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広島大学 地(知)の拠点 第 4 回円卓フォーラム 

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」 

中山間地域・島しょ部対策領域 

地域と学生がつくる地域志向型教育 

～農学系フィールド教育がめざすもの～ 

 

要   旨 

 

I 第 4回円卓フォーラムの概要 

広島大学の「地（知）の拠点整備事業（COC）」 

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

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

として、大学が自治体を中心に地域社会と連携して、地域を志向した教育・研究・社会貢

献を進めることを目的にしている。広島地域の共通課題を三つ設定しているが、この円卓

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

本年度が第４回目の開催になる。 

 

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

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

を得て、企画・開催されたものである。 

 

３ 中山間地域・島しょ部

対策領域を主に担当して

いるのは生物生産学部で

あり、農漁村地域をフィー

ルドに、体験学習を出発点

とする地域志向型教育を

実践している。条件不利に

もかかわらず、優れた活動

を行っている地域住民、地域社会、市町と強く連携し、学生に体験活動やフィールドワー

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

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

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

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

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

学生・院生が参加するなど、全学的な広がりをみせている。 

 

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

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

 

第４回円卓フォーラムが目指すもの 

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

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

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

貢献できる人材をどのように育成するか、を考えることにした。 

 

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

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

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

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

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

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

展開させることで、学習へのインセンティブを高めている。 

 

８ 第４回フォーラムは次の３つを課題として掲げた。 

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

がそれぞれの視点と立場から評価する。 

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

実をはかり、農学系フィールド教育の一層の充実をはかる。 

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

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

グラムの充実に向けて提言を行う。 

 

II 開会挨拶、参加者、構成 

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

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

ィブ拠点」の目的、内容について述べ、大学が「地域志向型人材育成プログラム」の充実
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に努めてきた状況について触れた。中山間地域・島しょ部対策領域では、広島県・関連市

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

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

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

述べられた。 

 

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

協会より、ご支援を賜ったことが紹介された。 

 

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

人の参加があり、地域等では２市２町、１０地域、県庁、その他であった。 

 

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

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

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

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

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

域貢献できる人材育成のために必要な事柄について討論した。 

 

 

III  第１部 地域と農学フィールド教育 

COC 活動の概要と成果 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

献人材を育成できるように活動を続けてきた、との報告であった。 

 

教育関係共同利用拠点の活動概要と成果 

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

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

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

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

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

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

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

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

役の保育者を対象に開講している。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

沖縄まで航海している。 

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

 

体験学習に参加した学生からの報告  

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

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

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

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

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

環境保全型農業の推進をはかっ

ている。参加学生は、ビニールハ

ウス内での収穫作業を体験した。

気温の高いハウス内で、市場出

荷できるようにサイズを揃えて収

穫するのは思った以上に大変で

あった。 

 

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

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

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

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

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

さ、尾道・松江道が開通し、来

客数が減少したことにより昼以

外の時間帯の客足がかなり落ち

込んでいることなどを知った。道

の駅では客足を増やすために、

様々なイベントを企画し実行し

ていた。 

 

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

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

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

発の案を示した。 
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インターンシップに参加した学生からの報告  

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

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

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

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

力隊の役割とはどのようなものか、興

味があった。他の学生たちと一緒に、

インターンシップに加えて、井仁地区

が主催する各種の体験会や催し、地域

で毎月開催されている棚田サロンに

も参加して地域の人たちと交流を続

けている。 

 

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

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

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

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

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

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

催された。 

 

12 2 年生の夏に参加したインターンシ

ップ以来、井仁地区の方々にはお世話にな

り、それまでの自分の想像と現実の集落と

間の大きな違いに気づかされたことが報

告された。想像以上の不便さはあっても、

地域住民相互の思いやり、地域の将来につ

いて真剣に考える様子などをみることが

できた。そこで学んだものは大きく、卒業

後もこれまで築いてきたつながりを大切

にしていきたいとの思いが述べられた。こ

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

13 東広島市トムミルクファームには、

毎年学生たちがインターンシップで訪

れ、29 年度には体験学習を受け入れた。

代表取締役冲正文様からは、小学生の

体験学習を受け入れるきっかけ、イン

ターンシップにて大勢の学生との交流

ができた経験が報告された。 

 

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

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

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

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

のインターンシップを受け入れてから、こう

した地域活動がどんどん加速している。農商

工を通り越して産学官の連携が起きている。

中山間地域が持続していくために、広島大学

は東広島市にあるという立地を生かした活動

を展開して欲しい、との意見が述べられた。

地域住民の多くが、広島大学の学生のボラン

ティアには非常に感謝している、との謝意が

示された。 

 

 

15 世羅大豊農園 組合長理事祢冝谷全様

からは、最初に体験学習を受け入れた際、学

生たちのやる気のない様子を見せつけられ

た時のことが紹介された。以来、毎年体験学

習の受け入れを行い、今年も来ていただき梨

の摘花をしていただきましたが、新高梨がた

わわに実った。自身の経験を紹介しながら、

学生には地域との交流を積極的に行って欲し

いとの要望が出された。学生時代に大人との

会話を豊富にもち、地域との交流を楽しむこ

とによって、社会にでる時には役に立つ。大

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

 

 

連携市町にどのようにご協力いただいたか 

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

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

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

するための活性化プロジェクトである安

芸太田町未来戦略会議・マスタープランづ

くりには、官民学連携ワークショップにフ

ァシリテーターとして大学に参加してい

ただいた。地域住民と行政は、特に相対す

る場面になりがちだが、大学の研究室が入

ることで、冷静かつ本音の議論が可能とな

り、問題を客観的に注視することに繋がっ

た。 

 

