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目標達成状況と 29 年度の実績 

 

最終年度である本年度も中山間地域・ 島しょ部をフィールドでは、「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着実に実施しまし

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ました。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。 

 

授業では 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ます。

この取り組みの結果、学生の地域志向への認識が関係分野で高まっています。 

 

第４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

成果が現れ、地域にとって本学の学生は必要不可欠になっていると意見を述べていただい

た。地域や市町から高い評価をいただいたと感じています。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みました。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やイベント開催などの動きが活発になっています。今

年も、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。 

 

29 年度の活動延べ人数（暫定値）は 7,266 人、学生延べ 4,440 人、教職員延べ 831 人、

地域・市町延べ 1,785 人でした。その他 210 人に達しています。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も計 10 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ました。

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、持続的で効率的な人材育成プログラムの構築を目指していくことができるように

なりました。 
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【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

た活動になっています。この活動に参加した学生の９３％が満足と答えており、評点は 5

点満点中の 4.5 点と高い数値を続けています。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。全学対応の活動も

定着しました。特別講座、インターンシップに参加する学生の活動への参加の度合いも引

き続き強まっています。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ようになりました。事業終了後の次年度に向

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と協議を重ね、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で大学との連携が位置付いて

いることから、大学への財政支援を実際にしていただいたり、検討するなど、評価をして

いただく市町・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）は、今年も順調な販売が続いています。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 年度評価が昨年

実施されたましたが、本領域では平成 28 年度総括評価に記載された取り組むべき課題を着

実に実施しています。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４回円卓フォー

ラムにおいても、多数の参加者の意識の変化を把握し、本事業の意義の周知をさらにはか

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。 

 

【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。事業終了後は、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、あわせて検討を進めました。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。 
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主要活動の実績 

 

ＣＯＣ連携地域 

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呉市豊町大長、⑤三次

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

幸水農園、⑧安芸太田町井仁（棚田）、⑨大崎上島町食文化海藻塾・フィッシング中村、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、⑫トムミルクファーム（シバザクラの里

乃美、うやま含む） 

ＣＯＣ連携市町・県 

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 

 

 

情報発信 

【プレスリリース：9 回】  

  朝日新聞：2 回 読売新聞：１回 中国新聞：3 回  ＣＡＴＶ：４回 

ＣＯＣ－ＨＰお知らせ掲載数 55 回  ＨＰ構成ページ数 457 ページ （各ページ標題＋その記事

全てを 1 ページとして計算）、ＣＯＣ連携地域：教育研究功労者表彰 21 名 

 

 

 学生へのアンケート調査項目             受講生 100人における回答割合 

 教養ゼミ（地域体験学習ＰＢＬ）の満足度         満足：９３％   評点：4.5点／5点 

 地域や産業が抱える問題発見能力が高まったか    ９３％ が高まった 

 地域や学生と協働する能力が高まったか         ９６％ が高まった 

 地域課題を解決する行動力が養成されたか       ９０％ が養成された 

 体験学習による PBLの有効評価              ９０％ が養成された 

 地域貢献・地元就職への意識が高まったか       ８５％ が高まった 

 

 

 

 

円卓フォーラム 

円卓フォーラムの開催 
テーマ：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～ 
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教養ゼミ体験学習 （全学対応ＴＡ参加） 

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 

体験授業 外部講師現地講義 

体験授業  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 

教養ゼミ体験授業発表会 

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 

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 

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  

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×6 名 （2 回・箇所） 

4 泊 5 日×8 名 （４回・箇所） 

フィールド演習（授業）の実施 

演習 食料社会経済学演習 

体験航海 瀬戸内諸島 2 泊 3 日 

地域貢献・普及活動 （全学対応） 

県央商工会（豊栄福富河内）セントレマルシェボランティア 

大学祭 連携地域マルシェ 特産品・地域 PR紹介  

公開講座の開催   

 〃 ＪＧＡＰ勉強会 

 〃 地域講師特別講座 

地域からの受託事業 井仁活性化学生活動受託事業  

地域でのワークショップ・卒論発表会   

  ワークショップ 

  卒論発表・説明会 

地域貢献調査研究 （全学対応） 
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調査研究 太田川の環境生態調査研究 

調査 地域のＧＡＰ・地域活性化 

連携地域意向調査・教育効果等独自アンケート調査・連携会議 

意向調査 聞き取り調査 

アンケート調査 学生アンケート、教員聴き取り 

 
市町・地域アンケート 

地域会議等 連携地域・市町との会議等 
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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/


9 

 

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 29年度 教育活動実績 
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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 29年度教養ゼミ体験学習の概要 

 平成 29年度の教養ゼミは、6市町 8 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１９日と２６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などを起点とした太田川の調査研究や安芸太

田町井仁地域の活性化研究など、学生が主体的に地域と連携して成果を上げる教養ゼミ教

育の仕組みとして大きな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。 

 

 

    平成 29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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38 

杉野ゼミ体験学習 

清水ゼミ体験学習 

冲中ゼミ体験学習 

上野ゼミ体験学習 

加藤ゼミ体験学習 平山ゼミ体験学習 

橋本ゼミ体験学習 
小林ゼミ体験学習 

三本木ゼミ・西堀ゼミ体験学習 



15 

 

(３) 教養ゼミにおける体験学習の地域・ゼミ別活動報告 

 

①世羅大豊農園における冲中ゼミ教養ゼミ体験授業の報告 （平成 29年年 5月 20日） 

担当ゼミ責任者 冲中泰 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・細野賢治・山尾政博 

 

世羅町大豊農園の概要 

 沖中ゼミの学生 11 名は世羅町にある農事組合法人世羅大豊農園を訪れ、梨の一次摘果作

業を体験いたしました。大豊農園の総面積は 80 ヘクタール、栽培面積は 40 ヘクタール強

です。経営するのは農事組合法人、9 名の組合員が参加して 1973 年に設立されました。山

林を切り開いた梨園では、機械化が進むとともに、多数の従業員が雇用されています。幸

水梨が半分以上の面積を占めていますが、豊水梨、新水梨も栽培されています。ぶどう栽

培もあり、ピオーネ、安芸クイーン、ハニービナスなどが作付されています。 

 大豊農園には、「山の駅」と呼ばれる販売所がある他、消費者に直接に果物を届ける取組

を重視しています。地域に根ざした観光農園としても有名で、4 月には梨の花まつり、夏か

ら秋にかけては梨狩り、ぶどう狩りで大勢の観光客が訪れます。 

 

体験学習の流れ 

 

 

  午前中は、まず、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。厳しい自然条件下にあって、大豊農園が取り組
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んできた美味しい梨つくりのための様々な工夫は興味深いものでした。バーク、チップな

どを利用した堆肥を投入して、土づくりに力をいれています。また、広い農園の利点を生

かすために、ゆとりある圃場を目標にし

ながら、完全無袋栽培化、農作業の機械

化を実現しています。施設面では、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。 

 GAP(Good Agriculture Practice, 農業

生産工程管理；日本では JGAP が一般的)

の認証を 2015 年 9 月に取得しました。

GAP は食の安全、トレーサビリティ、労

働の安全、資材管理の徹底、環境保全、

などが実現されていることを確認し、消

費者に安全・安心な生産物を届けていく

ための認証です。経営者はもとより、従

業員の間にも生産工程管理の趣旨が徹底

されています。 

 禰宜谷組合長から広大生に期待するこ

とについてお話しがあり、その後、学生

から幾つか質問がだされ、活発に討論が行われました。 

 

 

 

摘果作業の体験 

 梨の摘果の時期、大豊農園では 100 名弱の従業員が働いているとのこと。学生たちも、

果樹園の一角に入って作業をいたしました。まず、祢宜谷組合長から摘果の仕方をご説明

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

幼果をそれぞれの各着果位置で 3 果程度に摘果するのが作業でした。果たして切っていい

ものかどうか不安な気持ちで、作業を開始しました。 

 摘果作業は単調ですが、学生たちは黙々と作業を続けました。昼食後も摘果作業です。

午後になるとだいぶ慣れたようで、作業速度も速くなっていました。ただ、うっかりする

と作業しないままに通りすぎてしまう枝がでてきます。先に行っては戻り、ということを

繰り返すこことがありました。 

 梨の摘果作業はもっとも大切な工程ですが、単調でいかに大変かを学生たちは体験しま

した。 
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 写真：禰宜谷組合長から摘果の仕方を教わる 

 

 写真：感謝の気持ちを伝える学生たち 

 

 

 午後３時に作業を終えて、学生の代表が感謝の気持ちを祢宜谷組合長にお伝えしました。

長い時間と思っていましたが、あっという間の体験でした。農作業の大変さがよくわかっ

た１日でした。 
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 写真：作業した圃場の前で記念写真 

 

 

 

 写真：作業を終えて、学生代表が感謝の気持ちを述べた 
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②世羅大豊農園における清水ゼミ教養ゼミ体験授業の報告 （平成 29年年 5月 20日） 

担当ゼミ責任者 清水典明 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・細野賢治・山尾政博 

 

広島大学生物生産学部 1 年生の 2017 年度教養ゼミ体験学習が 5 月 20 日から始まりまし

た。5 月 20 日は、10 クラスのうち 2 クラス 21 人が世羅町に行き、世羅幸水農園と世羅大

豊農園に別れて、ナシの一次摘果の体験をさせて頂きました。世羅幸水農園には、清水ゼ

ミの学生 10 人が参加し、原田組合長の講義「幸水農園 50 年の歩みと世羅梨のブランド化」

を拝聴した後、①世羅高原６次産業ネットワーク加工施設・直売所見学、②梨のジョイン

ト仕立て視察、③黒星病対策のためのナシの一次摘果作業、を行いました。 

 

 

世羅幸水農園について原田組合長の講義 
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世羅高原６次産業ネットワーク加工施設見学 

 

 

世羅幸水農園の直売所ビルネラーデンの見学 
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ナシのジョイント仕立て栽培の圃場見学 

 

ナシのジョイント仕立て栽培の状況 
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ナシの一次摘果の方法を説明する原田組合長 

 

参加者全員でナシの一次摘果作業 
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世羅幸水農園の原田組合長によると、一つの樹に果実が多くなりすぎると栄養がそれぞ

れの果実に集中せず、小さくてかつ甘くないナシになってしまうため、農家さんは、まだ

果実が小さい時にそれぞれの房から一番いいものを残してそれ以外を切り落とす作業を行

っているといいます。これを一次摘果というのですが、この一番いい実の選択が難しいん

です。一つ一つ丁寧に手作業で摘果するこの作業を体験し、また、その作業が果実生産全

工程のほんの一部と聴き、学生はナシがスーパーに並ぶまでこんなに手間がかかっている

のかと、とても感心していました。 

 

 

 

世羅幸水農園の皆さま、本当にありがとうございました。 
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③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 29年年 5月 28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・細野賢治・山尾政博 

 

 5 月 28 日（日）、杉野ゼミの学生 10 名が、広島市の太田川漁協の組合員さんが河川清掃

をされている太田川支流の吉山川を訪れました。毎年、太田川漁協ではアユ放流の前に一

斉河川清掃に取り組んでいます。アユ、アマゴ、ニホンウナギなどを対象に、漁業を持続

的に営むために、資源の増養殖活動を行っています。学生には太田川漁協の取り組み、内

水面漁業を知ってもらういい機会でした。 

 

 

 

 

河川清掃と葦刈り 

 漁協の地区総代のお二人に先導されて、吉山川の流れのなかに入り、ゴミを拾いました。

流れは激しくありませんでしたが、それでも最初のうちは歩くのに苦労していました。総

代のお二人には、川での歩き方、歩く際のルートのとり方などを教えていただきました。 

 慣れてくると、学生は大きなゴミ、小さなゴミを拾っていきました。ゴミの量はそれほ

どではありませんでしたが、ビニールの他、パイプなどがありました。 
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 写真：ゴミを拾う学生たち 

 

 写真：長いビニール・パイプもあった 

 

 写真：集めたゴミとともに記念写真 
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河川の観察、アユの放流 

 学生のほとんどは川に入って遊んだことがなく、生き物観察もした経験がありませんで

した。生き物に関心があって生物生産学部に入学した学生たち、川での観察は予想以上に

楽しかったようです。漁協が準備してくれたアユ、組合の理事さんからは、“大きくなって

子供を増やしてくれ”と念じながら放流するように、と言われました。漁協の皆さんには、

体験学習のために多数のアユを準備していただきました。 

  

 

 写真：川の生き物観察  

 

 

 写真：アユの放流 

 

 

アユの塩焼き、水辺の教室、アユ漁の話し 

 昼食には、学生が組合員の皆さんと串をさし、塩をふって焼いたアユをおいしくいただ

きました。学生たちは何匹も食べていました。 

昼食後の水辺の教室では、川の生き物について学びました。知らない魚や生き物が次々

と紹介されます。アユ漁については、友釣りの仕方、投網、建網、竿釣りなどの説明をし
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ていただきました。学生は投網の仕方を教えてもらい、何度か試みていました。なかなか

網が広がりませんが、それでもアユが入りそうな気がします。 

漁協は漁業権を管理する団体ですが、禁漁区、禁漁期間などのルールがあり、遊漁者に

も守るよう監視活動を行っています。漁業を持続的に営むために、アユ、アマゴ、ニホン

ウナギを増殖して放流します。資源を持続的に増やすには、河川清掃を含む多様な活動が

必要とのことです。 

 

 写真：おいしくいただいたアユの塩焼き 

 

 

 

 写真：建網漁についての説明 

 

 

楽しく見聞した太田川の漁業 

 天気に恵まれた太田川漁協での体験学習、河川での漁業は実に多様だとの感想をもった

ようです。また、アユを始めとする魚類や生物のためには、必要な河川環境があることも

勉強することができました。漁業者の高齢化が進み、河川漁業に従事する人が減っていま
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す。しかし、太田川漁協ではアユなどの放流事業に取り組み、ルールを守って漁業を続け

ていかれるよう努めています。学生は今までと違う視点で、河川について考えてくれるの

ではないかと思います。 

 

 

写真：記念写真 

 

 

謝辞：吉山川での体験学習の際、日曜日にもかかわらず、株式会社西川ゴム様には、トイ

レ利用の便宜をはかっていただき、駐車場をお貸しいただきました。学生への差し入れの

お心使い、大変感謝いたします。お蔭様で学生たちは快適な環境で 1 日を過ごすことがで

きました。 
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④井仁（棚田）における上野ゼミ教養ゼミ体験授業の報告 （平成 29年年 6月 4日） 

担当ゼミ責任者 上野聡 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・細野賢治・山尾政博 

 

