濃度分析、味の評価、ネーミングやキャラクターの企画・

考案にも携わるなど、地域社会の活性化に貢献したと評価され、副学長賞を授与されま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリゼさんのアイ酒（2種類の新製品アイス） 

 

 共同研究などに参加した学生は、「地域を知る・地域と関わる・地域と協働する」と

いう地（知）の拠点(*2)のステップを踏んで製品開発に至る成果を実感できたことで、

三次市や地域の皆さんへの感謝の気持ちとともに、今後も地域に貢献したいという意欲

が一層高まったようです。 

 また、「企画に向けてみんなの意見を一つにまとめていくことの難しさを知った」「将

来食品開発の分野に進みたいと思っているので、体験できてよかった」と 感想を述べ、

学生が相互にコミュニケーションを図ったり、専門分野の選択に向けた動機づけの一つ

となったことがうかがえました。 
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酒粕アイス共同研究取組の紹介ちらし 
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２．酒粕アイスの販売開始お披露目会と広大コープショップ販売 

平成 28 年 7 月 9 日、三次市の道の駅ゆめランド布野と生物生産学部の学生の共同研

究から生まれた「オリゼさんのアイ酒（酒粕アイス）」のお披露目と販売が開始されま

した。酒粕アイスは道の駅ゆめランド布野が新たな訪問客を呼び込むため、地域で生産

している酒の酒粕を使用して開発されたもので、地元と学生の思いがつまったものです。 

アイスお披露目会 と 瀬﨑三次市副市長（右）によるアイスの講評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅でアイスをＰＲする学生 
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 道の駅ゆめランド布野での販売に続き、広大コープショップでも販売を始めました。

8月 2日（火）の販売開始にあたって、開発に携わった学生が東広島キャンパスの北１

コープショップの店頭に立ち、酒粕アイスの PRや説明などを行いました。 

 販売は非常に好調で、広大東広島キャンパスだけでなく、霞キャンパス（広島市）で

も販売が行われ、人気の商品になっています。 

 

オリゼさんのアイ酒（酒粕アイス）を買い求める学生や職員 

 

開発に携わった学生・担当教員や生協理事などみんなで販売開始の記念撮影 
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       学生が作成したキャラクターでＰＲチラシを配布 

 

 

３．大学祭（ホームカミングデー）における三次市等連携地域販売コーナー支援 

 11 月 5～6 日（土日）に開催されるホームカミングデー連携地域マルシェにおいて、

道の駅ゆめランド布野・三次市と生物生産学部の学生や大学院生が、酒粕アイス（オリ

ゼさんのアイ酒）のＰＲ販売を行いました。 

 同時に地域特産品の販売や市のＰＲのお手伝いをさせていただき、楽しい時間を過ご

しました。 

 三次市の方にも、大変喜んでいただきました。 

 なお、同時にホームカミングデーに出展された東広島市の「トムミルクファーム」に

は、インターンシップ研修でお世話になった学生がお手伝いさせていただきました。 
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４．共同研究による地域社会活性化への貢献で副学長表彰 

 道の駅ゆめランド布野・三次市と生物生産学部の学生・院生による酒粕アイス（オリ

ゼさんのアイ酒）共同開発の活動が評価され、3月 7日に開発に携わった 30名の学生

が副学長表彰されました。表彰式は、学生が列席し、江坂副学長から表彰状と記念品を

授与されました。三次市市役所、布野の方々も、この受賞を大変喜んでいただきました。 
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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 
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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学習、この体験学習の発表会、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、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。 

 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し、アンケート調査・意見交換の定性的データも重要視して

改善に取り組んでまいります。 

 平成 27年度のＣＯＣ中山間地域島しょ部対策領域の総活動数は、学生、地域指導者、教

職員など延べ 7，112 人・コマ＊です。  

     ＊各教育プログラムや活動をコマ数換算し、参加人数をかけて算出したもの 

平成 28年度ＣＯＣ成果指標と活動実績概要 

  －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 7，112 

  活動数のうち地域・市町延べ 1，671、うち教職員延べ 952、 

うち学生延べ 4，299 
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第Ⅵ部 広報報道関係 
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１．報道実績概要 

 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。 

 

報道リリースの内容 報道件数 

広島大学地（知）の拠点 

  第 3 回円卓フォーラムの開催（1月 19 日） 

2 件 

広島大学学生によるインターンシップ 

 道の駅ゆめランド布野、トムミルクファーム、世羅町、 大長八王子会 

5 件 

道の駅ゆめランド布野・広島大学 酒粕アイス 広大生協販売開始 4 件 

道の駅ゆめランド布野・広島大学 酒粕アイスお披露目会 2 件 

教養ゼミ体験授業の実施 2 件 

COC酒粕アイス試作会開催 2 件 

            報道総数 １７件 

 

 

 

２．プレスリリースと報道実績 

（１）第 3回円卓フォーラム プレスリリースと報道実績 

    テーマ：地方創生活動に取り組む中山間地域・島しょ社会から学ぶ 

        求める、求められる、人材育成プログラムとは  平成 28年 12 月 20日 

  広島大学地（知）の拠点中山間地域・島しょ部対策領域では、生物生産学部が中心になって、

体験学習（教養ゼミ）、特別講座、インターンシップ等の授業を実施しております。連携市町・

地域・県の皆様方のご協力を得て、各年度のプログラムが順調に過ぎ、学生の地域志向が予想以

上に高まるなど、地方創生に貢献で きる人材育成に向けて、着実な成果を上げています。 

 第 3 回円卓フォーラムでは、地域社会や産業に貢献できる若手人材を育成する活動をさら に

充実させるための課題を取り上げます。３年間にわたりご協力いただいた連携市町・地域の皆

様・学生・教職員が一同に会し、地域が大学に期待する人材育成 教育が抱える課題は何か、そ

のために必要な教育プログラムとはどのようなものかなどを話しあいます。多くの皆様方の参加

をお待ちしております。 

開催日時：平成 29 年 1月 19 日（木） 12:50～16:05 

開催場所：広島大学東広島キャンパス 学士会館レセプションホール 

テーマ ：地域と学生が作る人材育成プログラム ～活動の評価と提案～ 
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  第 1 部：学生・地域・教員の視点から地域志向教育の活動と評価 