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

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

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

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

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

くまでになった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

地域の棚田の景観、住民の生活に触れていただいている。 

 

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

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

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

地区にとどまらず多くの地域に関

わっていただきたい、との要望が

述べられた。安芸太田町の現状は、

この国の多くの市町村の何年後か

の姿ではないかと思う。中山間地

域島しょ部の抱える問題、自立活

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

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

のことである。広島大学に対して感謝の意が表された。 

 

教養ゼミの担当教員の視点から 

20 広島大学生物生産学部の船戸耕一准教授は、教養ゼミで体験学習を、PBL

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

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

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

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

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

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

タートし、最終的には、酒粕をいれたアイスを作ることになった。 

 

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

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

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

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

終的には、アイスクリーム 2 種類が

できあがり、道の駅で販売されると

ともに、広大生協でも販売が開始さ

れた。売れ行きは好調で、1 年間で

5,000 個あまりの販売実績がある。

こうした教養ゼミを発端にした活動

が評価され、今年度には関わった学

生たちに副学長賞が授与された。 

 

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

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

えられた。 

 

運営した担当教員の経験から 

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

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

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

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

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

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

ラムとして、地域と学生をつなぐきっかけになった。 

 

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

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

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

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

強化していく意義を見いだしていただいた。 

 

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

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

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

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

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

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

る、と評価している。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

安全体制をとって、学生を地域に送り出す体制を大学は整える必要がある。 

 

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

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

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

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

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

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

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

ある。 

 

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

ことにした。 
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４．地（知）の拠点教育研究連携地域等功労者表彰者 

市町名 所属名・職　 表彰者
敬称略

表彰理由

東広島市
有限会社トムミルクファーム

代表取締役
沖　正文

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労
地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

東広島市
農事組合法人ファームおだ

組合長理事
吉弘　昌昭

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労
地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

東広島市
安芸津漁業協同組合

代表理事組合長
柴　孝利 教養ゼミフィールド体験学習における功労

東広島市
芸南農業協同組合
代表理事組合長

山田　政数 教養ゼミフィールド体験学習における功労

広島市
太田川漁業協同組合

代表理事組合長
森　正記

教養ゼミフィールド体験学習における功労
太田川の環境調査研究における功労

三次市
（株）布野特産センター

代表取締役
廣田　幸男　

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労
学生との共同研究開発（オリゼさんのアイ酒）における功労

三次市 大前農園 大前　憲三
教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

三次市
江の川漁業協同組合

代表理事組合長
辻駒　健二

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

呉市 大亀農園 大亀　孝司
教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

呉市 新果園 末岡　和之
教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

尾道市
フルーツ夢工房

　代表
半田　史子 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

尾道市
おのベジ槇山農園

　代表
卯元　幸江 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

尾道市
株式会社島ごころ

代表取締役
奥本　隆三 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

安芸太田町
いにぴちゅ会

会長
河野　 司

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

安芸太田町
井仁自治会

会長
大江　眞

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

大崎上島町 金原農園 金原 邦也
教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

大崎上島町
大崎上島町食文化海藻塾

塾長
道林　清隆 教養ゼミフィールド体験学習における功労

大崎上島町 フィッシング中村 中村　修司 教養ゼミフィールド体験学習における功労

世羅町
農事組合法人世羅幸水農園

組合長理事
原田　 修

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

世羅町
農事組合法人世羅大豊農園

組合長理事
祢冝谷　 全

教養ゼミフィールド体験学習における功労
地域受入インターンシップにおける功労

世羅町
世羅高原カメラ女子旅

主宰
吉宗　五十鈴 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労
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              表彰の記念写真 井仁の皆さん 
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添付資料１ 

第 4回円卓フォーラム 広島大学 COC連携市町・地域等出席者一覧敬称略） 

市町等 連携地域・市町等 出席者名 出席者名 出席者名 

安芸太田町 いにぴちゅ会会長 河野 司     

安芸太田町 井仁自治会長 大江眞     

大崎上島町 大崎上島町食文化海藻塾 塾長 道林清隆     

大崎上島町 フィッシング中村 船長 中村修司     

尾道市 株式会社 島ごころ 代表取締役・専務 奥本隆三 奥本寿華   

呉市 八王子会 新果園 末岡和之     

呉市 とびしま柑橘倶楽部 秦 利宏 
 

  

世羅町 世羅幸水農園 組合長理事 原田修     

世羅町 世羅大豊農園 組合長理事 祢冝谷 全     

東広島市 有限会社 トムミルクファーム 代表取締役 沖正文     

東広島市 ファームおだ 組合長理事 吉弘昌昭     

広島市 太田川漁業協同組合 理事等 一月高志 谷 勇樹 島崎愛美 

三次市 大前農園 大前憲三     

  
   

  

広島県 県庁 地域政策局 中山間地域振興課 長岡秀幸     

  
   

  

安芸太田町 役場 地域づくり課長 小笠原敏子     

安芸太田町 地域おこし協力隊 友松祐希     

世羅町 役場 産業振興課 正田一志 雑賀明日菜   

東広島市 市役所 政策企画部企画課 細木敏弘 平田和久   

東広島市 市役所 産業部農林水産課 平田海帆     

三次市 市役所 政策部 企画調整担当課 松本隆志 中村大明   

三次市 市役所 布野支所 植岡幸弘     

  合計 27名 

※広大 COC連携地域・市町等以外の出席者名は、紹介しておりませんのでご了解ください 
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添付資料２ 

体験学習の概要・成果、課題   教養ゼミ橋本班報告資料 
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添付資料３ 

 

インターンシップを通じた地域体験報告（棚橋・小佐井報告）資料 
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国立大学法人 
広島大学 生物生産学部 