6 月 4 日の教養ゼミ体験学習は、いにぴちゅ会が主催の井仁の棚田体験会（田植えの部）

に一般参加者と一緒に参加して来ました。教養ゼミ上野先生クラスの学生 10 人と、食料生

産管理学研究室所属の学生・院生、そして、食料社会経済学演習を受講する学生も参加し、

併せて広島大学から 20 人ほどの学生が参加しました。広島大学生物生産学部の学生たちが

ゲストじゃなくホスト側になって 5 年目。集落外からの参加者は飛び入り含めて 100 人近

くになりました。 

 

 

井仁の皆さんと学生とのホストとしての打ち合わせ風景 
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一般の方々と一緒に田植え体験・広島大学の学生はホスト側です。 

 

今回は、広島大学 20 人だけでなく、安田女子大学や広島修道大学の学生さんや先生方も

（ゲストですが）合わせて 20 人の参加がありました。 

 

4 グループに分かれて田植え作業を行い、井仁の方が班長として田植えの指導をされ、広

大生が副班長として運営のお手伝いもさせてもらいました。副班長の広大生は地元の皆さ

んから「学生さん」ではなく「〇〇さん」「〇〇くん」と呼ばれるほど馴染んでおり、これ

からもこのような関係が続けばいいなあと思っています。 
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井仁の皆さんが準備して下さった、地元の山菜中心の昼食 

 

昼食は井仁の棚田米ご飯と井仁でとれた野菜の天ぷらやお漬物など、とても美味しく頂

きました。 

 

 

集落の散策 
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午後からは、井仁住民の方々にガイドをお願いし、井仁集落を散策しました。室町時代

から集落を形成している井仁。山のきれいな水と心地よい風が最大の地域資源だと小名は

死して下さいました。 

散策の後、いにぴちゅ会会長の河野司さんから、「井仁の課題解決と夢の実現について」

というタイトルでこれまでの活動に関する講義をしていただきました。 

 

いにぴちゅ会会長・河野司さんの講義の様子 

 

井仁地区の皆さん、本当にありがとうございました。 
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⑤海藻塾・F中村における加藤ゼミ教養ゼミ体験授業の報告（平成 29年年 6月 10日） 

担当ゼミ責任者 加藤亜記 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・細野賢治・山尾政博 

 

海を中心にした体験授業 

 ６月 10 日（土）、加藤ゼミの学生 10 名が、大崎上島町にて海を中心とした体験学習を行

いました。午前中は、フィッシング中村の中村修二さん、前釜光芳さんの案内で２隻の漁

船に乗って、刺網漁を体験しました。漁獲した魚は自分たちで捌いて塩焼きにし、鯛飯と

ともに美味しくいただきました。午後は、大崎上島町食文化海藻塾の皆さんが準備してい

ただいた海藻を用いた多彩な料理とお菓子をいただき、塾の活動について道林塾長にお話

しいただきました。 

 

 

刺網漁と料理体験 

 刺網の漁場は大崎内浦漁港からほんのわずかな距離にある沿岸でした。学生たちはお二

人の指示にしたがって、前夜に仕掛けられていた刺網を引き上げる作業を行いました。目

印の浮きを見ながら、揚網機を使って網を手繰りよせる作業は簡単ですが、2 人で引き上げ

る作業は単純ですが、長く続けていると疲れます。中村さんは学生が網を手繰り寄せる速

さにあわせて、船をリモコンでゆっくり進めます。 

 網には、ヒラメ、イシダイ、カワハギなど、いろいろな種類の魚がかかっていました。

サイズの大きなヒラメにはみんな大喜びでした。ただ、網にかかった魚を外すのが一苦労

で、時間がかかりました。 

 魚の処理では、活き締めの仕方を教えていただきました。捌いた魚は学生たちがみんな
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で焼いて、作っていただいた鯛飯とともに美味しく食べました。 

 

 

 

 

 

  

 

海での生計と食文化 

 フィシング中村での体験学習の後、フィシング中村さんの漁獲活動、体験活動をベース

にした観光業への取り組みについて話していただきました。前釜さんはＩターンで都会か

らこの大崎上島に定住し、漁撈技術を習得して漁船漁業を営んでいる。水揚した魚は都会

に送るよりは地元の販売ルートにのせることを大切にしているとのこと。高齢化と人口減
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少が続く大崎上島町だが、魚の需要は地元でも十分にあるのだろう。輸送料金が高くつく

都会に送って、高く売ることばかり考えるより、地元消費を大切にする姿勢が伝わってく

る話をしていただいた。 

 大崎上島食文化海藻塾の道林塾長からは、塾の設立趣旨と活動について話していただい

た。島には海藻が豊富にあるにもかかわらず、十分に利用されていない。海藻のアカモク

を商品化して、「中村さんちのおいしいいアカモク」で販売できるようになったとのこと。

海藻塾とフィシング中村さんとの協同の成果です。全国的にも注目されている商品、今後

の販売が期待されます。 

 

 

 

 

海藻塾での試食と磯観察 

 大串海岸では海藻塾の皆さんに作っていただいたドーナツや寒天類などを試食させてい

ただきました。試作品もありますが、すでにメニューとして定着したものもあります。や

はりアカモクが注目の的でした。 

 教養ゼミのチューターの加藤先生は、海藻塾が立ち上がる以前から大崎上島周辺で海藻

の調査をされてこられました。地元の人たちとの交流も深く、磯の観察会などにもご参加

されていたようです。加藤先生の地道な活動があったお蔭で、学生たちは大崎上島町にお

いて様々な海の体験学習を経験できたのです。 

 海藻メニューを準備していただいた女性の皆さんからもお話しいただいた。 

 加藤先生に先導されて学生たちは浜観察をしました。この時期は海藻が多い時期ではあ

りませんが、説明を聞きながらじっくりと観察していました。 
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 大崎上島町での海の体験は予想以上に充実したものでした。体験漁業、魚料理、浜と海

藻の観察、海藻で作ったメニューの試食、何よりも島の皆様との交流がとても印象深いも

のでした。ご協力いただきました皆様に感謝いたします。 
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⑥金原農園における平山ゼミ教養ゼミ体験授業の報告 （平成 29年年 6月 10日） 

担当ゼミ責任者 平山真 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・細野賢治・山尾政博 

 

6 月 10 日の広島大学生物生産学部教養ゼミ体験学習は、平山ゼミの学生 11 人と大崎上島

のシトラスかみじまにお邪魔し、高級カンキツせとかの摘果作業を学生と一緒に体験させ

て頂きました。 

まず、シトラスかみじま代表理事組合長の金原さんから、ハウスレモンの圃場を見学さ

せて頂きました。 

 

 

シトラスかみじまのハウスレモンの圃場見学のようす（写真は説明する金原さん） 

 

つぎに、今回のメインの作業である、ハウスせとかの一次摘果の方法について、金原さ

んから説明して頂きました。 
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摘果の説明をする金原さん 

 

そして、みんなで摘果作業を開始しました。 

 

 

  学生みんなで金原さんに教わりながらハウスせとかの摘果作業 
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摘果とは、大きくて甘くて傷がない果実を最終的に収穫するため、まだ果実が小さい時

期にそれ以外のものを切り落とす作業のことを指します。伝説の指導員・金原邦也さんの

指導の下、実のつき方、葉の具合など、効率的に栄養を吸収する果実の見分け方を教わり、

それ以外の果実を切り落としていきました。 

金原さん曰く「せとかは、2 月には 1 個 400 円になるんだよ」ということで、学生みん

なは緊張しながらの作業でしたが、とても興味を持って摘果作業を行っていました。みん

な、「2 月が楽しみです」と言っていました。 

 

 

金原さんと若手農家の伊波さんを囲んで集合写真 

 

また、20 代で U ターンし、ハウスレモン生産 8 年目の伊波さんとも交流させて頂きまし

た。大崎上島でのカンキツ栽培に関する学生の質問に対して、とてもわかり易い言葉で答

えて頂き、成果発表会に向けてとても参考になったと、みんな喜んでいました。 

金原さん、伊波さん、本当にありがとうございました。 
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    ⑦トムミルクファーム・シバザクラの里乃美・うやまにおける     

三本木ゼミ・西堀ゼミ教養ゼミ体験授業の報告 （平成 29年年 6月 25日） 

担当ゼミ責任者 三本木至宏・西堀正英 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・細野賢治・山尾政博 

 

 トムミルクファームは東広島市の豊栄町において 6 次産業化･開かれた牧場を目指し、乳

製品加工･販売を手掛けると同時に、牧場を公開した一般向け酪農教育も行うなど多様な雇

用型酪農経営を行っています。また、この周辺の経営体である農事組合法人「シバザクラ

の里乃美」や「うやま」との耕畜連携を進めるなど、トムミルクファームを中心に地域が

一体となった地域活性化に取り組んでいます。 

 今回の教養ゼミ体験学習は、トムミルクファーム・シバザクラの里乃美・うやまの 3 つ

の組織の協力を得て、三本木ゼミ、西堀ゼミの 2 グループなど 29 名の学生が体験学習を行

い、受け入れ先と本学の教職員 1０名余が指導を行いました。 

 

 

 

 

トムミルクファーム沖代表取締役・シバザクラの里乃美高橋代表理事等の講義 

 「沖正文代表取締役は、昭和５５年に就農し、徐々に酪農の専業を図ていったが、家族
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労働主体から雇用労働型への検討などを進め、牛も人もストレスを感じることなく、持続

可能な酪農とするためフリーバーン方式の牛舎を建設し同時に牧場の法人化とともに雇用

型酪農を展開することとなった。「酪農業は地域に根付いたものでなければならない」との

思いから、平成１７年にジェラートショップ【十夢ジェラート】をオープンし、「地域と消

費者の接点」となるような牧場で搾った生乳を１００％使用した牛乳【十夢みるく】アイ

スクリーム【十夢ジェラート】を販売し、その後まきばカフェもオープンした。また、酪

農教育ファームの認証を取得し、食と命の大切さについての学習を始め、酪農体験学習レ

ベルアップに取り組んでいる。しかしながら、豊栄地域も高齢化が進み活力の低下が顕著

になってきていることから、あと数年で具体的の対策を打ち出す必要があるとの危機感を

持っており、県央商工会とも連携して進めていきたい。」という講義が行われました。 

 また、シバザクラの里乃美の高橋代表理事は、「この法人は、「環境に優しい農業と暮ら

し」を考え、安全で安心して食べられる農産物の生産・安定供給基地を目指して努力して

いる。具体的には、安全・安心の環境にやさしい農産物の生産、都市住民との交流のｵｰﾅｰ

募集制度、耕畜連携による特別栽培米の生産・販売など、独自の取り組みを進めている。

しかし、獣害対策は営農上の大きな課題となっており、集落を囲む獣害防止柵の設置など

を進めているが、維持管理も大変な作業でもある。という講義が行われました。 

           トムミルクファーム沖代表・シバザクラの里乃美の講義 

 

トムミルクファームからシバザクラの里に至る獣害柵の点検作業 

 最初の作業は、2 班に分かれてトムミルクファームからシバザクラの里に至る 1 キロ余り

の獣害柵を歩いて点検しました。田んぼから深い山林に入ってくコースに獣害柵が設置し

てありますが、最初の設置作業も大変苦労されたと思われる場所が多くありました。 

 点検の途中には、イノシシが侵入して田んぼを荒らしているところがいくつかありまし

た。山林の中に入っていくと、捕獲檻も設置され、イノシシとの日々の戦いがよくわかる

現場がたくさんありました。柵は、地域の方による管理がしっかり行われているようで、
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補修するようなところはありませんでしたが、電柵付近の草を少し刈る手伝いを行いまし

た。電柵は、昼間は電気を流していないところが多いとのことでした。 

 

             獣害防止用電柵の点検 

 

               イノシシ捕獲用の檻 

 

トムミルクファームの現場の研修 

 獣害柵の点検を終わり、その帰りにトムミルクファームが設置を予定している獣害対策

にも有効な「水田放牧」のほ場を見学しました。その後沖代表から、トムミルクファーム

の牧場施設を案内していただき、主要なところで学生から質問をして、沖さんに回答をし

ていただき、牧場内での貴重な経験が出来ました。 
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           トムミルクファーム飼育棟内で飼料の説明 

 

イノシシ・シカ肉の入ったジビエカレーで昼食 

 お昼は、トムミルクファーム特製のジビエカレーをいただきました。ジビエとミルクが

入った独特のカレーはとても美味しく、鍋いっぱいにつくっていただいたカレーを何回も

おかわりして、きれいに全部いただきました。また、朝から、ずっと体験学習の取材をさ

れていた「カモンケーブルテレビ」の方からのインタビューがあり、緊張しながらなんん

んかの学生が質問に答えていました。 

 

 

            お昼はジビエカレー 

 

うやまなど県央地域（豊栄・河内・福富）での現地研修 

 昼食後は、東広島市の県央地域と呼ばれるところの現地研修です。東広島市の中では、
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条件が悪い中山間の厳しい農業が行われているところです。 

 農事組合法人うやまが管理している「さわやか茶屋」で、坂田理事からうやまの取り組

みについて講義を受けました。源流水での米作り、豊かな土でそばづくり、皆で生かす我

らの農地、明るく楽しく共同作業、収穫の顔幸せ一杯が、うたい文句で地域が一体となっ

て過疎化に取り組んでいる。とのことでした。 

 

             うやまでの研修 

次に、この地域に移住され皮革加工・販売をされている店舗を見学しました。そして最後

に地域と地域の大きな企業（サタケ）などが、地域活性化につなげるために取り組んでい

る「豊栄くらす（レストラン、ごはん、自転車）」を見学しながら、その周辺にある素敵な

景色と観光資源も見て回りました。 

 

 

          豊栄くらすレストランとレンタサイクル 

 大学の地元にある中山間地域の豊栄・河内・福富（県央）の地域・産業・暮らしも学び
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ながら、トムミルクファームなどが抱える地域課題を深く学んだ充実した 1 日めいっぱい

の体験学習になりました。 

 トムミルクファーム、シバザクラの里乃美、うやまなど、体験学習をご指導いただいた

たくさん皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

        トムミルクファームまきばカフェの前で記念撮影 
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    ⑦道の駅ゆめランド布野・大前農園・江の川漁協における     

橋本ゼミ・小林ゼミ教養ゼミ体験授業の報告 （平成 29年年 7月 8日） 

担当ゼミ責任者 橋本俊也・小林元 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・細野賢治・山尾政博 

 

今年で４度目になる道の駅ゆめランド布野を拠点にした教養ゼミの体験学習は、少しず

つその内容を変えています。昨年の教養ゼミ体験学習の日には、三次市の瀨﨑副市長の

ご臨席の下、酒かすアイスのお披露目会が開かれました。今年はアイス作りをしません

でしたが、道の駅の経営方針や活動に関する学習、合鴨農法の水田除草、江の川漁協の

辻駒組合長他組合員の皆様による講義と投網実技、アユの塩焼き体験、大前農園でのア

スパラ収穫、など多彩な活動が準備されていました。橋本ゼミ、小林ゼミに分かれて午

前と午後に別スケジュールで行動しましたが、活動内容はほぼ同じでした。ただ、残念

ながら午後に雷雨があり、１つのグループの合鴨農法の水田作業が中止になりました。 
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道の駅ゆめランド布野の活動：道の駅廣田代表取締役の講義 