  第 2 部：求める、求められる、人材育成プログラム 

          ―市町、地域、学生、教職員によるワークショップ― 

参集範囲：COC連携市町・地域及び県、本学の学生・教職員 

     参加を希望する大学・自治体、一般参加者 約１５０～200名     

詳細内容：次ページ以降をご覧ください。 

※この円卓フォーラムは、大学が地域社会と連携し、地域を志向した教育・研究・社会貢献を進

めて地域志向人材を育成する、文部科学省「地（知）の拠点」事業の一環として行われます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

報道実績 

中国新聞（29年１月２０日） 

文教速報（29年 2月 17日）  

 

 

 

（２）広大生が地域を学び体験するインターンシップ研修 リリース例（各地域ごと） 

     9 月 21 日～9 月 25 日 呉市豊町大長でみかんや祭りを学ぶ！ 

1.インターンシップの概要 

  広島大学生物生産学部は、島しょ部や中山間地域で学び体験することを通じて地域に貢

献する人材育成につなげるインターンシップに取り組んでいます。 

 9月 21日～9月 25日には、呉市豊町大長（大崎下島）の八王子会と連携して、大長「櫓

祭り」の神輿担ぎや「かんきつ祭」のお手伝い、加工品づくり、大長みかん園の作業など

の研修を受けます。 

2.インターンシップの目的と内容 

（1）インターンシップを通じて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行うことを主眼とし、長期的視点で地

域志向型人材の育成にもつなげようとする地（知）の拠点活動の一環で実施するものです。 
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（2）「まつりと地域交流による地域活性化を目指す八王子会」メンバー2軒の農園に受け入

れていただき、 4泊 5日で 4名の女子学生が泊まり込みで研修を受けます。 

 研修先  大亀農園（呉市豊町大長 5389 TEL 090-9502-2387）：観光みかん園 

      末岡農園（呉市豊町大長 5347 TEL 090-1187-8853）：施設オレンジ・レモン

栽培 

  ※詳しいスケジュールや研修内容は、大亀農園・末岡農園にお問い合わせください 

(3)主な研修内容はおおむね以下のとおりですが、天候等や作業状況によって変更がありま

す。 

 9月 21日午後～ 大長みかん園や施設オレンジ・レモン園の作業・その他農作業など 

 9月 23日：午後はジャムづくり加工品づくり 

 9月 24日：伝統の大長櫓祭り準備の手伝いと神輿かつぎなど 

 9月 25日：みかん産地伝統の「かんきつ祭」の手伝いなど 

※地（知）の拠点は、大学が地域社会と連携し、地域を志向した教育・研究・社会貢献を

進め、地域課題解決に資する人材を育成することなどを目的としています。 

－－－－－－－－－－－－－－－ 

報道実績 

中国新聞（9 月 5 日） 東広島市トムミルクファーム 

中国新聞（9 月 22 日） 大長八王子会 

CATV  （9 月 6 日） 世羅町 

CATV  （9 月 23 日） 大長八王子会 

  

 

 

 

（３）広島大学における「地（知）の拠点」事業の一つとして，生物生産学部の学生３人

によるインターンシップの受け入れを行います。（平成 28年 8月 18日三次市よりリリース） 
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 １ 日時 平成２８年８月２５日（木）１３時００分から８月２９日（月）１５時３０分

まで 

 ２ 場所 道の駅ゆめランド布野，大前農園 

 ３ 内容 店舗・レストラン等運営補助、農作業補助 

－－－－－－－－－－－－－－ 

報道実績 

中国新聞（9 月 1 日） 道の駅ゆめランド

布野 

 

 

 

 

 

 

本学学生と道の駅ゆめランド布野の共同研究から生まれた酒粕アイスが 8 月２日から広大

生協でも販売されます          平成 28 年 7 月 29 日 

広島大学生物生産学部・大学院生物圏科学研究科の学生・教員と、道の駅ゆめランド布

野、三次市が共同研究に取り組み、地域で生産している酒の酒粕を活用したアイスを商品

化しました。名付けて「オリゼさんのアイ酒」。7 月から販売を始めた道の駅に続き、広大

生協でも販売を始めます。 

 販売開始にあたって、8月 2日（火）１２時１０分から、開発に携わった学生が東広島キ

ャンパスの北１と北２コープショップの店頭に立ち、酒粕アイスの PRや説明などを行いま

す。 

本学生物生産学部の学生が昨年度、地酒の酒粕を活用した商品開発を道の駅に提案。三

次市の協力も得て、1年がかりで、布野町と作木町の地酒の粕を活用した 2種類のアイスの

商品化にこぎつけました。文部科学省「地（知）の拠点」事業の一環として行われている

教養ゼミ（担当：船戸耕一准教授）の学生、院生が中心になって商品開発に当たり、アル

コール濃度分析、味の評価、ネーミングやマスコットキャラクターの作成などを行いまし

た。 

 販売価格は 1 個(130ml)３００円（税込）、当初は各店舗で 200 個販売し、その後も継続

的に販売する予定です。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

報道実績 

読売新聞（８月９日） 広島大学生協 

プレスネット（8月 13日）  広島大学生協 

文教速報（9月 12日） 大学・道の駅ゆめランド布野の取り組み 
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文教ニュース（9月 19/26日） 大学・道の駅ゆめランド布野の取り組み  