廣田代表取締役からは、これまでの道の駅の活動の様子がわかりやすく説明していただ

きました。道の駅ゆめランド布野は、三次市を南北に走り松江方面に向かう国道、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。最近開通した中国横断自動車道・中国やまなみ

街道の影響を受けて、国道を通行する車の数が減り、そのあおりを受けて道の駅の利用

者数は減っています。 

 

道の駅では、レストラン、直売所、アイス屋さんの運営などを中心に、三次市布野町・

作木町の活性化をめざした努力を続けられておられます。バイキングを目的に来てくだ

さる方は多く、広島大学との共同で開発された「オリゼさんのアイ酒」を販売している

アイス屋さんの人気は有名です。直売所には新鮮な野菜が並んでいます。 

 

私たちはこの道の駅を拠点にした教養ゼミ体験学習とインターンシップを４年にわた

って実施してきました。それは、道の駅そのものが多彩な活動を準備しておられるから

に他なりません。道の駅のあり方に一つのモデルを提供しているのではないかと思われ

ます。 
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 写真：廣田代表のお話し 

 

 

合鴨農法の水田除草作業 

小林ゼミの学生は、合鴨農法を実施する水田に入り、除草作業を行いました。合鴨だけ

では除草できない場合があり、人が中に入って作業する必要がでてきます。水田に入り

なれていない学生は、歩くのに苦労をしていました。草取りが大変であることを実感し

ました。 

 

 

 写真：合鴨農法の水田の除草作業 
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江の川漁協の皆様による講義と体験 

道の駅の裏川を流れる神野瀬川には、親水公園があります。当初はここで河川清掃を行

う予定でしたが、数日来の雨のため流量が増えて危険と判断いたしました。道の駅にて、

江の川漁協の辻駒組合長から持続的な河川漁業のための諸活動についてお伺いいたし

ました。アユの漁獲量が年々減少する要因はいくつかありますが、河川環境の悪化によ

ってアユが食べるコケが減ってきているのが指摘できます。漁協ではアユの放流に力を

入れています。河川のことを理解してもらうために、小学生などのアユの放流体験も行

っています。 

 

  

写真：アユの串刺し 

 

  

写真：投網 

 

投網は思った以上に難しく、うまくは投げられません。ただ、学生はとても楽しく、初
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めての体験に挑戦をしていました。ご指導をしていただいた組合員の皆様、ありがとう

ございました。 

漁協からご厚意で差し入れていただいたアユを、串刺しにし塩焼きにしました。最近は

アユを食べる機会が減っていますが、学生たちもあまり食べたことがなかったようです。

アユの香ばしさを味わい、昼食時におかずとして美味しくいただきました。 

 

大前農園でのフィールド講義とアスパラガス収穫 

大前農園では、アスパラガスについてのお話しをお伺いし、収穫作業を行いました。大

間農園は水稲 29.3ha、アスパラガス 38a、イチゴ 11a、野菜 99.9a、大豆 30a、合計で

47.18haという規模です。以前は露地でアスパラガスを栽培していましたが、現在はハ

ウス栽培が中心です。 

 

 

 

アスパラガス栽培では、省力施肥の実施、自走式ロボットの防除機、灌漑施設の整備な

ど、省力化と効率化に努めておられます。土づくりでは、地元の畜産農家から半熟堆肥

を搬入し、完熟可させて圃場に施肥しています。そうした努力が認められて、平成 16

年には、アスパラガス生産者では広島県内初のエコファーマーの認定を受けています。

今では、環境保全型の農場として有名です。 

 

学生たちは、大前さんの指示にしたがって一定の長さになるよう慎重に収穫していまし

た。キズのついたアスパラガスは市場価値が下がってしまいます。毎日収獲しなければ

いけない生長の早い作物ですが、適切なサイズの時に確実に収穫しなければなりません。

学生たちは、単純な仕事を大切にすることの難しさを感じたようです。 
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大前さんからアスパラガスを差し入れていただき、昼食時にアユとともに焼いて食べま

した。圃場で食べた生のアスパラガスと同様、甘味のある美味しさでした。 

 

多様な活動ができる布野・作木町の魅力 

学生たちは道の駅を拠点にした様々な活動を体験し、地域がもつ魅力を強く印象づけら

れていたようです。学生はお世話になった方々に深い謝意を表しました。体験学習を通

じて、学生は三次市に強い愛着をもちました。 

 

お世話にあった皆さんに感謝いたします。 

学生の投網  

 

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

行政や地域の方々のおかげで、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 29 年度教養ゼミ体験学習は、5 月 20 日に世羅大豊農園・世羅幸水農園から始まり、

7 月 8 日の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 19 日（水）12:50～14:20 

   第 2 回 2016 年 7 月 26 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。。 

・ 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１９日（水曜日） 教養ゼミ体験学習発表会（前半）スケジュール 

12：50～14：20 ： 2F C206 講義室 

吉村研究科長 あいさつ   12：50～12：53 

発表会進行説明等      12：53～12：55 

▢ グループ別発表 （発表８分・質疑 4 分程度、移動・準備１分） 

・冲中ゼミ（世羅町 世羅大豊農園）…………………………………………12：55～13：08 

・清水ゼミ（世羅町 世羅幸水農園）…………………………………………13：08～13：21 

・上野ゼミ（安芸太田町 井仁）……………………………………………… 13：21～13：34 

・加藤ゼミ（大崎上島町食文化海藻塾、フィッシング中村）………………13：34～13：47 

・杉野ゼミ（広島市 太田川漁協）…………………………………………… 13：47～14：00 

 

受入地域や市町からのコメント・講評……………………………………14：00～14：10 

おわりに・総括コメント （清水教授）…………………………………… 14：10～14：20 
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7 月２６日（水曜日） 教養ゼミ体験学習発表会（後半）スケジュール 

12：50～14：20 ： 2F C206 講義室 

   ▢三本木副研究科長あいさつ                12：50～12：53 

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

▢ グループ別発表 （発表８分・質疑 4 分程度、移動・準備１分） 

・平山ゼミ（大崎上島町 シトラスかみじま金原農園）…………………12：55～13：08 

・三本木ゼミ（東広島市 トムミルクファーム、乃美、うやま）………13：08～13：21 

・西堀ゼミ（東広島市 トムミルクファーム、乃美、うやま）…………13：2１～13：34 

・橋本ゼミ（三次市 道の駅ゆめランド布野、江の川漁協、大前農園）13：34～13：47  

・小林ゼミ（三次市 道の駅ゆめランド布野、江の川漁協、大前農園）13：47～14：00 

 

▢ 受入地域や市町からのコメント・講評……………………………………14：00～14：10 

▢ 総括コメント（橋本チューター長）………………………………………14:10～14:15 

▢ おわりのあいさつ （吉村研究科長）…………………………………… 14：15～14：20 

 

 

教養ゼミ 体験学習発表会 地域出席者 

・大崎上島町 食文化海藻塾 ５名 

  道林塾長、住田様、角本様、佐村様、道林（邦）様 

・東広島市   ３名 

  市役所 政策企画部企画課 平田主任、トムミルクファーム 冲正文代表取締役 

  農事組合法人うやま 坂田理事 

・三次市   ５名 

  市役所 政策部企画調整担当 中村主任、三次市布野支所地域づくり係 植岡主任 

  （株）布野特産センター（道の駅ゆめランド布野）廣田代表取締役 

  大前農園大前様、丸山様 

・安芸太田町 いにぴちゅ会等井仁地域 ４名 

  安芸太田町地域づくり課 沖段様、いにぴちゅ会会長 河野様、自治会長 大江様 

  地域おこし協力隊 友松様 

・広島市 太田川漁業協同組合 ２名 

  理事 苗代様、理事 一月様 
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地域・市町の方々から、発表会までにアイデアを熟考してきた学生の地域への提案などを

高く評価していただきました。 

学生は、次のような感想を述べていました。 

 ・各班ともとてもわかりやすく良いプレゼンだった。 

 ・他の地域や広島のこと、また、その地域の課題が幅広くわかった。 

 ・各班ともしっかり勉強していて、提案内容や質問の回答も良かった  

 ・発表会はとても良かった。楽しかった。勉強になった。 

 ・翌週の発表はがんばる。次の発表が楽しみだ。発表は緊張した。うまく発表できて良

かった。 

 

 

 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

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、昨年同様に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、しっかり検討したいと思い

ました。 
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体験学習発表会全体の様子  
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２）各ゼミの発表 

・冲中ゼミ（世羅町 世羅大豊農園） 
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清水ゼミ（世羅町 世羅幸水農園） 
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・上野ゼミ（安芸太田町 井仁） 
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加藤ゼミ（大崎上島町食文化海藻塾、フィッシング中村） 
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・杉野ゼミ（広島市 太田川漁協） 
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・平山ゼミ（大崎上島町 シトラスかみじま金原農園） 
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・三本木ゼミ（東広島市 トムミルクファーム、乃美、うやま） 
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・西堀ゼミ（東広島市 トムミルクファーム、乃美、うやま） 
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・橋本ゼミ（三次市 道の駅ゆめランド布野、江の川漁協、大前農園） 
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・小林ゼミ（三次市 道の駅ゆめランド布野、江の川漁協、大前農園） 
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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 29年 10月 1日） 

地(知)の拠点担当教員 大泉賢吾・細野賢治・山尾政博 

 

体験会への参加 

１年生を対象にした教養ゼミの体験学習が終わり、連携市町で実施された夏休みのイン

ターンシップも無事に終了しました。体験学習の最後になる稲の収穫作業が、10 月 1

日（日）、安芸太田町の井仁地区で実施されました。 

井仁地区では棚田体験会として、６月初旬に田植え、10 月初旬に稲刈りを実施してい

ます。この体験会は一般市民を対象にしておりますが、地（知）の拠点活動の一環とし

て、中山間地域・島しょ部領域では、この４年間二つの棚田体験会に参加してきました。

今年の収穫作業には、一般市民 60名が参加され、広島大学からは学部学生 17人、留学

生（AIMS 関係と TA）18 人、教員２人、それにコーディネータ１人の 38 人が参加しま

した。 

この体験会を主催するのは、井仁地区のイニピチュ会です。中山間地域・島しょ部領域

では、この活動をお手伝いしています。参加者は４つのグループに分かれて収穫作業を

しますが、イニピチュ会の皆様がリーダーに、それを広大生がサポートする役割を果た

しています。その他に受付作業等もお手伝いしています。 

活動スケジュールと稲刈り作業 
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体験会の午前中はひたすら稲刈りとはさがけでした。体験会の収穫作業は４枚の田で行

われました。いずれも春の田植え体験会で市民参加者の皆さん、それに広大生が植えた

ところです。倒伏ぎみのところが多く、作業は思ったよりしんどいものになりました。

まずは、リーダーから刈り取り作業の注意を受け、手本をみせてもらって作業にかかり

ました。 

 

 写真：春の田植え体験会の稲の様子 

 
 写真：市民の皆さんと一緒に作業 
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 写真：順調に進んだ作業 

 

稲刈り作業は比較的順調だったように思われました。ただ、倒伏ぎみの田では思った以

上に時間がかかりました。また、子供たちの人数が多かったところでは、刈り残しがで

たようでした。イニピチュ会の班長の指示にしたがって、倒伏の稲を刈り取る方向を変

えると作業が楽になります。刈り残しのないよう丁寧に作業をしました。 

 

はさがけ作業の大変さ 

稲刈りからはさがけ、特に稲の束を結ぶ作業が思ったようにはできません。慣れるまで

には時間がかかります。ひたすら結束するのも意外に疲れます。結びが緩く、何度も結

び直しをした田もありました。それでも、束ねた稲をかけていくと、稲刈りをしたとい

う充実感が増していきます。できあがったはさがけの前で記念撮影をする学生たちがあ

ちらこちらに見受けられました。 

 

 写真：はさがけの間（イニピチュ会、市民の皆さんと） 
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棚田米の昼食 

昼食はやや遅い時間になりました。今年収穫したばかりの棚田米、豚汁、それに各種の

お漬物を準備していただきました。珍しいのは、そうめん瓜の酢のものです。他の地域

ではあまり食べられないものです。なお、当日のお品書きは、広大の院生が準備したも

のです。とても評判でした。 

 

昼食時、学生の皆さんは一般参加者、井仁の地域住民との交流を楽しんでいました。 

 

 

 

  

井仁地区の散策 

食事後のアトラクション、閉会式の後、学生は自由参加のもと地域内の散策を行いまし

た。この散策で学生の皆さんに見せて欲しいものが二つありました。ひとつは、きれい

な棚田をもつ井仁地区の人口減少の実態です。少し歩くと、朽ちかけた家、鍵の閉まっ

たままの家が目につきます。その周りには荒れた農地が点在しています。誰も実をとら

ないままの柿の木、栗の木があります。 

 

いまひとつは、利用される農業資源、利用されない農業資源を観察することです。高台

の見晴らしのよいところに立った際、棚田の光景が想像していたのと違うことに気付い

た学生が多くいました。収穫が終わったばかりの田は整備されていてよくわかりますが、

山際にちかづくほど荒れた緑が広がっています。また、井仁地区は鳥獣害被害を受けな

いように高い柵で囲まれています。柵の外と内では、農業資源の使い方が違っています。
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これまでは柵の外側はともかく、内側をどう守るか努力をしてきました。しかし、高齢

化等によって内側の農業資源の維持もきつくなっているのが実態です。 

 

 

写真：刈り取ったばかりの棚田、その横に広がる未耕作地 

 

アジアからの留学生はもちろん、参加学生の多くが広島県内の条件不利地域と呼ばれる

地域の農業・農村の厳しさを実感したようです。 

イニピチュ会の皆様、参加した市民の皆様には大変お世話になりました。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。 

●開設期： 第３ターム（10月～11月） 

●曜日時限： 水曜日、９～10 時限（16:20 ～ 17::50） 

●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 29年度の特別講座 

 平成 29年度は、10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、

本年度も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。 
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講義実績概要 
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（３）講義の概要 

 

① ガイダンス 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 

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。 
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②江の川漁協・川根振興協議会 

日時： 201７年 １０月１１日（水）１６：２０～１７：５０ 

場所： C201 講義室 

テーマ：江の川漁協の豊かな川づくりについて 

     川根振興協議会の心のきずなと住みやすい地域づくりについて 

講師：江の川漁協組合長＆川根振興協議会長 辻駒健二氏 

 