 

 

 

  

広島大学・道の駅ゆめランド布野 酒粕アイスお披露目会 

                   平成２８年７月７日三次市からリリース 

三次市と国立大学法人広島大学は平成１９年度に包括連携協力協定を締結しています。 

この度，広島大学による「地（知）の拠点」事業の一環として，生物生産学部・生物圏科

学研究科の学生と教員が，道の駅ゆめランド布野との共同研究を行い，地域で生産してい

る酒の酒粕を使用したアイスが完成しました。「酒粕アイス」の販売開始に合わせて，お披

露目会を開催します。 

１ 日時 平成２８年７月９日（土）９時５０分から１０時２０分 

２ 場所 道の駅ゆめランド布野 

３ 出席  広島大学生物生産学部・生物圏科学研究科 学生・教員 

      道の駅ゆめランド布野 

※地（知）の拠点事業とは 

 広島大学が文部科学省の採択を受けて行う事業。島しょ部や中山間地域の課題解決や活

性化にむけた取組を通じて，地域貢献型の人材の育成を行うものです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

報道実績 

中国新聞（８月４日） 三次市道の駅ゆめランド布野 

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 
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地方創生と大学、地域体験が育む若手人材 

２８年度教養ゼミ体験授業（１０グループ９地域）を開始します。 

                            平成 2８年 5 月１８日 

1.概 要 

 広島県内の中山間地域島しょ部において、農業・水産業・特産品などの活力ある取り組

みを現地で学び体験する「地域志向の現地体験授業」を実施し、学生の地域への関心と地

域貢献活動などへの意識を高めます。 

 日程：５月２２日～７月９日の各土・日曜日  【実施計画は別紙】 

 場所：太田川漁協、世羅幸水農園、世羅大豊農園、井仁（棚田）、シトラスかみじま 

    大崎上島町海藻塾等、ＪＡ芸南、安芸津漁協、道の駅ゆめランド布野等 

2.内 容 

（1）主な体験作業は、「地域が誇る河川・海岸・漁港の清掃や漁業体験」、「なし・みかん

の摘果、じゃがいもの収穫、田植え」、「アイスクリーム試作」などです。 

（2）この授業は「地域連携から地方創生へ」を共通のテーマとし、上記９地域及び所管の

６市町行政と連携して実施します。 

（3）現地の方々による座学と直接の体験指導による 1日の現場体験授業で、地域の秀でた

取り組みや活動を 1年生 10グループ（105名）が学びます。 

（4）地域の方をお招きして７月２０日と２７日に、この体験発表会を開催します。 

（5）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

方創生を目指す広島大学地（知）の拠点活動の一環として実施します。 

  平成 27年度の体験授業等の様子は、別添パンフレットをご覧ください。 

3.今後の展開等 

地域や市町行政と共に「地域志向インターンシップ」なども実施し、地域に学び貢献する
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地方創生人材の育成に取り組んで参ります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

報道実績 

中国新聞（６月１９日） ＪＡ芸南体験授業 

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 

 

 

 

 

  

広島大学・道の駅ゆめランド布野酒粕アイス試作会 

       平成２８年４月６日   三次市政策部から（市長定例記者会見） 

三次市と国立大学法人広島大学は平成１９年度に包括連携協力協定を締結しています。 

この度，広島大学による「地（知）の拠点」事業の一環として，生物生産学部・生物圏科

学研究科の学生と教員が，道の駅ゆめランド布野と連携し，酒粕を使用したアイスの試作

会を開催します。今後，改良を行いながら，商品化に向けた検討を行います。 

１ 日時 平成２８年４月１６日（土）１０時３０分から１５時 

２ 場所 道の駅ゆめランド布野 

３ 内容    酒粕を使用したアイスの試作・試食 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

報道実績 

中国新聞（５月１３日） 三次市道の駅ゆめランド布野 

三次ケーブルテレビ（ピオネット４月１６日）  三次市道の駅ゆめランド布野 
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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、

教養ゼミ現地体験授業などの実施において広島県内の６市町９地域との強い連携を構築し

ています。 

 

 

    平成 28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. 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。 

交流館（旧井仁小学校） 

柑橘のハウス栽培のようす 

棚田とともに生きる井仁地域 
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 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。 

 

３. 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。 

 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。 

 

 

 

 

４. 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。 

体験型漁業のようす 

食文化海藻塾が開かれる大串海岸 

幸水農園のようす 
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 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

果樹園となった。また、ワイン用のぶどうの栽培も行

っている。 

 

 

 

 

 

５. 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。 

 

 

 

 

 

 

 

ビルネ・ラーデン 

梨農園のようす 

山の駅 

http://taiho-farm.com/gly/img/glryB12.jpg
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/alliances/area08.html
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６. 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

進められている。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

り組んでいる。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

めの拠点形成である。 

 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。 

 

 

 

 

７.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）が楽しめる。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

道の駅ゆめランド布野 

布野のこだわりアイス 

太田川漁業協同組合 
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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１

ｈａ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。 

 

 

 