内 容：辻駒氏は、江の川漁協組合長及び安芸高田市の川根振興協議会長として、中山間地域

の振興など、経済活動と福祉活動を結びながら活躍されています。 

・中国地方最大の河川である江の川の環境は以前に比べ悪化し、アユの漁獲量は減少傾向では

ありますが、豊かな川の流れを守り、次世代に引き継ぐことが江の川を預かる責務であり、地域社

会へ貢献することであると考えられています。これからも良好な河川環境の復元に向け「魚が躍る

江の川」「賑わいのある江の川」「楽しめる江の川」を目指す取り組みや考え方を講義していただき

ました。 

 

・川根地域は 247 世帯 570 人の山間地域にあり、過疎高齢化による地域の将来への危機感から

「自らの地域は自らの手で」とした住民自治組織「川根振興協議会」を設立されました。 

 川根振興協議会では、宿泊研修施設「エコミュージアム川根」の運営、一人一日一円募金、七十

五歳以上の一人暮らし訪問活動、福祉施設のサテライトデイサービス、JA 高田から譲り受けた店

舗「万屋（よろずや）」や給油所「油屋（あぶらや）」の運営、交通弱者を支えるコミュニティバス「もや

い便」の運行、「農事組合法人かわね」など、経済活動と福祉活動を結ぶことで地域活動の持続を

図っているとのことでした。生涯現役で、楽しく、豊かに、安心して地域に生きるために、自ら提案し、

責任を持って行動することを通して、誇りと自信の持てるふるさとを目指して、生活の中からの取組

などのお話をいただきました。 
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③地域で活躍する女性たち 

日時： 201７年 １０月１８日（水）１６：２０～１７：５０ 

場所： C３１４講義室 

テーマ：地域で活躍する女性たちをパネリストに迎えてのフォーラム 

講 師： ひろしま食べる通信 副編集長兼カメラ女子旅主宰  吉宗五十鈴様 

     フルーツ夢工房 MUKAISHIMA 代表     半田史子様 

     おのベジ槇山農園 代表            卯元幸江様 

 

内 容：地方創生の流れのなかで、女性が活躍する場面は確実に増えています。今回は、地域の

リーダーとして活躍する３人の女性をお招きし、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。その上で、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、などについて講義していた

だきました。 

講義の中で、地域特産を目指しているオリジナル商品の試食をさせていただき、楽しい講義にもし

ていただきました。 
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④株式会社あじかん 

日時：2017 年１０月２５日（水）１６：２０～１７：５０ 

場所：C３１４講義室 

テーマ：食品メーカーとして 

      広島の玉子焼きスペシャリスト、ごぼう茶の開発・・・ 

講師：株式会社 あじかん 開発本部 開発部       金光尚哉氏 

                 開発本部 研究部     高柳 周氏 

                      人事総務部 人事課     小野慶和氏 

 

 株式会社あじかんは、広島に本社をおき、業務用の玉子焼、ごぼう茶、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。国内だけでなく中国にも生産拠点があり、海外の中食市

場にむけても販売を強化しています。新しい領域へのチャレンジとして「ごぼう茶」などによる機能

性食品の開発もおこなっています。今回は、あじかんの開発本部等をお招きし、広島を拠点として
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玉子焼きへの開発部の取組、ごぼう茶の研究開発への取組等を中心に、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。 

  講義の中で、特許製法による玉子焼きの試食や、ごぼう茶の試飲をさせていただき、楽しい講

義にもしていただきました。 

 

 
 

 

この写真は、株式会社あじかんのお許しをいただき、同社のＨＰから引用しています。 
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⑤三島食品株式会社 

日時：2017 年１１月８日（水）１６：２０～１７：５０ 

場所：C３１４講義室 

テーマ：赤紫蘇のこだわりと地域産業の活性化 

講師：三島食品株式会社 直営農場｢紫の里｣担当研究員 高橋裕昭氏 

 内 容： 

 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。全国に販売網があり、アメリカ、中国、タイを拠点に海外でも販売しています。 

 2006 年からは、北広島町で農園事業を展開しています。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。 

 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

開しているか報告していただきました。 
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⑥株式会社島ごごろ 

日時：2017 年１１月１５日（水）１６：２０～１７：５０ 

場所：C３１４講義室 

テーマ：地域とともにあり続ける 

講師：株式会社島ごころ 代表取締役 奥本 隆三氏 

講義の内容： 

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。 

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などについて講演していただきました。 
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⑦トムミルクファーム 

日時：2017年１１月２２日（水）１６：２０～１７：５０ 

場所：C３１４講義室 

テーマ：トムミルクファームの畜産経営と 6次産業化等への取組み 

    東広島市の農畜産業と 6次産業 
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講師：トム・ミルクファーム代表取締役  沖 正文氏 

   東広島市農林水産課       松下 健司氏 

 

・東広島市は、広島市の通勤圏でかつ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。農業人口の高齢化や耕作放棄地が増加するなかで、市では国の指針のも

と飼料用水稲への転作や 6次産業などに対し様々な支援をおこなっていいることなどの報

告をしていただきました。 

・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の栽

培や耕畜連携をいち早く進め、畜産業を基本とした 6次産業化や地域連携に取り組んでい

ます。講義では、トムミルクファームを中心に県央（豊栄・福富・河内）で取組まれてい

る耕蓄連携や 6次産業化、さらには当該地域での活性化方策などについて報告していただ

きました。 
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⑧県庁中山間地域振興課 

日時：2017 年１１月２９日（水）１６：２０～１７：５０ 

場所：C３１４講義室 

テーマ： 里山リーダーをつくる 広島県の挑戦 

講師： 広島県庁 地域政策局  



85 

 

     中山間地域振興課長 木村富美氏 

内 容： 

・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になりました。 

・広島県が重点的に取り組んできた「さとやま未来博」の取組と成果などのお話もありました。 

 

 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していくための

広島県中山間地域振興条例・計画、②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ひろしま『ひと・夢』

未来塾、③広島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ひろしま里山交流プロジ

ェクト等に取り組まれており、木村課長の優れた手腕が高い評価を受けていることが十分わかる授

業になりました。 
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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、

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。 
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（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

して、事前学集会を開催

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いました。 
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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 23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、文学部、理学部、教育学部の 14名の学生です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 
 



102 

 

（４）受入地域別の研修実績 

 

①三次市道の駅ゆめランド布野・大前農園 

 三次市布野の道の駅ゆめランド布野と大前農園で女子学生 1 名が、8 月 23 日から 5 泊 6 日のイ

ンターンシップ研修を行いました。研修は、受け入れ先はもちろんのこと、三次市企画調整担当、

三次市布野支所の全面的な支援のもとに実施しました。 

 このインターンシップ研修の様子が 8/26 の中国新聞に掲載されました。記事には、「あらためて

農業は農家の努力や強い気持ちがあってこそだと感じた」という参加学生のインタビューコメントも

掲載されました。 

 道の駅ゆめランド布野、大前農園、市役所布野支所の植岡さんなどが指導していただきました。

道の駅ゆめランド布野の廣田社長からは、道の駅の経営状況や最近の変化などとともに新しい取

り組みとして、道の駅による江の川パーキングへの出展と課題などの説明があり、研修学生のアイ

デアが欲しいとのことでした。 

 

学生のレポート抜粋 

研修を終えて一番強く感じたことは、三次市布野町の魅力を、多くの人に知ってほしいということで

した。今回の研修では、私は一人だったこともあり、とても緊張していました。しかし、受け入れ先の

皆様がとても温かく迎えてくださり、楽しく充実した研修となりました。そんな研修の中で、人材不足

や高齢化により、労働力不足となっている三次市布野町の現状を知りました。大前農園さんでは、

農業の大変さと農家の方々の努力を感じ、また、道の駅さんでは、バイキングなど沢山の人々が訪

れていたけれども最盛期に比べると厳しい経済状況であるとお聞きしました。だから私は気持ちの

込もった美味しい野菜と温かい人々がいる三次市布野町の魅力を多くの人に知っていただき、訪

問する人や住む人が増えて、活気あふれる町となってほしいなと強く思いました。 

 

研修内容 

月日 

(曜日) 
作業・研修名 左 の 内 容 

8月23日

(水) 

研修の概要説明 研修の流れ・農家や道の駅の現状の説明を受けた 

アスパラの出荷準備 道の駅(市場)に出荷するために、アスパラの長さを切り揃えた 

しその葉摘み しそジュースを作るために、枝についたしその葉を摘み取った 

アスパラの収穫・出荷準備 アスパラを収穫し、形や太さによる仕分け作業を行った 

8月24日

(木) 

アスパラの収穫・出荷準備 アスパラを収穫し、形や太さによる仕分け作業を行った 

いちごの苗の葉かき いちごの苗の葉かき(古くなった葉を取り除く)を行った 

中国新聞取材 中国新聞の取材で、大前さんの気持ちなどを聞くことができた 
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アスパラの収穫・出荷準備 アスパラを収穫し、形や太さによる仕分け作業を行った 

8月25日

(金) 

アスパラの収穫・出荷準備 アスパラを収穫し、形や太さによる仕分け作業を行った 

いちごの苗の葉かき いちごの苗の葉かき(古くなった葉を取り除く)を行った 

道の駅の説明 道の駅の運営組織の説明後、道の駅の案内をしていただいた 

アイス屋さんでの作業 広大共同開発の酒粕アイスなどのラベル(シール)貼りをした 

8月26日

(土) 

売店の運営補助 
お土産の賞味期限の確認・並び替え(期限の速い商品が前)を

した 

バイキングの運営補助 机拭き・食器の補充・バイキング終了後の掃除などを行った 

    

8月27日

(日) 

売店の運営補助 
お土産の賞味期限の確認・並び替え(期限の速い商品が前)を

した 

バイキングの運営補助 机拭き・食器の補充・バイキング終了後の掃除などを行った 

歓迎会 
夕方、道の駅の方々に歓迎会(バーベキュー)をしていただい

た 

8月28日

(月) 

バイキングの運営補助 上記の作業に加え、接客・茶碗洗いを行った 

研修のまとめ 研修の感想・気づきなどを話し合った 
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②東広島市豊栄トムミルクファーム 

 東広島市豊栄トムミルクファームにおいて、生物生産学部の 2 名の学生が 8 月 31 日～9 月 4 日

の 4 泊 5 日、３名の学生が９月７日～9 月１１日の 4 泊 5 日にインターンシップ研修を行いました。

インターンシップで研修する学生の様子は、興味深い 6 次産業に向けた真剣な姿が初日から地元

のカモンケーブルテレビや中国新聞報道されました。 

 研修は「牧場フィールド作業（1 次産業）、乳製品加工の手伝い（2 次産業）、まきばカフェでの販

売（3 次産業）の仕事を、学生が実地に学びました。また、地元での 6 次産業ネットワーク「心のふる

さと県央協議会」事務局をトムミルクファームが担っており、地域の中の 6 次産業や商工会と連携し

た農商工連携の活動も学びました。 

 

学生のレポート抜粋 

 地域の方は地元をもっと知ってもらいたいという気持ちであふれていることである。実際に沖社長

や社員の方、商工会の方々とお話をした際、「県央に足を運んでほしい」、「素晴らしい景色も見て

ほしい」とみなさんがおっしゃっていた。ご自身の経営を大きくしたいがために活動するのではなく、

地域を知ってもらいたいという地元愛のある想いに感動した。 

 私の地元も県央のような地域であり、自身の地域の活動と重なる部分があった。大好きな地元を

多くの人に知ってもらいたい気持ちが十分理解できる。そのため、私にできることがあれば手伝い

たいと思った。広島でやりたいことがまた１つ増えた研修となった。 

  トムミルクファームだけでなく、その周りの企業の方とも連携して東広島市を盛り上げたいと聞き、

何か広島大学と今よりも連携して東広島市全体を栄えさせることは出来ないのかなと感じました。 

地域の方と触れ、一緒にインターンシップに行った先輩と関わることで自分がまだまだ考えが浅く、

理想だけでなく現実的に物事を解決していく力が足りていないことを身をもって実感しました。広島

大学でこれから学ばないといけない課題が多いなと感じました。本当に実際に現場に入り経験する

ことは私にとっては大変大きな経験になったと感じました。 

  挨拶回りのなかでとくに Centre Marche の会場付近を視察したが自然にあふれ広大な風景で

ゆったりとした時間が流れる魅力的な空間であった。ぜひ多くの人々に見てもらいたい。またリンゴ

園にあいさつに行ったときに、「沖さんのところにはよくリンゴを食べてもらっているから…」と地域の

つながりを感じさせる会話も聞こえてきた。やはり地域が一丸となりお互いのことを思いやりながら

でないと地域を元気にすることは難しい。今後、大学・企業と連携していくことになったら、説明をよ

りに丁寧に行うことでスムーズにすすめられるのではないか。 

 

研修内容 8月 31日～9 月 4日 

月日 

(曜日) 
作業・研修名 左 の 内 容 

8/31(木) プラントの手伝い 牛乳処理機の殺菌の手伝い 
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牛乳の瓶詰め・パック詰め 殺菌した牛乳を瓶やパックに詰める、検品の手伝い 

まきば CAFÉ の清掃 店内の清掃、トイレ掃除等 

9月 1日

(金) 

搾乳見学 搾乳室の見学、牛の乳頭の消毒、牛の誘導、掃除等 

哺乳 子牛にミルクを与える 

草ロール作りの手伝い 草集め、ロールを作る機械の見学・操縦体験 

9月 2日

(土) 

掃除、哺乳 牧場内の清掃、子牛にミルクを与える 

牛への餌やり 牛に餌を与える 

アンケート調査 お客さんに自作のアンケートに答えてもらい、集計する 

9月 3日

(日) 

店舗の清掃 テーブル拭き、花の水やり、清掃等 

朝礼 連絡、昨日のアンケートの結果報告、挨拶練習等 

キッチンの手伝い 食器洗い、水や割りばし等の補充、料理の受け渡し等 

9月 4日

(月) 

店舗の清掃 テーブル拭き、花の水やり、清掃等 

キッチンの手伝い 食器洗い、水や割りばし等の補充、料理の受け渡し等 

製品の包装 ラベル張り、プリンの包装等 

 

 

研修内容 ９月７日～9 月１１日 

月日 

(曜日) 
作業・研修名 左 の 内 容 

9月 7日

(木) 

牛乳の加熱殺菌・パッ

ク詰め 

午前中は牛乳の殺菌時の温度保持のためのお湯運びや器具

の 

お店の掃除 清掃をした。午後からは、牛乳の瓶詰め、パック詰めをして 

  配送する商品の箱詰めをした。その後、店内の清掃をした。 

9月 8日

(金) 