８.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・

川尻町地域が管内である。 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）、ビワ、かんきつ類

の栽培が盛んに行われているが、他の中山

間地域島しょ部と同様に、傾斜地農業の厳

しさもあり後継者の確保が問題となってい

る。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る。  

 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

る。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、その他に、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、多様な事業展開している。 

 

 

ヨシが茂る吉山川のようす 

http://engan.jimdo.com/
http://engan.jimdo.com/
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９.東広島市 安芸津漁協 

  東広島市の安芸津は、海流が穏やかで

あることから、古くからかき養殖が盛んに行わ

れており、季節によっていろいろな種類の魚

（マダイ、クロダイ、メバル、カサゴ、サヨリ、ア

ナゴ 、コウイカ、マダコなど）が水揚げされて

います。また、塩分濃度が高い安芸津の海で

育った『安芸津かき』は、小ぶりですが豊潤で

身が引き締まっていると言われています。 

 また、水産資源を保全するため漁礁の設置、

種苗（メバル、オニオコゼなどの稚魚）の放流、

海底堆積物（ゴミ）等の除去などを計画的に

行っています。（東広島市ＨＰより抜粋） 
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第Ⅷ部  

アンケート調査結果・ 

関係者の声 
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 １．平成 2８年度 地域志向教育効果 学生アンケート調査  
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201 

 

２．平成 2８年度 教養ゼミ 学生アンケート結果 
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３．平成 2８年度 特別講座 学生アンケート結果 
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取り上げてほしい話題、意見・要望など 

 

• いろいろとありがとうございました！たいへん有意義なお話を聞く

ことができたと思います。来年も良ければ（日程が合えば）顔をの

ぞかせたいと思います。 

• 総合科学部との合同開催にしてほしい（教養にするならなおさら）。

生物生産だけで終わってしまうのはもったいない。 

• わりと各企業の科学的な説明が多かったので、どちらかと言えば、

地域おこしのためにどうするかなど、マーケティングについて取り

上げてほしい。 

• 地域おこし協力隊（できれば任務を終了され定住されている方）や、

地域団体、NPOの話も聞きたい。 

• 企業の講義が増えるといい。講義番号２、３が共同セミナーではな

かったのが謎だった。 

• (６、７のみ参加)すべておもしろかったので、もっと参加していれ

ばよかったです。 

• 今回講座でも少し話されていた里海についての講座があれば参加し

たいと思います。 

• 中山間地域・島しょ部において、今回は農業等、陸上においてのお

話が多かったので、今度ぜひ、水産等に関する海においての取り組

みも講師の方からお伺いしたいです。 

• 中山間地域の活性化に関わったリーダーの事例発表 

• 発想転換で定住者が増えることを希望します。未来塾に一度行って

みたいです。レモンを使用した商品が増えているのが良い例だと思

います。 
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４．平成 2８年度連携自治体（市町）と地域 総合アンケート結果 
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５．第 3回円卓フォーラム学生アンケート結果 
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６．第 3回円卓フォーラム連携市町・地域アンケート結果 
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７．教養ゼミ現地体験学習 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。 

 普段体験することのない作業ができて興味深かった。 

 雄大な自然を自らの肌で体験できてとてもよい経験になりました。 

 山並みの風景がエヴァに出てくるところみたいでよかった。 

 楽しかったです。ありがとうございました。 

 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。 

 楽しかった。長そで、長ズボンより半そで半ズボンの方が良いと思う。 

 川の掃除は意外なものがたくさん捨ててあり驚いた。実際に川に入り、

たくさんの生物を見れて楽しかった。 

 最近自然の中で活動することが少なかったので、今回の体験は非常に楽

しかったです。｢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。 

 楽しかったです。またぜひ参加したいと思います。 

 おにぎりがすごくおいしかった。 

 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。 

 収穫したい！食べたい！楽しすぎ!!小学校の時やったけど今回は棚田。

名選棚田でやれるのは良いと思う。 

 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。 

 今回の体験で、地域の皆さんが必死に水質環境を改善しようと取り組ん

でいらっしゃって、自分もそういう作業に取り組んでいきたいな、と思

いました。貴重な体験をすることができました。ありがとうございまし

た。 

 とても楽しかったです！ 

 漁業の大変さ、漁協の人たちの努力が実際に現場へ行くことでわかった

のがよかったです。 

 自然の中で体験できて良かったです。 
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 農家の現状について知ることができてよかった。 

 貴重な体験ができてよかったです。 

 今日は現地の人の話も聞けてよかったです。 

 事前学習をもう少し充実させても良かったかもしれない。 

 農山漁村の現場の実際の声を聞くことができ、資料や本ではわからない

厳しい現状について学ぶことができてよかったです。 

 井仁はすごくよいところだった。 

 自然に囲まれていて、景観も良くて、落ち着きたい時や、いやされたい

時に行くには良い場所だと思うが、交通手段が少ない。トイレが少ない

のには困った。体験したくても交通の便が悪いとあきらめてしまう人も

いると思う。 

 景色がとてもきれいでいい体験ができました。交通手段をもう少し整え

たりすれば、人も集まるのかなと思いました。 

 とても楽しかったです。また収穫の時期に来たいです。 

 農業は本当に大変、借金してがんばっても天災ですべてが吹き飛ぶと思

いました。 

 思っていた以上に農業について学ぶことができました。また来たいと思

います。 

 とても貴重な時間を過ごせました。ありがとうございました。 

 もう少し自分たち主体の取り組みもほしかった。 

 とても楽しかったです。 

 とても暑かった。 

 とても楽しかったです。 

 ２班一緒になるとごたごたするので、できるだけ、可能であれば、１班

ずつ行った方が地域の方との交流も増えて良いと思います。 

 土の薫りを感じながら実際に作業することで、机ではわからない、良さ

や大変さがよくわかった。改めてフィールドの作業が大切だと思わされ

た。 

 海面清掃など得るものが多く、単純にとても楽しかったです。 

 おもしろいことやためになることが多く、満足である。 
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８．連携市町・地域の声 

 

〇教養ゼミ体験授業への改善意見・提案など 

・良かったところ 

新製品酒粕アイスの共同開発によって、地域貢献・活性化に対する機運が醸

成された、打合せがスムーズに進んだ、多くの学生が地域を知り愛着を持つ

きっかけになった、海岸清掃に取り組んでもらった、まじめに作業できた、

実施時期や学生の参加数 

 

・改善が必要なところ 

国の補助金がなくなった後の財政基盤の安定、受け入れ先の開拓、海藻塾の

主な活動期と体験授業の時期のマッチング、より深く知ってもらうためもっ

と時間が必要、農業体験の話も検討したい、どのように感じたのか、知りた

い時間が短い 

 

〇インターンシップへの改善意見・提案など 

・良かったところ 

多様な学生学部が参加した。インターンシップの後も何らかの交流。教ゼミ

からインターンシップへとステップアップのシステムがある。受け入れ先と

学生のニーズのマッチングがうまく行われている。インターンシップでは、

より深く地域課題に取り組める。地域などいろいろ知ってもらえる。1次産

業の大事さを理解して欲しい。新製品のモニタリングをしてもらった。まじ

めで意欲的。 

 

・改善が必要なところ 

受け入れ先の負担も有り、大学の近場でインターン先を増やすこと。学生の

ニーズを把握したい。インターンシップの期間が夏休みなので、体験内容が

限られる。天候に応じた研究計画、地域の魅力を持って帰ってもらう。開発

過程を聞いてもらう時間が欲しい。 

 

〇今後も支援の継続は可能ですか 

市としても引き続き連携したい。調整は、引き続き行った行きたい。現在の

支援内容であれば継続は可能。人的な支援は十分可能。必要材料などは大学

負担で。宿泊場所の確保。官民一体の取組。前向きに対応したい可能です。 
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〇体験授業やインターンシップの連携は円滑に進んでいますか 

市内の酪農家との連携が進んでいる。一定の成果が認められる。新規の開拓

も必要では。窓口が一本化されており円滑に進んでいる。インターンシップ

を有効活用して欲しい。行政との一体的推進が必要か。インターンシップに

積極的に実施していきたい。新製品の道の駅でのアンケート調査をしてもら

った。 

 

 

〇地の拠点は計画通り（順調に）進んでいますか 

教育面で成果が見られる。地域貢献面ではもう少し時間を要する。学生教員

との継続した関わりが理想である。進んでいる。行政の取組に期待。インタ

ーンシップの要請が欲しい。農園の課題を体験作業に取り入れてもらってい

る。 

 

 

〇地域志向教育の推進で地域に貢献する人材が増加すると感じますか 

一定の成果が見られる。学生の心に残るような体験を整備していく必要があ

る。現地を自主的に訪れている。また来たいと学生が意思表明している。学

生の意見を聞き行かせれば、地域志向が高まる。期待しているが、卒業後の

活動拠点になるか。 

 

 

〇地の拠点の地域志向取組は、大学の改善・改革につながっていると感じます

か 

教員と地域の接点が増えている。地域の声や空気を直接感じる新しい学びが

ある。地域で感じることは多い。地域志向の豊かな感性が身につく。これま

でになかった取組で、感心しています。 

 

 

〇地の拠点の取組は、地域のための大学として満足するものですか 

一定の成果があるが、地域へのインパクトはこれから。酒粕アイスの共同開

発・販売という成果が生まれている。教員は熱心、学生が追随できているか。

どこでも、我々を思い出して欲しい。地域を活性化する活動はすばらしい。 
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〇大学と取り組みたい地域課題・相談したいこと 

今後、協力をお願いすることがあると思う。ふるさと農背の返納品のバリエ

ーション追加に学生や大学と連携したい。アカモクの成分分析や機能性の解

明。県央地域のネットワークづくりに学生の目線、力を借りて取り組みたい。

 町を若返らせて欲しい。体験学習などの大学側評価を聞きたい。世羅町

の希少動物調査・分布図の作成。人口減少対策と交流人口の増加対策。 
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９．円卓フォーラムにおける学生の声 

 

①地域をテーマにどのような研究、活動をしてみたいか 

 

 地域活性化や特産品の活用 

 地域の方々と触れ合ってどのような課題を抱えているか知りたい。 

 もう一度漁業体験をしたり、海藻の商品開発に関わってみたい" 

 独りぼっちに優しい島暮らし計画 

 地域が抱える後継者問題や特産物を活かした加工品などの研究をして

みたい。 

 継続した農作業体験がしてみたい。また、教養ゼミで体験したせとかの

摘果以外の漁業体験などもしてみたい。 

 コラボマルシェをしてみたい。 

 ただ体験するだけでなくその体験をビジネスにつなげるなどしてみた

い。 

 1日だけでなく、もっと長時間、地域と関わりたい。長い期間で学習し、

学生側から農家の方々に意見を出せるようにしたいと思った。 

 安芸津の土が農業に適している話を詳しくしていただいたので、それを

もとに研究につなげてみたい。 

 広島県の大崎上島のような地域で、どのようなブランドや資源があり、

アピールしていけるか。 

 新しい商品を一緒に開発してみたい。 

 私はある地域の棚田で耕作放棄地の開墾をしている。今回のフォーラム

に参加し、継続的にこのボランティア活動に参加し、地域の人たちと関

わっていきたいと思った。 

 中山間地域の活性化につながるイベントの運営や農業技術の向上のた

めの研究をしてい見たいと思った。 

 私たちのゼミが関わったのは一次摘果の部分だったので他の作業もで

きたら全体のイメージがつかみやすいと思った。ぜんたいのイメージが

つかめる活動をしてみたい。 

 インターンシップに対して、少し積極的な気持ちになった。まずはどこ

かのインターンシップに参加してみたい。 

 1日だけの短い体験で済ませるのでなく、インターンシップのように地

域に住み込んでより深く関わりたい。 
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 私たちは機会に恵まれ、商品開発というめったに体験できない活動に参