搾乳補助 
6時から搾乳見学。乳頭の消毒や搾乳後の搾乳室の清掃をし

た。 

床掃除 その後は、ヤギ、羊、豚の床掃除で糞尿を取り除き、ハエの発 

  生を予防した。子牛に哺乳し、17時から搾乳の補助をした。 

9月 9日

(土) 

東広島運動公園にて

販売 
バスケの試合での販売用商品や冷凍・冷蔵庫を車に乗せた。 
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  ３人で担当を振り分け、ジェラートの販売をした。販売後は 

  在庫確認を行い、後片付けや冷凍庫の清掃をした。 

9月10日

(日) 

バター作りツアー補助 お客様のバター作りの補助を行った。 

餌作り 同伴して社長さんの牧場についてのお話を聞き、お客様とお話 

皿洗い、在庫確認 しした。餌作り、餌の補充のほか、皿洗い、在庫確認をした。 

9月11日

(月) 

ジビエ肉のミンチ作り 鹿・猪肉をミンチ、粗挽き肉にした。地鎮祭用のしめ縄を作り、 

地鎮祭、感謝祭 地鎮祭、感謝祭に参加させていただいた。また、社長さんの 

セントルマルシェ計画 セントルマルシェの会場下見や話し合いに同行した。 
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③安芸太田町井仁（棚田） 

 安芸太田町井仁で、生物生産学部 2 名、教育学部 1 名、理学部 1 名の計 4 名が、9 月 11 日か

ら 5 泊 6 日のインターンシップ研修を行いました。研修は、受け入れ先の井仁集落はもちろんのこ

と、安芸太田町地域づくり課と地域おこし協力隊の全面的な支援と連携のもとに実施しました。 

 クラウドファンデイングの資金で運営する棚田カフェの手伝いや伝統食を踏まえた料理作り、高

齢者宅の草刈り、棚田米の収穫やはで干し、地域資源・文化の活用方法のワークショップなど、学

生の目から見た地域文化・地域資源を考え実地に研修しました。 

 

学生のレポート抜粋 

 訪れる人がそう多くはないのが井仁の魅力の一つであると思う。都会の喧騒から逃れて訪れた人

には訪問地も人が多いとうんざりしてしまうだろう。田畑と住居が一体化し、生活感に溢れ穏やかに

時間が流れる井仁の地で快く過ごせると思う。 

 人が優しいことも魅力だと思う。稲刈りのときたまたまいらした方が何も言わずに手伝ってくださっ

たことには驚いた。 

  “農村や“田舎”と聞くと昔から変わってないというイメージがあるが、全くそういうことはなくむしろ

積極的に新しいことを取りいれようとしているのが印象的であった。その中でも昔ながらの懐かしい

部分を残してあることは井仁地区の方々の努力の結果でしょうか。 

  井仁棚田米やかぼちゃ焼酎などが道の駅だけでなく井仁内で購入できる場所があれば良いと

思った。棚田カフェでも野菜の販売などもされていたが、もっと種類を広げられたら良いと思う。また、

棚田カフェの場所や駐車場の場所ののった最新の井仁の地図が web 上にあると気軽に観光客の

方も訪れやすいのではないかと思った。 

 

研修内容 

月日 

(曜日) 
作業・研修名 左 の 内 容 

9月 11日

(月) 

顔合わせ お世話になる方々との顔合わせと研修スケジュール決定。 

自炊用野菜収穫 13日に草刈りする畑で自炊用の野菜を収穫。 

椅子、机の片付け 外で使用した机、椅子の雑巾での水拭きと片付け。 

9月 12日

(火) 

挨拶回り 近所のお年寄りにお花を配りながら挨拶回り。 

野草摘み 周辺の食べられる野草などの学習と摘み取り。 

交流会 作ったカレーライスと野草ピザで近所の方と夕食交流会。 

9月 13日

(水) 

草むしり 近所のお年寄りの家の庭の草むしり。 

草刈り 草刈り機を使って棚田の畑の草刈り。 

9月 14日 稲刈り 棚田での稲刈りとはで干しのお手伝い。 
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(木) 看板製作 井仁外部の人に向けた駐車場までの案内看板製作。 

9月 15日

(金) 

木工体験(あかり絵) 行灯の模様となる木工彫刻の体験。 

稲刈り 棚田での稲刈りとはで干しのお手伝い。 

倒れた穂の立ち上げ 後日、稲刈りをする棚田倒れた穂の立ち上げ。 

9月 16日

(土) 
振り返りワークショップ 井仁の方と研修の内容や感想の共有と井仁の現状の理解。 

全日 地域新メニュー 地域メニュー実習と試作 
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④八王子会（大長） 

 「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、9 月 20 日～9 月 24 日（4 泊 5 日）の泊まり込み研修を生物生産学部・教育学部の学生２名が

受けました。 

 研修の様子が、9/24 朝日新聞及び9/24 インターネット版朝日新聞デジタルの記事に掲載されま

した。「大学で学んだ理論が身についたと思う。過疎地の農業をどうしたらいいか考えるきっかけに

なった」とインタビューに答えていました。 

呉市豊町の大崎下島は大長みかんなど多品種の柑橘を生産する県内柑橘類の一大産地であり、

黄金の島とも呼ばれています。その大長の八王子会と連携して本学の学生が、みかん園（温州み

かん・施設オレンジ・レモン園など）の作業・栽培技術などを学ぶとともに、ジャムなど加工品づくり、

などの研修を受けました。 

 

学生のレポート抜粋 

 この島には魅力がある。観光の側面において御手洗や大長みかんはすでに有名であるが、それ

だけではない。山頂から眺める美しい景観、歴史的な街並み、そして島の人々の思いやりあふれる

人情である。私が 5 日間の滞在において最も感銘を受けたのは、島に暮らす人々は、すれ違う時

にだれでも挨拶をするということだ。また狭い道で車同士鉢合わせた時にはすかさず譲り合い、相

手にお辞儀をする。自分の住む町では見られない光景だった。島に暮らす人々にとって過疎化は

深刻な問題である。だが、一方で都市として発展が進めば地域の良さが失われていくのではない

か、とも思うのだ。 

 今回受け入れていただいた農家の方々はこのような厳しい状況の中かつての豊かな大崎下島を

再び蘇らせようと様々な努力をされていた。新たな販路の開拓や外部からの人、技術の導入といっ

た、日常の生産を行う以上の努力を熱意をもって取り組まれている姿に強い感銘を受けた。地域の

再生というものは最終的にはそこに住む人々の熱意が一番欠かせないものなのだと思った。また、

今回受け入れ先の方々と連携してクラウドファウンディング、六次産業化などに取り組まれていると

びしま柑橘工房の方とお話をする機会があった。その中で、「地域をよみがえらすための手段の一

つとしての農業であり、農業だけを見ているわけではない」という話が印象的であった。自分は生物

生産学部であるということもあり、今までは過疎地域の問題などを単に農業の問題、もしくは農業を

中心とした問題としか考えていなかった。しかしこの話を通じてもう一段階大きなスケールでの問題

でもあるのだと気づかされた。 

 

研修の内容 

月日 

(曜日) 
作業・研修名 左 の 内 容 

9月 20日

(水) 
地域の概要説明 大長地域の農業や新たな取り組みについての説明 
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9月 21日

(木) 

雑草刈り ミカン農園の雑草を鎌などを用いて除去 

害獣用柵の補修 猪に破られた柵の補修 

9月 22日

(金) 

ジャム作り ブルーベリー、レモンを用いた手作りジャム体験 

講義 ミカン栽培や流通に関する講義 

9月 23日

(土) 

雑草刈り ミカン農園の雑草を除去 

摘果 収穫前のミカンを摘果した 

柑橘工房の方とのお話 6次産業化に取り組んでおられる方とのお話 

9月 24日

(日) 
収穫体験 極早生のミカンを実際に収穫 
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⑤世羅町 

 中山間地域の６次産業化など地域活性化で優れた成果を上げている、世羅町・6 次産業ネ

ットワークで、生物生産学部・文学部 女子 2名が 9月 21日～9月 25日（4泊 5 日）泊ま

り込みインターンシップ研修を受けました。 

 この研修の様子が、せらケーブルねっとで放映され、学生は「今後、食品の研究や 6 次

産業の調査研究に生かしていきたい」とインタビューに答えていました。 

 学生は、オリエンテーション、ショコラミルによるチョコレート加工体験、フルーツ王

国世羅高原夢まつりの準備・運営の手伝い、地元の６次産業ネットワークの地域活性化活

動などの実地研修を行い、最後にワークショップとともにインターンシップの振り返り発

表会などの研修を受けました。 

 

学生のレポート抜粋 

 昨年からの新六次化戦略においては、農商工が連携で「オール世羅」で六次産業に取り

組む枠組みができた。農作物に世羅町認定マークをつけ、世羅の農産物に付加価値をつけ

る世羅ブランド戦略が 10月から実施されるなど、世羅の新しい取り組みも注目したい。 

 研修の間役場の方が地域の方々と親しく話されいるのを見て、将来地域の人のためにな

る研究を行うことだけでなく、役所に勤め農家の人たち直接触れ合うことを目標にしても

い思えた。 

 

月日 

(曜日) 
作業・研修名 左 の 内 容 

9月 21日

(木) 

オリエンテーション 役場でオリエンテーションを行った。 

町内案内 町内の農場・農園を案内していただいた。 

9月 22日

(金) 

チョコレートミル加工体験 
カカオ豆を石臼でくだいてチョコレート作りをし

た。 

まつり準備 景品などの仕分け作業、テント組み立て等。 

9月 23日

(土) 
祭り運営手伝い 

本部で抽選会の受付。餅つきや餅の販売の補

助。 

9月 24日

(日) 
祭り運営手伝い 

本部で抽選会の受付等。もちつきや梨の皮むき

競争の補助。 

まつりテント解体、後片付け 

9月 25日

(月) 
発表会 

ワークショップをした後、インターンシップの振り

返りを発表。 
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（５）インターンシップ学生特別報告（報告代表例） 

中山間地域・島しょ部連携インターンシップ日記 

～大前農園・道の駅ゆめランド布野～ 

特別報告 

 

今年度広島大学に編入し、農業サークルに入った私は、農業の大変さや楽しさ、そし

て皆で収穫して皆で食べる喜びを学びました。そこで、この素晴らしい経験を、今度は

私が人々に伝えられると考え、 ことを目標として参加“地域の人々と、学ぶ・伝える”

した 5泊 6日のインターンシップです。 

 

 

8 月 23日（水） 

朝、少し緊張しながら広島大学を出発しました。道の駅ゆめランド布野に到着すると、

三次市布野支所の植岡さんと道の駅社長の廣田さんが迎え

てくださいました。そして、三次市の現状を聞きました。労

働力が不足していること、専業農家さんが少なくなっている

こと、草刈りやイノシシの問題、情報発信が弱いこと…多く

の問題を抱えていました。しかし、問題ばかりではなく、道

の駅のバイキングなど、魅力も知りました。手間や時間は取

らずに、三次市布野の魅力を発信できれば…人気のバイキン

グや、三次市布野のバスツアーなどでイベントを企画し、人を呼ぶ、そしてその人々に

SNSで情報を発信してもらえば、より多くの人に三次市布野を知ってもらえるようにな

るんじゃないかなぁと考えました。また、ナイナイのお見合い大作戦！のように農家の

方々が新しい家族を迎えるのもいいかな、なんて考えたりもしました。概要を聞いた後

は、早速人気のバイキングでお昼ご飯をいただきました。とっても美味しかったです！ 

そして大前農園へ。到着すると、一番に犬の鳴き声でお出迎え。簡単に家の説明を受

けた後、お昼休憩でした。大前さん手作りのしそジュースをいただきました。これまた

スッキリ爽やかな味わいでした。色も鮮やかですごく綺麗でした。写真撮っておけばよ

かった…ちょっと後悔。休憩が終わると、つい

に作業開始です。最初の仕事は、道の駅のふれ

あい市場に出すアスパラガスの準備でした。束

にされたアスパラガスを決まった長さに切ると

 
Let's go! 
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いう単純な作業でしたが、これが意外と難しい。アスパラガスのスジが残ってしまい、

上手に切れるようになるまでに、しばらく時間がかかりました…。 

次は、しその葉摘みの作業。しそジュースを

作るためです。結構な量のしその葉を摘みなが

ら、またこれで美味しいしそジュースが飲める

ぞ～と考えていました。ちなみにこの作業の途

中で、しそジュースとスイカ（もちろん大前農

園さんでとれたものです）をいただきました。 

夕方、少し暑さが和らいだころ、アスパラガスの収穫をしました。ある長さ以上のも

のを収穫し、その後、形の良し悪し・太さにより、アスパラガスの仕分けをしました。

この日は、初日ということもあり、早めに作業を終了させていただきました。晩ごはん

の焼きナスが美味しくて、おかわりさせていただきました。 

 

 

8 月 24日（木） 

朝 6 時から作業開始。まだ暑くなっていないうちに、アスパラガス

の収穫をしました。が、私の収穫したアスパラガスの中に短いものが

あり、注意を受けました。私はこの時初めて、これは商品になるもの

なんだと自覚し、反省するとともに、気を引き締めました。アスパラ

ガスの作業の後は朝ごはん。ゆでたアスパラガス、やさしい甘さがあ

って美味しかったなぁ。 

この日の主な作業は、いちごの苗の葉かきでした。雨が降っていたけれど、ハウスの

ためバッチリ作業もできました。クリスマス頃にいち

ごができるそう！ 

そして、この日は中国新聞の取材も受けました。こ

のとき大前さんが、私を含め受け入れの学生と家族の

ように接してくださっていること、商品の付加価値に

つける共同開発を希望して広島大学と連携している

こと、様々な思いを聞くことができ、プレッシャーを感じるとともに、温かい気持ちに

なりました。またこの日、私は疑問に思っていたことを大前さんに尋ねてみました。“農

家の方々は、遺伝子組み換え作物のことをど

う思っているんだろう？”大学の講義で、日

本では遺伝子組み換え作物が良く思われて

いないこと、けれども、保存性を高めたり、

美味しさを上げたり、害虫抵抗性を持つよう

になったり、農薬に強くなったり…悪い面ば

 
Yummy! 
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かりではないことも学びました。だから私は、人手も少なくなっているからこそ、遺伝

子組み換え作物を取り入れていくことも一つの解決策になるんじゃないかなと思った

んです。大前さんは、遺伝子組み換え作物は、確かに美味しさを増したりできるかもし

れない、けれどそれは、本来のものとは変わってしまっているのではないだろうか、本

当に美味しいものを届けたいんだ、というふうにおっしゃっていました。理論や化学的

に正しいことと、人の心や考え方は、必ずしも一致しないことを知りました。この他に

も、大前さんは、茎枯病を防ぐためにハウスを導入したり、有機肥料を使ったり、本当

にこだわりをお持ちで、だからこそ美味しい野菜ができるんだなぁと感じました。 

夕方、アスパラガスの収穫作業では、アスパラガスの長さをしっかり見て、収穫しま

した。晩ごはんでは、人生で初めてモロヘイヤを食べました。どろっとした食感がなん

ともくせになりそうでした。 

 