加させていただいた。それを踏まえ、してみたい活動として何か新しい

「もの」を地域の人と一緒につくっていくという活動ができたらいいな

と思う。また、インターンシップなど積極的に参加したいと思った。 

 加工食品について詳しく研究したい。地元の特産をより広められるよう

にしたい。 

 今年度の教養ゼミでは、農業や開発、生産、販売の一部分にしか関わる

ことができなかったので、次は生産や初期の過程から一貫して関わるこ

とができる長期的な活動をしてみたい。 

 地域産業の活性化のための活動を提案、実施を実際にできるのであれば

ぜひやってみたい。やはり、実際に体験したことが、今後の自分の学習

にも生かされると思うので、まずは農業や商業の体験をしてみたい。 

 専門の知識を身につけることができれば、商品開発でももっと役立てる

と思った。 

 1つの地域に入って、何度も長期間で活動したい。そうすることで、現

状をしっかり学んでいきたいと思った。 

 農作業体験をした後に、地域の方の求めているものを、もっと聞くこと

ができるような活動に参加したい。 

 水質浄化の研究 

 養殖を効率的に安定したものにするための研究" 

 フィールド実習の抽選などに外れて、今までそうゆう体験をしたことが

ないので、地元ということもあり東広島市での牧場体験をしてみたい。 

 新商品の開発(知名度をあげるため)、他県へのＰＲ（ＳＮＳ） 

 農業体験を通念を通して行いたいと思った。1回だけの体験では農業の

本当の楽しさや大変さは理解できないと思った。また生産から流通・加

工・販売までの一連の流れをもっとよく学び、どのようなことをすれば

効果が上がるのか研究したい。 

 条件不利性をかかえ、過疎化している中山間地域をどうしたら活性化す

ることができるか研究したい。イベントに参加するだけでなく日々の生

活の大変さも感じてみたい。 

 漁業に関わる卒業研究をしているので、今起こっている現場のリアルな

意見を聞きたい。耕作放棄された水田を活用して淡水養殖をしてみたい。

また、それがもたらす地域への効果を考案したい。 

 先輩たちがしたように、自分たちも地域に提案をして商品化するような

研究をしたい。 
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 一次産業から加工に関わるまでの様々な人の意見や実体験を包括的に

とらえて、これからの活動や改善につなげる研究をしたい。 

 専門的な知識をいかして水質調査等をおこないたい。 

 大前農園さんのアスパラの加工について自分なりに考えを深めていき

たいと思った。「もし自分になにかできることがあれば」という考えの

もと、自主的に行動していきたい。 

 COCのフィールド体験をきっかけにして単発でなく何度も足を運べるよ

うな地域密着の活動をしていきたい。 

 担い手不足に関して、ある市町であとどれくらいの担い手がいれば、経

済がうまく動くのか。 

 限界集落で現実的にできること、簡単にすぐできることについてもっと

考えたい。 

 地域を活性化させる手助けをおこなうために、まずその地域を知るため

に何度も足を運びたい。活動をしていくなかでいいところや課題を改善

するためにできることが見えると思う。インターンシップのような短期

でその地域に暮らしてみたりする機会があればいいと思った。 

 地域振興や地域おこしのために若者がどのように関わっているか、若者

のどのような力を求められているのか調べたい。 

 食品科学コースに興味があるので食品関連のインターンシップに行き

たいと思いました。地元企業がどのような活動に取り組んでいるのか、

今後どういった食品を開発していきたいのか聞いてみたい。それが２，

３年生以降の研究のきっかけになればいいと思う。 

 中山間地域と一言でいっても多種多様な特徴があるため、特徴を生かし

た地域振興の在り方を探っていけるような研究がしたい。 

 農作業等で困っていることを軽減できるようなものを研究したり、自分

の手で手伝いに行けたらいいと思った。 

 海藻を使った動物の餌の開発 

 地域に興味を持つためには、楽しいことと大変なことの両方を経験する

べきだと思った。農作物の病気を治すための研究がしたい 

 梨の摘果だけでなく、収穫、選果、販売なども関わってみたい。 

 地域の農業の経済状況など現状を知りたい。 

 "地域の特産品を生かした商品開発に少し興味をもった。 

 活動は、漁業体験がしたい。" 

 漁体験がしてみたい。 
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 体験学習を通じて、海藻が非常に体にいいことがわかった。料理法など

教えてもらえることができれば、今の自分と照らし合わせて考えること

ができると思った。 

 さらに詳しく地域について追及していき、地域貢献に関わることがした

い。もっとインターンシップなどもっと長い時間関われるプログラムに

参加したい。 

 1年を通じて作物が育つ様子をみてみたい。 

 地域の生活に寄り添った活動、例えば、生活そのものを体験することを

してみたい。 

 海藻を用いた新商品の開発をしてみたい。 

 海藻を実際に採取したり、調理したりすること。 

 体験だけでなく、農業実態をデータなどでも知りたい。地域のどこをＰ

Ｒしたらいいのか考えやすくなる。 

 大学外でも普段から地域の人と協力した取り組みをしたい。 

 地域のもつ強みや魅力を発見してどのようにしたら稼げるか考えたい。 

 1万円はとバスツアーのような、三次市や安芸津などをめぐる旅を企画

してみたい。 

 中山間地域では高齢者が多いということを改めて認識した。地元の若者

が地域で生活したいと思えるように地元の産業の魅力を若者目線で探

したい。 

 今回は農業体験だったので漁業関係の体験をしてみたい。 

 

 

 

〇円卓フォーラムに参加した感想 

 

 教養ゼミには参加していないが、このような企画に参加してみたいと思

った。 

 教養ゼミで体験したことを思い出して、地域の課題などを改めて考える

いい機会になった。もっと深い討論ができればよかった。 

 どの地域も歓迎されているようなことを言ってくれたが、本当かなと思

った。もっと悪口言って改善していきたい。時期はずれ感のあることも

あったが、本当に大切な部分は見せてもらえないと思うので、自ら地域

に貢献して、地域に好かれようとしないと結局地域にも自分にもストレ

スになると思った。 
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 体験学習に参加しただけでなく、実際に地域の方々と話し合う場があっ

たことで、地域政策などについてより深い理解ができたと思う。 

 教養ゼミの体験からだいぶ時期が経過したので、このタイミングで円卓

フォーラムがあったことはよい振り返りになったと思う。また、地域の

方々と直接意見を交換できる良い機会になった。 

 地域の人と深く話し合うには時間が足りなかった。結局、前回のおさら

いをしただけになった。新たなものを考え、企画することができたか不

明。2年生以降で地域活性化についての授業があればぜひ取りたい。 

 他の人の意見を聞くことで、自分の意見をより深めることができた。教

養ゼミで体験に行ってから時間がたった今、振り返りができてよかった。 

 他のグループがどのような活動をし、どのような感想を持ったのかを知

ることができた。農業の課題についてよく知ることができた。 

 正直、体験学習の内容はかなり忘れていたが、みんなや地域の人の意見

を聞けてよかった。 

 いろんな経験ができ、新しいつながりがたくさんできた。これを機に、

いろんなボランティアやイベントに積極的に参加していきたい。 

 私が 1年生の時には討論会がなかったので、今回は実際に参加した人た

ちの素直な意見が聞けて良かった。 

 他の人の意見を聞くだけでなく、自分の意見を言う場が設けられていた

のでとてもよかった。地域の方とのワークショップというのは、このよ

うな機会がないとできないと思うのでとても意義のあるものであった。 

 実際に身近で地域で関わっている人と討論ができたことがよかった。 

 "私たちが行った活動の結果を知ることができたので良かった。 

 1年間を通して学べるようなプログラムがあれば参加したいと思った。" 

 地域の方々と意見を交換し、自分の意見を伝えることができ、貴重な体

験ができたと思う。 

 ただ体験し、発表するだけにとどまらず、このようにまた一度地域の

方々と交流する機会が得られたことはよいことだと思う。今回でてきた

意見や反省、将来の展望を活かして地域との関わりをもっと深めていけ

たらと思う。 

 色々な人の話が聞けて参考になった。 

 教養ゼミの体験先や地域の方から、市の在り方、イメージについて、農

業についての話を聞かせていただき、視野が広く持てたと感じた。討論

という形式はなかなか経験するものではなかったので、色々な人の考え

方を聞くことができ、良い機会になった。 
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 連携市町・地域の方々の話を聞くことができるだけでなく、フィールド

学習で行った地域の方や他の同学年の人の意見を聞くことができたの

で、自分の考えも深めることができた。生物生産学部に所属している以

上、もっと農業についての知識をどんどんつけて将来に生かしていきた

い。 

 様々な地域の活動を知って、もっといろいろな地域に行ってみたいと思

った。 

 地域の人の率直な意見をたくさん聞くことができてよかった。時間が少

し短くて、意見をあまりたくさんは交換できなかったことが少し残念だ

ったが、ＣＯＣの体験学習を振り返れてよかった。 

 もっとこのような機会を設けてほしいと思った。１つの体験だけでなく、

他の班の体験にも行きたいと思った。 

 地域へ体験学習へ行ってもう 1度行きたいかと尋ねられた時に、行きた

い気持ちもあるが実際に行っていないのが現状である。声を大きくして

いきたい！というほどでもないという気持であった。もう 1度行くため

に、また周囲の人に行きたいと思ってもらえるような企画を考える中で

最終的には私たち自身の関心度が大切だと思った。 

 教養ゼミのことを思い出したとき、あのゴミ拾いか～、しんどかったな、

ということばかり出てきてあまり楽しくはなかった。しかし、ワークシ

ョップで意見を出し合うと色々話がでてきて思った以上に充実した時

間になったと思いました。ここまで意見を出すのは多くの人がすること

だと思いますが、ここから行動していくチャンスはこの学部の学生でな

ければなかなかできないので、これからが大事だなと感じた。 

 経験で学んだことをずっと覚えて次に発展させることが大事だと思っ

た。再び振り返る機会となてよかった。もう少し皆に均等に話す機会が

ほしかった。 

 様々な視点からの意見が聞け、勉強になった。このような機会がないと

生産者の方とお話しすることがなかった。地域の方のプレゼン発表も聞

けて非常に満足だった。 

 海藻を食べる目的だけでなく、海藻を食べる目的だけでなく保湿成分を

いかした化粧品やボディークリームをつくるなどの取組をするのもよ

いと思た。 

 地域の方々と話す中で私たち広島大学生が周辺地域にとって重要であ

るかが改めてわかった。 

 地域の方が学生を受け入れるためにいろいろな準備をしてくださって

いることを聞くことができて貴重な体験になった。 
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 自分たちを受入れてくださった方々がどのように思われているか気に