 

8 月 25日（金） 

大前農園さんでの研修最終日。朝 6時からアスパラガスの作業、朝ごはんの後はいち

ごの苗の葉かきをしました。初めての作業ではなかったので、“手際よく丁寧に”を心

がけながら作業をしました。そうしているうちに、あっという間にお昼になり、大前農

園さんでの研修終了となりました。初めての本格的な農作業、美味しいごはん、そして

家族のように接してくださった大前さん家族…本当に貴重で楽しく有意義な研修でし

た。何か一つでも、よい提案ができればいいなと考えながら、お別れしました。 

 

午後からは、道の駅ゆめランド布野さんでの研修スタート。まず、道の駅の運営組織

 
Jew! 
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について簡単に教えていただき、その後道の駅を案内していただきました。そのときに、

アイスをごちそうになりました。店員さんオススメのミルク味を食べました。ミルキー

なのに爽やかで、とっても美味しかったです。しかし後から、広大共同開発のオリゼさ

んの酒粕アイスもあったのに気づき、それも食べたかったぁー！と思いました。 

案内の後は、アイス屋さんで研修。オリゼさんの酒粕アイスや、カ

ップのシール貼り作業をしました。広大が関わっていたので、より

気合が入りました。この日の研修はここまで。 

晩ごはんは、道の駅バイキングの方が作ってくださったお弁当で

した。美味しかったです。そして夜は、廣田さんと奥さんと一緒に、

テレビで野球観戦を楽しみました。 

 

 

8 月 26日（土） 

道の駅バイキングの方が作ってくださった朝食をいただき、研修開始。午前中は、お

土産屋さんのお手伝いをしました。並べてある商品の賞味期限を確認し、並び替えをし

ました。初めての作業だったので、速さよりも慎重さを重視して作業を行いました。 

そして、バイキング開店時から、食器の補

給や台拭きなどを行いました。お客さんが多

く、とても忙しかったです。と同時に、小さ

なお子さんから年配の方まで幅広い年齢の人

に、バイキングが大人気であることを認識し

ました。お昼は私もバイキングで食事をさせ

ていただきました。忙しい合間の休憩という

こともあり、より一層美味しさを強く感じました。バイキング終了後は、後片付けと掃

除を行い、研修終了でした。 

 

 

8 月 27日（日） 

お土産屋さんとバイキングのお手伝いをしました。日曜日ということもあり、前日よ

りもさらにお客さんが多かったです。バイキングでの研修中、私は、小さな男の子が一

生懸命にカレーをとろうと頑張っているのを見つけました。手伝おうかと声をかけると、

自分でやりたいと言って、背伸びをし

てカレーをついでいました。私はこの

とき、小さなお子様でも自分で好きな

食べ物を取れたら、楽しいだろうし喜

ぶだろうなと思いました。この日も掃

 
Good time! 

 
Popular! 
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除をして研修終了でした。 

夕方、道の駅の方が、歓迎会としてバーベキューをしてくださいました。このとき改

めて、三次市布野の皆さんの温かさを感じました。明日で研修が終わると思うと、ほっ

とするような、でも寂しい気持ちになりました。 

 

 

8 月 28日（月） 

研修最終日。午前中、お餅屋さんでお餅づくりを体験し、食べさせていただきました。

美味しかったなぁ！さらにお土産としてもお餅をもらいました。すごく嬉しかったです。 

それからバイキングのお手伝いをしました。この日は初めての接客もしました。とて

も緊張しまししたが、何とかこなすことができました。そしてついに研修終了。慣れな

い仕事で、たくさんご迷惑をおかけしたと思いますが、丁寧なご指導をいただき、学校

の授業では学べないことを多く学べた研修でした。 

 
帰り道、布野支所の中村さんに、ワイナリーに寄っていただきました。初めてワイン

の試飲をしました。土産話と一緒に友達と飲もうと思い、買って帰りました。 

 

 

5泊 6日のインターンシップ、たくさんの方々に様々なことを学ばせていただき、本

当に貴重な経験となりました。研修では、 ことを目標“地域の人々と、学ぶ・伝える”

としていました。この伝える、を達成するため、報告書で、ホームページ改善や SNS

活用を提案させていただきました。また、レポート作成中にふと思ったのが、大前農園

さんや道の駅バイキングでの野菜や食べ物の不要となった部分がどうなっているのか

 
Warm heart! 

 
Wine! 

 Thank you!! 
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ということでした。そこで提案したのが残飯の利用です。これらの実現を含め、わたし

にできることがあれば、ぜひとも協力したいと思っています。皆さん、本当にありがと

うございました。 
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第Ⅲ部 「地(知)の拠点」 

円卓フォーラム 
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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

いても討論していただいています。 
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～ 円卓フォーラム共同宣言 ～ 

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。 
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２．第 4 回円卓フォーラムの要旨 

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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IV 第 2 部：地方創生を支える人材育成プログラム  

 

地域・市町からの発言 

１ 2 部は COC 担当教員細野准教授が司会を務めた。円卓フォーラムの目的は、第１に、

最終年度を迎えて 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ことである。第２に、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充実をはかることである。第３に、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高めるために、COC がめざした地域

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

キュラムやプログラムの充実

に向けて提言を行うことであ

る。2 部の限られた時間のなか

で、第１の点、それぞれの立

場でCOC活動の成果と課題に

ついて評価することにした。 

 

２ 船戸准教授は、教養ゼミに参加し、三次市の道の駅ゆめランド布野での酒粕アイスの

開発に関わった。学生の提案を快く受け入れていただいたことに謝意を述べた。道の駅及

び三次市役所のご担当者の皆様のご協力があり、学生のモチベーションが高く保てた。今

後も体験学習を継続できるよう、ご協力をお願いしたい旨の発言であった。 

 

３ 三次市布野町大前農園の大前氏からは、体験学習の申し込みがあった時の経緯が話され

た。個人経営の農園だが、有機栽培に取り組み、消費者に直接販売をしていることもあり、

収穫体験では時間も取られてしまうことから断るつもりであった。農園は 6 次産業化を行

いたいが商品化までにはいたっていない。アスパラ等の成分分析等を行ってもらえるのな

ら、学生を受け入れてもよい旨を伝えた。参加した学生には、商品にするための研究、商

品化できなかった原因等を探ってほしいと伝えた。その後、他大学の学生がインターンシ

ップに来た時に、広島大学との連携の話をすると、たいへん羨ましがっていた。広島大学

COC 活動の取り組みは素晴らしいものなのだと実感した、とのことである 

 

４ 道の駅ゆめランド布野では、体験学習をきっかけに酒粕アイスが開発された。大前氏

は、三次市の町村合併以前に野菜の直売所を立ち上げたたが、大変苦労したとのこと。高

速自動車道の開通によって、道の駅ゆめランド布野は厳しい立場にあるが、地域住民だけ

では 6 次産業化は難しく、学生の若い知恵があってこそ何かできると考える。インターン

シップや体験学習をこれからも続けて欲しいとの要望が出された。 
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５ 安芸太田町井仁地区のいにぴちゅ会会長の河野氏は、広島大学と同会とが、ウイン‐

ウインの関係でありたいと表明された。過去に棚田体験会に参加した学生が、卒業後も元

気な姿を見せてくれたりすることがあり、非常に嬉しかった。インターンシップを最初に

受け入れた時には、「大丈夫かな、やる気があるのかな」という思いがあった。井仁地区は

人口も少なく、世帯数も少ない、高齢化も進んでいることから、肉体労働が多いためであ

る。井仁地区は、今後も棚田を中心に自然の特

徴を生かし、人間と人間のつきあいを続けてい

く。インターンシップを受け入れてよかったと

思っており、今後も広島大学とのウイン‐ウイ

ンの関係を続けていきたい、とのことであった。 

 

６ 大崎上島町食文化海藻塾塾長の道林氏か

らは、体験学習の時期は海藻の観察ができる冬から春ではないが、磯の観察会に合わせた

体験会に学生には参加してもらった、との報告があった。磯観察の他に、車エビ・カキの

養殖経営、大崎内浦漁協等にも協力いただいた。大崎上島の漁協は小さい組合だが、様々

な活動に取り組んできた。海藻塾はこれまで交流・つながりというのを大事にしてきた。

広島大学の教員とも深いつながりがあって体験学習をお受けした。大崎上島町は、離島で

あるがゆえに、都会では失われつつある人と人のつながり、人と自然のつながりが残って

いる。町自体も教育の島をめざして、中高一貫の広島県グローバルリーダー校の設置を準

備している。海藻という地味な分野だが、太古の昔から大事にしてきたものを生かしたい。

今後も教育研究機関である広島大学からの支援を仰ぎたい、とのことであった。 

 

７ 東広島市河内町の農事組合法人ファームおだの吉弘氏は、今回のフォーラムに参加し、

この 4 年間の活動の成果を確認し、当初から COC の活動に参加・協力してよかった、と感

想を述べられた。ファームおだは 103 ヘクタールの農地を持って、水稲、大豆、そばなど

耕作しているが、稲の田植えを学生に体験してもらうことにした。一枚の広い田を最後ま

で手植えで植えていただくようお願いした。種を撒き、様々な条件のもとで農作物を作る

わけだが、途中でリセットできない。それを体験できることは、将来に生かされると確信

している、とのことであった。 

 

８ 吉弘氏は、以前、社会人学生として広島大学大学院に在籍していた。この時には、地

元の大学生が、地元のことを知らないというのはいかがなものかと思っていたが、今回の

COC 事業を通して、変わったと感じた。今後も、学生には農業・農村に来てもらい自分の

将来を考えてもらえば、大変ありがたいとの思いを表明された。 
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９ 世羅高原 6 次産業化ネットワーク会長・世羅幸水農園組合長理事の原田氏は、世羅町

のフルーツ王国夢祭り参加したインターンシップ学生のことを報告した。このネットワー

クには 74 団体の会員がいるが、中高年が中心だが、学生が入って良い勉強の機会になった

のではないか、とのことであった。学生たちも打ち解けて、餅つきをし、高いところに上

がって餅まきまで一緒にやってくれとことには大変感謝している。原田組合長は、インタ

ーンシップや体験学習を、外から見た世羅について意見をもらいたく受け入れを始めた。

だが、フォーラム等で他の地域の方々の意見を聞

くと、世羅にもどっぷり浸かってもらって意見を

言ってもらえば、双方が勉強になると思った。イ

ンターンシップに参加した学生から、チョコレー

ト作りを世羅町でできるのでは、との提案があっ

た。様々な意見や提案がもらえるのは、体験実習

やインターンシップを受け入れた成果である、と

考えている。 

 

10 呉市豊町八王子会・新果園の末岡氏が住む大長は、かつて黄金の島と呼ばれるみかん

の産地であった。しかし、高齢化が進み、若者が流出した結果、最盛期の 1/4 程度しか耕作

されなくなった。八王子会では、島の祭りをなくさない、これ以上島を衰退させないため

に様々な活動を行っている。大長には櫓祭りと弓祭りがあるが、学生には櫓祭りに参加し

てもらった。祭の太鼓台の担ぎ手が高齢化したため、若い力を借りたいという思いから、

体験学習の受け入れを始めた。体験学習では、みかん園・レモン園での作業を講義を交え

て実施している。後継者がいない大きな原因は収入にある。その問題を解決するために、

柑橘を使った加工品を販売しているとびしま柑橘クラブに参加している。今後は、インタ

ーンシップの学生らに、こうした活動にも参加を呼び掛けたい。大長では、黄金の島再生

プロジェクトを作り、広島市内の大学生 150 名くらいと活動しているが、是非、こうした

活動にも参加していただきたいとのことであった。 

 

11 太田川漁業協同組合の谷氏は、河川環境の整備を中心に体験学習を行った様子を報告

した。胴長を履いて、石がある川の中を歩くのは大変な労力がいる。これを組合員だけで

行うのは大変である。学生には河川環境を守る活動の大変さを知ってもらい、今後に生か

してほしい。太田川漁協では、鮎釣りの道具レンタルをし、無料で鮎釣りも始めることが

できる。これを機会に川に親しんで欲しい、とのことであった。 

 

12 株式会社島ごころ代表取締役の奥本氏は、毎年講義を行う連携特別講座では、地域と

ともに歩んでいくために企業（菓子屋）として、どのように地域と向き合っていくのかと

いう話をしている。島ごころのある瀬戸田町は、平成 11 年にしまなみ海道が開通した時は、
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観光客が年間 300 万人来ていたが、その後は 20 万人程度まで落ち込んだ。主力商品である

レモンケーキの島ごころを開発した平成 21 年には、レモンは畑に捨てられているような状

況だった。地域の特産品をどのように発信すればよ

いのか模索しながらレモンケーキを作ってきた。そ

の時に広島大学の教員と交流する機会があり、マー

ケティングや経営戦略などの本を教示してもらい、

また、学生と一緒に島ごころの SWOT 分析を行っ

てみた。関わってくれた学生が卒業研究の題材にし

てくれたことは、とても嬉しく思っている。 

 

13 奥本氏は、人手不足や若手後継者不足に悩む産地は多いが、主体的に自分のやりたい

ことを発信していると、自ずと仲間が増えることを強調した。島ごころでは、いい人材を

探すのではなく、自分たちで育てていこうと考えている。今年、瀬戸田町でレモン祭りを

開催した。観光客も 70 万人まで回復しているとのことである。 

 

14 三次市布野支所の植岡氏は、教養ゼミの体験学習、インターンシップの引き受けの経

験を述べた。最も苦労したのは何をやってもらおうか、ということだ。学生が楽しめる内

容、興味を持てる内容にするために、体験できることを種々詰め込んだ。道の駅ゆめラン

ド布野や大前農園のご協力があり、酒粕アイスの開発も進んだ。今年度もアスパラガスに

関連した提案をいただいたので、是非検討してみたいとのことであった。 

 

15 世羅町産業振興課の正田氏は、世羅町と広島大学は、COC 事業が始まる前から、包

括連携協定にともなう連携事業を行ってきた経緯に触れた。今回のフォーラムでは、楽し

く取り組めるものだけでなく、学生にしんどい体験もしてもらっていることを聞いた。来

年度からは少々負荷のかかるものも取り入れてみたい、と考えた。また、フォーラムの１

部で説明された COC の目的を改めて実感した。中山間地域・島しょ部が抱える課題につい

て学生時代に体験し、将来、条件不利地域を支えることができるような人材を育成・教育

したい、というものだった。今後ともこのような機会を利用し、地域と大学がお互いを高

めていけたらよいとのことであった。 

 

16 広島大学大学院博士課程前期 2年の黒木氏は、

TA（Teaching Assistant）という立場で教養ゼミに

3 年間関わってきた。フォーラムのような場で活動

のフィードバックが行われ、地域の方が学生に何を

求めているか、学生が地域で何をしたいのかがはっ

きりする。意見交換を行うことで地域と大学がより
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よい関係を築くことにつながると確信しているとのことであった。1 年生には、積極的に地

域と連絡を取り合い、現地に行くなどしてよりよい関係を築いていって欲しいとの助言を

した。 

 

17 広島大学生物生産学部の斎藤氏は、これまでは一つの地域の方の話を伺うことはあっ

たが、このフォーラムのように多くの地域の方から話を一度に聞くことはなかった。良い

機会になった、地域の皆さんが学生に何を求めているかもわかり、勉強になったと述べた。 

 

17 広島県地域政策局中山間地域振興課の長岡氏は、討論を締めくくるにあたり、コメン

トと講評を行った。学生が地域に関わることが素晴らしい取り組みで、かつ最先端のこと

だと考えた。本日のフォーラムでの討論を振り返り、地域の皆様、学生、教職員それぞれ

が変化してきたのではないかと感じた。それぞれの立場での変化もさることながら、特に

印象に残ったのは、船戸准教授が報告された課題解決に対して、提案するだけでなく行動

に移されている事例が出てきたことである。このような取り組みが、これから地域を変え

ていく、力になるのではないかと考える。 

 

18 長岡氏は、受入れた地域・市町で

は、学生との交流を通じて人と人との

つながりというのを感じたのではない

か、と述べた。地域での体験は、学生

が卒業した後も、1 人の人間として地域

とのつながりが残っていくだろう。大

学での地域体験を、今後の人生で地域

とどのように向き合っていくかを考え

る上でよいきっかけにして欲しい、と

講評した。 

 

19 司会の細野准教授は、地域・市町の参加者の皆様にご発言いただけなかったことを詫

び、第 2 部の討論会を終了した。 

 

表彰式、閉会の挨拶 

20 大泉コーディネーターは、広島大学地（知）の拠点活動を行うにあたって、たくさん

の方々、地域、市町の皆様にお世話になった、と謝辞を述べた。生物圏科学研究科（生物

生産学部長）では、この間のご協力に感謝し、吉村研究科長より地の拠点教育研究功労者

表彰を行うことを紹介した。 
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21 吉村研究科長は、安芸太田町いにぴちゅ会

会長の河野司氏（代表）に対して、地（知）の拠

点と連携した地域志向教育研究の実践ならびに

中山間地域・島しょ部への貢献を志向する人材の

育成に多大なる尽力をしていただいた功労に対

し、深甚なる感謝の意を評するためここに表彰す

る、として表彰状を贈呈した。続いて、以下の皆

様に対して同様の内容の表彰状を贈呈した。 

 （円卓フォーラムにおける表彰者の皆様は以下の通り。対象者全員の氏名は添付資料２） 

井仁自治会会長 大江眞様。大崎上島町食文化海藻塾塾長 道林清隆様。フ

ィッシング中村 中村修司様。株式会社島ごころ代表取締役 奥本隆三様。

呉市新果園 末岡和之様。農事組合法人世羅幸水農園組合長理事 原田修様。

農事組合法人世羅大豊農園組合長理事 祢冝谷全様。東広島市有限会社トム

ミルクファーム代表取締役 沖正文様。東広島市農事組合法人ファーム・お

だ 吉弘昌昭様。広島市太田川漁業協同組合代表理事組合長 森正記様。三

次市大前農園 大前憲三様。 

 

22 吉村研究科長は、COC 活動にご協力いただいた地域・市町の皆様に対して感謝の意を

表した。広島大学の大きな目標は、平和共存社会を作ることであり、教育では平和につい

て力を入れている。その平和の中には食料生産や地域社会の存続が含まれている。生物生

産学部では中山間地域・島しょ部に焦点を当てた活動を実施してきたが、学生諸君は、体

験学習やインターンシップを通じて、人と人のつながり、食べ物、環境等について現場レ

ベルで学べたと確信している。グローバル人材は、海外に出た時にも自分の国・地域を語

れるということは重要なことである、と述べた。 

 

23 フォーラムでは農業は総合産業だとの指摘があったが、実際、農学は総合的な学問で

あり、生物学、食品加工、流通、農林水産業の全体を通して一つの学問となっている。酒

粕アイスを開発する際、学長にも試食してもらったが、アルコールは大丈夫なのかと質問

があった。これに対して、実際にアルコールの量を科学的に検証していた船戸准教授は大

丈夫だと即答した。このように広島大学ができることを通じて、地域と連携し、地域によ

り良いものを還元できればと考える。今後も地域・市町の皆様方のご支援をいただきなが

ら、大学教育の向上をはかり、地域産業に貢献していきたい。 

 

24 COC 事業は予算的には今年度で節目を迎えるが、今後の活動の継続を大学に依頼する

とともに、今後とも地域・自治体の皆様には何かとご協力をお願いする旨を述べて、閉会

の挨拶を終えた。  
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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 出席者 出席者 

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 

 

 

  

地（知）の拠点教育研究連携地域等功労者表彰者（全員） 

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 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
株式会社布野特産センター

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３ 

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４ 

 

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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添付資料５  円卓フォーラム広報ポスターとプログラム 

 

 

 

■ 29 12 7 12:50 16:05

■

■

■

■
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広島大学 地（知）の拠点中山間地域・島しょ部領域 

第４回円卓フォーラム プログラム概要 

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～ 

 

日時 平成 29 年 12 月 7 日（木） 12：50～16：05   場所 学士会館レセプションホール 

主催 国立大学法人 広島大学 生物生産学部・生物圏科学研究科  共催 一般社団法人国立

大学協会 

 

開会あいさつ 高田理事・副学長 

第１部：地域と農学フィールド教育・・・12:50-14:20 

 司会：山尾政博 

 １ 活動の概要と成果                     

  １）地の拠点担当         細野賢治  

  ２）共同利用教育拠点担当     各拠点から報告 

 ２ 学生の視点から 

  １）体験学習の概要・成果、課題         教養ゼミ橋本班 1 年生 11 名 

  ２）インターンシップを通じた地域体験      27 年度井仁地域インターン 

                教育学部 4 年 棚橋さん生物生産学部 4 年小佐井くん 

 ３ 受入地域の視点から 

  １）地域活性化からみた体験学習・インターンシップ トムミルクファーム沖代表取締役 

  ２）体験活動プログラムを提供して      世羅大豊農園 祢冝谷組合長理事 

  ３）連携市町にどのようにご協力いただいたか 安芸太田町 小笠原地域づくり課長 

 ４ 教員の視点から 

  １）教養ゼミの担当教員の視点から              生物圏科学研究科        船戸准教

授 

  ２）運営した担当教員の経験       元 COC 特任助教     天野通子氏 

休憩・・・ 14:20– 14:35 

 

第２部 地方創生を支える人材育成プログラム・・・14:35 – 16:05  

 司会：細野賢治、大泉賢吾 

    市町、地域、学生、教職員による円卓フォーラム 

 講評 中山間地域を支える若手人材の育成、広島県庁地域政策局中山間地域振興課長岡主査 

 まとめ 

地（知）の拠点 功労者表彰    吉村研究科長から連携地域 21 名の皆様へ 

閉会 あいさつとお祝い  吉村生物生産学部長  
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パネル展示 

 ・教育関係共同利用拠点での成果発表パネル展示 

 ・地（知）の拠点事業の成果パネル展示 

 

情報交換会・・・・17：00～18：30 

 場 所：マーメイドカフェ広島大学店「ラ・プラス」軽食とフリードリンク（ノンアルコール） 

【参加連携市町・地域・県庁】 

広島県、東広島市役所、三次市役所、世羅町役場、安芸太田町役場 

トムミルクファーム、ファームおだ、太田川漁協、井仁・いにぴちゅ会、金原農園、海藻塾、フィッシン

グ・中村、世羅幸水農園、世羅大豊農園、大前農園、新果園・とびしま柑橘倶楽部、（株）島ごころ、世

羅高原カメラ女子旅、地域おこし協力隊、他 
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第Ⅳ部 学生・教員による地域課題

研究・共同研究・地域貢献概要 
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 連携市町・連携地域等から多様な研究ニーズの相談を受け、地域連携推進事業などにつ

なげているほか、地域が一定の負担をする調査研究も出てきています。太田川河川環境の

再生、安芸太田町井仁の地域活性化支援などの調査研究は、いずれも生物生産学部と教育

学部が連携して取り組んでおり、教員の研究と共に学生の卒業論文のテーマにするなど積

極的な取り組みが行われています。連携地域の地域課題をテーマとした学生の卒論研究も

多く、その結果に地域からの期待が高まっています。 

 また、学生の提案、学生の主体的な活動を中心にしつつ、地域・市町の要望、教職員の

活動などが加わり、連携市町・地域をフィールドとする多様な地域貢献活動も展開しまし

た。 

 

１．学生の卒業論文（平成 29 年度卒業生）代表例 

 松谷「6 次産業化推進による地域活性と課題－広島県中山間地域における取組を中心に

－」：本論文では、6 次産業化を推進することが農村地域の活性化に与える効果について、

とりわけ雇用・人財の確保に注目して検討しました。広島県世羅町の 6 次産業ネットワー

ク、および三次市の道の駅ゆめランド布野のそれぞれの取り組みを事例として、6 次産業化

の取り組みを行っている事業所の経営者や従業員などが持つ担い手意識や、当地で体験学

習を行った学生が外から見たそれぞれの地域に対する交流意識などをアンケート調査によ

り分析し、6 次産業化で農村の担い手の持続的に確保するための取り組みのあり方を検討し

ています。 

 

（写真 道の駅ゆめランド布野・布野ふれあい市場） 
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 小佐井「高齢農業者の就業継続が農村社会に及ぼす影響－費用便益分析を中心に－」：本

論文では、高齢者が農業就業を継続することに関する農村への社会的影響について、費用

便益分析を行って実証的な考察を試みています。事例対象を広島県安芸太田町井仁地区と

しており、高齢化が進む農村社会において、高齢農業者が農業就業を継続する際に生み出

される社会経済的価値、および社会経済的費用を計算し、これらの差を求めることで高齢

者の就農継続が社会にとって価値があるか否かを検証します。また、農家へのヒアリング

調査をもとに、高齢化する農村社会において持続的なコミュニティを形成・維持するため

の必要条件を検討しています。 

 

（写真 安芸太田町井仁の棚田） 

 

 

 

 

２．中山間地域・島しょ部フィールドワーク特別演習 

 本科目は、条件不利地域が抱える問題について、実際にその地域に赴いて聞き取りなど

のフィールド調査を行って具体的に抽出し、それを社会経済学的に分析・把握して解決方

法を検討する力を身につけることを目的としています。そして、地域農水産業が抱える問
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題を具体的に把握するために、実際に地域に赴いて聞き取りなどフィールド調査を行い、

問題発見および解決方法を検討しています。平成 29 年度は 8 人が受講し、井仁の棚田（安

芸太田町）、世羅高原 6 次産業ネットワーク（世羅町）、道の駅ゆめランド布野（三次市）、

JA 広島ゆたか（呉市豊町）、JA 広島果実連（広島市）、農事組合法人たからじまファーム

（呉市倉橋町）、株式会社孫野菜（安芸高田市）、JA 三原柑橘事業本部（尾道市瀬戸田町）、

JA おちいまばり農産物直売所さいさいきて屋（愛媛県今治市）などでフィールド調査を行

いました。 

 

（写真 JA 広島ゆたか） 

 

３．コラボ企画 

１）ワークショップ 

 ①東広島市農業の担い手交流会 

 東広島市が主催する農業の担い手交流会に学生とともに出席しました。開催状況は、①

新規就農者対象が平成 29 年 7 月 25 日（火）、②集落法人及び畜産農家対象が平成 29 年 7

月 26 日（水）、③認定農業者及びその他大型農家対象が平成 29 年 8 月 2 日（水）にそれぞ

れ行われ、それぞれ 50 人を超える参加者がありました。広島大学からは生物生産学部の学

生・院生と教員が参加し、1 グループ 10 人程度のワークショップ形式で東広島市在住の農

業者の方々の農業経営の現状と問題点を皆さんで把握しました。 
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 ②JA 広島中央会・新規就農者のための農業経営基礎講座 

 JA 広島中央会が主催し、平成 29 年 12 月 20 日（水）に開催された広島県の新規就農者

のための農業経営基礎講座に出席しました。約 30 人の農家、農協職員、および学生・教員

が出席し、4 グループに分かれて農業経営戦略を検討するワークショップを行いました。各

グループから 1 人の農業者が事例となってグループ全員で KJ 法による SWOT 分析を行っ

たのですが、グループワークは、東広島市安芸津町のカンキツ農家、東広島市志和町の有

機栽培農家、安芸高田市のアスパラガス生産農家、および府中市の農業法人の施設ホウレ

ンソウ栽培担当者を対象として行いました。 

 

２）ホームカミングデー 

 平成 29 年度のホームカミングデー（11 月 5 日）に、生物生産学部公開企画の一環として

開催された「古代アステカ王国時代の『飲むチョコレート』の技法に、日本の伝統文化・

石臼の技術を加えて再現し、味わおう！」に COC 中山間地域・島しょ部領域としてコラボ

レーション参加しました。この企画は、食品物理学（上野聡教授）の主催によるものです

が、世羅町役場産業振興課の方々にも来て頂き、世羅のドライフルーツや「せらり（米粉

サブレ）」にショコラミルで挽いたカカオリカーをつけて来場者に試食してもらいました。

当日は 400 人を超す来場者があり、皆さんショコラミル体験をして頂いた後、世羅の 6 次

産品と合わせて試食してもらったのですが、なかには、試食品の「せらり」を気に入って

下さった方もいて、複数の方から「どこで販売しているのか」と訊ねられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 ホームカミングデー学部公開企画の一コマ） 
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 ３）食料資源論 

 平成 29 年 12 月 14 日（木）の食料資源論（専門基礎 1 年次必修）では、地域で活躍する

2 人の広島大学生物生産学部卒業生に講師になってもらいました。一人は 2009 年 4 月卒業

生で元安芸太田町地域おこし協力隊員の大坪史人さん（和歌山大学COC+推進室特任助教）、

もう一人は 2017年 9月卒業生で、現役の東広島市地域おこし協力隊員の山田芳雅さんです。 

 特別講義のタイトルは「地方創生しごと図鑑 Vol.2 農村で若者ができること」でした。二

人とも中山間のリアルを若者の視点から話してくれました。そして、受講生から「農村が

学生に求めることは何か」という質問に対して、二人とも、とにかく、農村に行って現実

をその目で見ること、できるだけ多くの農村の人たちとコミュニケーションを取ること、

そして経験すること、さらにその経験を人生の糧にすること、という答えを返していまし

た。 

 