なっていた。自分たちが何かしらいい刺激になっていたという旨のお話

を聞くことができよかった。 

 事前学習が足りなかったので、井仁の人たちに迷惑をかけてしましとて

も申し訳ないと思った。 

 体験した内容を振りかえるきっかけになった。地域の方の声を聴いたり、

先輩からインターンシップの話やコースの話など聞けて良かった。 

 も一度地域の方にお会いしてその時離せなかったお話ができたことが

よかった。 

 このような機会があったからこそ、考えさせられたこと、体験できたこ

と、聞いたことが多くあった。これらを通じて自分の考えを発言できる

というのがとても充実していた。 

 地域の方のリアルな意見を聞くことができ、大学との連携の重要性を強

く感じた。 

 地域の人々が大学生にかなりの期待を寄せていることがわかった。その

期待に応えるべく、様々な意見を提供する義務があると感じた。何度も

地域に足を運んでみて現状を見てみる必要があると思った。 

 

 実際にゼミで現地に行って数か月たち、私たちの発表をうけて地域の方

が感じたことや考えなどを直接聞くことができ、貴重な体験となった。 

 一人ひとり自分の意見を発信することで、自分の考えや発言に責任をも

つことができた。円卓で地域の方の意見を直接聞くことで、その問題に

ついて真剣に考えることができ、多くの学びを得られることができた。

学生が主体的に行動することが必要であり、求められていると感じた。 

 大学に入ってからあまり討論をする機会がなかったのでとても有意義

だった。 

 教養ゼミ発表会のあとすぐにこのフォーラムがあれば、もっと意見が引

き出せると思った。 

 一番印象に残ったのは、地域の方、地域おこし協力隊の方が「たった１，

２回行っただけのところについて、意見を求めるのは酷なのではないか」

「もっと現実的に、地域の年をとられた方はなかなか動けない」といわ

れたことだった。焦りを感じているのに、私たちは実際力になれないこ

とを実感した。 

 5分でまとめをつくるのは難しかった。 

 若者が考えていることと地域の方が考えていること、それぞれの考え方

をお互いが知ることができてよかった。 
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 受け入れ地域の視点からの発表は、統一性がなく聞くのがしんどかった。

何を発表してくださるかをあらかじめ示してもらいたい。 

 地域の方の直接的な感想をきくことができ、問題解決のために何ができ

るか考えるきっかけになった。" 

 直接太田川漁協の方と意見を交わすことで、自分の意見を伝えることの

難しさを感じましたが、今後知識を身にみにつけてどんな研究がしたい

か、地域の抱える課題解決にどう貢献していきたいか考えることができ

た。自分の新たな関心事が増えたように思う。 

 様々な地域の人の話や意見を聞くことができて有意義だった。ワークシ

ョップはもう少し長かったら話が盛り上がったのではないかと思う。今

後もこの取り組みが継続的に充実したものになることを願います。 

 思っていた以上にみんな色々な考えており、様々な意見を聞くことで自

分の考え方の幅が広がったと思う。 

 地域の方の熱意や理想、苦悩の一端を理解できたきがした。 

 上級生や地域の方と関わることができ、地域に対する熱意や考え方を知

る機会となった。新商品の開発に関わったり、農業者の生の声を聞いた

り、一般的な大学生では体験できない貴重な経験だったと改めて思った。

経験を思い出に終わらせず、活動のきっかけにしていきたいと思った。 

 1回だけでは見えない問題が解決策があると思うので、四季に合わせて

異なる体験ができるといい。 

 実際に地域の役所の方のお話ができたのは貴重だった。 

 学生だけでなく、受け入れ側の話も聞くことができ新鮮だった。 

 教養ゼミで何をしたか、どう思ったか改めて見つめなおす機会になった。 

 自分なりに意見を考えて発言することができたので、理解がより深まっ

たと思う。 

 全体としてフィールド体験の復習になったので良かったと思う。 

 地域の方のお話を聞いて、前回よりも問題点がさらに明確に見えるよう

になった。 

 地域の方のお話を聞いて、新しい視点から活動を見つめなおすことがで

きた。 

 地域の方と直接議論することができ、いい体験になった。 

 中山間地域・島しょ部の魅力や可能性を見直すことができ、いい刺激に

なった。 

 皆が自分の意見を発言できる場が設けられていてよかった。 

 体験学習に対する要望を述べることができてよかった。もっと地域の人

と学生のつながりをつくれるようにしてほしい。 
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 インターンシップに行った先輩の報告がうまくて聞き入ってしまった。

どの報告も地域の課題や問題が整理されていてわかりやすかった。 

 討論が意見交換だったので、もっと深く議論したかった。 

 地域の方の報告を聞いて、どのような思いで体験学習を準備してくださ

ったかわかり、考えさせられた。また地域に行きたいと思った。 

 1年生が興味をもって学べるプログラムを作っていくときに、学生の気

持ちがわかる 4年生や学生団体がなにかサポートするような仕組みがあ

るといいと思う。 

 自分と異なる意見を持つ人と考えを聞いて、考えの幅が広がった。 
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