（写真 大坪史人さんの特別講義） 
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（写真 山田芳雅さんの特別講義） 

 

４）一般公開講座「GAP 普及の意義、今後の課題」の開催 

2017 年 11 月１０日（金）、広島大学生物生産学部にて、バイエルクロップサイエンス株

式会社に所属し、JGAP 上級指導員/アジア GAP 上級審査員である橋本省三氏をお招きして、

公開講座を開催しました。この講座は、生物生産学部が開設する食料生産管理学の講義の

いっかんとして実施されたものです。受講学生に加えて、COC の活動で連携する市町の農

林水産業の担当者、生産者、関心のある学生・院生約 80 人が共に学びました。 

 農業生産の現場にも生産工程管理の手法が導入されつつあります。広島県でも JGAP 及

びグローバル GAP を取得する農場が増えています。3 時間にわたった講座では、GAP の基

礎とその必要性、JGAP 認証とは、JGAP の導入について、国内外の GAP を取り巻く情勢、

また GAP 導入のポイントとその事例として、リスク管理、交差汚染、従業員の健康、リス

ク評価、見える化、継続的改善とＰＤＣＡサイクルなどの説明がありました。 

 市町の方から様々な視点の質問があり、学生はその実態や重要性が一層理解できたよよ

うでした。 
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４．共同研究 

①共同研究先機関：株式会社孫野菜（安芸高田市向原町） 

 テーマ：「中山間水田地域のこれからの農産物流通の研究～農村の持続性を高めるための

新たな農産物販売戦略とその波及効果～」 

 共同研究受託者：細野賢治准教授（食料生産管理学研究室） 

 共同研究者：大坪史人（和歌山大学特任助教） 

 内容：高齢化や担い手不足により農業・農村において持続性低下が懸念される中山間水

田地域では、小規模農家や自給的農家の農業継続が集落の持続性を高めるための最重要課

題の一つとなっています。このようななか、株式会社孫野菜は、安芸高田市向原地区の小

規模農家約 80戸が生産する多品目少量野菜を集荷し広島市内の主に飲食業者に販売する業

務を行っています。本研究では、このようなビジネスモデルが中山間地域農業の持続性に

与える社会経済的効果について、出荷者および実需者へのアンケート調査の分析をもとに
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明らかにすることを目的としています。 

 

（写真 株式会社孫野菜で集荷された野菜） 

 

 

②広島県内の GAP(Good Agricultural Practice)認証取得農場の動向 山尾・天野  H28年度

～H29 年度 

広島県内において GAP を取得する農業経営が増えている。本研究は、GAP認証を得ることによっ

て得られるメリットとデメリットについて分析し、食の安全確保と環境保全にどのように貢献し

たかを明らかにしました。認証を取得した農業経営には、食の安全管理と環境保全に対する強い

社会的責任感が備わっていました。 

 

③アユなどの川魚や動植物が生息しやすい生物多様性のある豊かな太田川再生の研究 

太田川水系全体を網羅するように定点を設置し、クロロフィル等の水質項目、珪藻・緑藻・

藍藻等の付着藻類の量・組成、水生昆虫の生物量・種組成・生活型組成や個体群の遺伝的

構造などを調べ、河川の‘健全度’をモニタリングする手法の基礎調査を、生物生産学部

と教育学部の学生と教職員が行っています。 

研究結果をアユ漁等の増加に活かすため、㋐禁漁区間・時期の検討・見直し、㋑中間育成

アユ等の放流量・放流場所・時期の検討・見直しなどにつなげようと調査研究を実施して
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おり、流域の漁協や地域からの期待が高まっています。 

 

 

 

④広島大学の学生・院生・教職員の井仁地域での活動を通じた地域活性化支援プログラム 

 安芸太田町井仁は、教養ゼミ体験学習、中山間地域島しょ部連携インターンシップ、卒

業論文対象地域など、広島大学の教育研究フィールドとしての連携が進んでいる。このた

め学生の活動や地域課題解決のための卒論研究などによる地域人材育成と地域課成果につ

なげる調査研究を生物生産学部と教育学部の学生が中心となって実施しています。 

稲刈り体験プログラム、・草刈体験プログラム、・困りごと解決プログラム、・外部人材シェ

ア拠点ハウスプロジェクト（棚田カフェ）などに学生が積極的に関わり、地域の期待が高

まっています。 
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５．学生による地域貢献活動 

①地域活性化につなげる農商工連携マルシェの運営参加 

 教養ゼミ体験学習やインターンシップの受け入れ先であるトムミルクファームを中心に

東広島市の県央（豊栄・福富・河内）で取組まれている耕蓄連携や 6 次産業化、さらには

当該地域での活性化に貢献するため、学生のボランティア活動が積極的に行われています。

県央商工会によるセントレマルシェ（２９年１１月）には、５学部２１名の学生が参加し、

その運営で活躍しました。 

 主催者からは、「ボランティアの学生さんたちのスキルは素晴らしいものでした。お願い

したことだけでなく、想定外の事にも自ら考え良い方法を探し出すという現場対応力があ

りました。学生さんたちがいなかったら、成り立たなかった出店者さんがあったと言って

も過言ではありません。」と評価をいただきました。 

 参加した学生は、今後も地域活性化を促進するセントレマルシェなどの活動に積極的に

関わっていきたいと意欲を示しており、体験学習・インターンシップなどの地域志向教育

の成果が現場で評価されています。 

 

 

 

 

②クラウドファンディングによる地域活性化活動 

 安芸太田町井仁では、クラウドファンディングによる棚田カフェ建設・運営に教養ゼミ

体験学習やインターンシップでお世話になった学生が携わるなど、積極的な交流と支援が

行われています。 
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 呉市豊町大長では、とびしま柑橘倶楽部のクラウドフ

ァンディングによるかんきつ荒廃園の再生に、教養ゼミ

体験学習やインターンシップでお世話になった学生が携

わるなど、交流と支援が始まっています。 

 

 

 

 学生との地域交流が「地域の元気」、「地域の拠点づくり」、「荒廃園の解消と活性化」な

どにつながっています。また、学生とファンド資金提供者との交流などから学生の視野が

広がり、多様な就業展開が期待されます。 
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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。 

 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 29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 7，２６６人・コマ＊です。 

 教養ゼミ体験学習（ＰＢＬ授業全体）満足度は９３％（４．５／５点）、問題発見能力

の高まりを感じた学生９３％、問題解決能力の高まりを感じた学生９０％、地域貢献・地

域就職への意識のたまりを感じた学生８５％とＣＯＣ活動は大きな成果になっています。 

     ＊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 29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 ７２６６ 

  活動数のうち地域・市町延べ 1,785、うち教職員延べ 831、 

うち学生延べ 4,440 
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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。 

 

 

29年度の報道実績 10件 

報道時期 メディア 報道数   報道内容   

29年 12月 8日 中国新聞 1件  
第 4回円卓フォーラム の開催（12月 7日） 

地域と学生がつくる地域志向型教育 

29年 11月 9日 読売新聞 １件 
インターンシップで伝統の祭り支援へ（呉市大長） 

読売新聞 ふるさとあしたへで特集 

29年 10月 2日 ＣＡＴＶ 1件 
地域志向インターンシップ（世羅町） 

フルーツ王国世羅高原夢まつりなどで 6次産業を学ぶ！ 

29年 9月 24日 

朝日新聞 

朝日新聞 

デジタル 

2件 
地域志向インターンシップ （呉市大長） 

呉市豊町の黄金の島で大長みかんや伝統の櫓祭りを学ぶ！ 

29年 9月 6日 

29年 9月 8日 

ＣＡＴＶ 

中国新聞 
2件 

地域志向インターンシップ（東広島市トムミルクファーム） 

牧場作業から乳製品加工販売まで地元の 6次産業を学ぶ！ 

29年 8月 26日 中国新聞 1件 
地域志向インターンシップ（三次市大前農園＆道の駅） 

広島大学生のインターシップ （三次市） 

29年 7月 8日 ＣＡＴＶ 1件 
教養ゼミ体験学習（道の駅ゆめランド布野など） 

広島大学の教養ゼミ体験授業 （三次市） 

29年 6月 25日 ＣＡＴＶ １件  
教養ゼミ体験学習 トムミルクファーム・豊栄・河内 

広島大学の学生が豊栄の獣害柵の点検見回り補修を実践  
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２．プレスリリースと報道実績 

 

平成 2９年１２月１日プレスリリース 

地（知）の拠点第 4回円卓フォーラムの開催 及び連携地域への教育研究功労者表彰について 

広島大学における文部科学省「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業（大学 COC 事業）」

が最終年を迎えるに当たり、ＣＯＣの一分野であります 

中山間地域島しょ部領域では、「第 4 回円卓フォーラム」を開催し、学生、連携地域・市町・

県、教職員等で活動の成果をまとめます。 

・本フォーラムでは、地域と学生がつくる地域志向型教育についてご議論いただき、地（知）

の拠点活動から本学独自のフィールド教育へと展開させることで、地域・市町の皆様と共にＣ

ＯＣ活動の成果と課題を確認して参りたいと存じます。 

 皆様是非ご参加いただき、今後の地域志向教育などについてご助言賜りますよう、お願い致

します。 

・また、この円卓フォーラムにおいて、地(知)の拠点の地域志向教育研究活動にご尽力いただ

いた連携地域等の方々２１名への感謝の意を込めて、生物生産学部長から教育研究功労者表彰

を行います。 

 

《円卓フォーラム》 

日 時：12 月 7 日（木）12:50～16:05 

場 所：広島大学東広島キャンパス学士会館２Fレセプションホール 

テーマ： 

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～ 

プログラム概要： 

第 1 部 地域と農学フィールド教育 

・教養ゼミの学生、地域志向インターンシップの学生の報告 

・フィールド教育受入連携地域、連携市町担当課の報告 

・教養ゼミフィールド教育担当教員、ＣＯＣ担当教員の報告 

第 2 部 地方創生を支える人材育成プログラム 

・連携市町、連携地域、学生、教職員による円卓フォーラム 

・広島県地域政策局中山間地域振興課による講評 

《連携地域への地域志向教育研究功労者表彰》 

表彰者 ： 地域体験学習・地域インターンシップ受入機関の代表者等 

    東広島市トムミルクファーム、ファーム・おだ など 8市町 21 名 

 表彰式：円卓フォーラム（全表彰者リストは、別添資料による） 

 

報道実績  平成 29年 12月 8日 中国新聞 
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地域の伝統・まつり保存に関する読売新聞の取材 

   COC学生祭り支援・地域志向インターンシップの取材対応結果 

平成 29年 11月 9日 読売新聞 （ふるさとあしたへ 特集） 1 件 

 

平成 2９年９月２０日プレスリリース 

広島大学生のインターシップ （世羅町） 

フルーツ王国世羅高原夢まつりなどで 6次産業を学ぶ！ 

地域に学ぶ広大インターンシップ研修を実施（9月 21日～） 

 

1.広大インターンシップ研修の概要 

 広島大学の学生は、中山間地域の６次産業化など地域活性化で優れた成果を上げている、世

羅町・6次産業ネットワークで 4泊 5日の泊まり込みインターンシップ研修を行います。 

 ６次産業加工施設において特産フルーツとショコラミルとのコラボを考える（9/22）、フルー

ツ王国世羅高原夢まつりの準備と当日運営のお手伝い（9/23-24）、地元の６次産業ネットワー

クの地域活性化活動などを学生が実地に研修し、最終日は研修成果の発表会（9/25）を行いま

す。 

2.インターンシップの日程等 

（１）スケジュールと参加学生は次のとおりです。 

 ・9月 21日～9月 25日（4泊 5日）  生物生産学部・文学部 女子 2 名 

  9/22：9:00 頃～ 学生によるフルーツとショコラとのコラボ 世羅幸水農園ビルネ・ラー

デン内 

  9/23～24：8:00 頃～ フルーツ王国世羅高原夢まつりの準備・運営 せら夢公園・ワイナ

リー 

（２）各日別の仕事は天候等で変更の可能性がありますので、世羅町役場に直接お尋ねくださ

い。 

    世羅町産業振興課 雜賀（さいか）様 TEL０８４７－２２－５３０４（直通） 

（３）広島大学生物生産学部では、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、インターンシップを毎年世羅町と連携して実施しています。 

【お問い合わせ先】 

大学院生物圏科学研究科 地域連携室 コーディネータ 大泉賢吾 

Tel：082-424-7905   FAX：082-424-2037 

E-mail：sei-chiiki@office.hiroshima-u.ac.jp 
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※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 １０月２日 せらケーブルねっと 

 

平成 2９年９月 8日プレスリリース 

広島大学生のインターシップ （呉市豊町大長 八王子会） 

呉市豊町の黄金の島で大長みかんや伝統の櫓祭りを学ぶ！ 

地域に学ぶ広大インターンシップを実施（9月 20 日～） 

 

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。 

 呉市豊町の大崎下島は大長みかんなど多品種の柑橘を生産する県内柑橘類の一大産地であ

り、黄金の島とも呼ばれています。その大長の八王子会と連携して本学の学生が、みかん園（温

州みかん・施設オレンジ・レモン園など）の作業・栽培技術などを学ぶとともに、ジャムなど

加工品づくり、伝統の大長「櫓祭り」の準備の手伝い、などの泊まり込み研修を受けます。 

 

2.インターンシップの内容 

（1）スケジュールと参加学生は次のとおりです。 

 ・9月 20日～9月 24日（4 泊 5日） 生物生産学部・教育学部の学生２名（女性１，男性１） 

  ※開始：9月 20日 午前 11 時頃、呉市豊市民センターみかんメッセージ館からみかん園へ 

（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日の泊まり込み研修を受けます。 

 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) 広島大学生物生産学部独自の地域インターンシップを通じて大長地域の秀でた取り組みや

活動を学生が主体的に学び、少しでも地域に貢献できる活動を学生が行い、長期的視点で地域

志向型人材の育成にもつなげるもので、呉市豊町の八王子会と広島大学地（知）の拠点※が連

携して実施するものです。 

【お問い合わせ先】 

大学院生物圏科学研究科 地域連携室 コーディネータ 大泉賢吾 

Tel：082-424-7905   FAX：082-424-2037 

E-mail：sei-chiiki@office.hiroshima-u.ac.jp 

※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、
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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 ９月 24 日 朝日新聞 

     ９月２４日 インターネット版朝日新聞デジタル 

 

 

平成 29年 8 月 24日プレスリリース 

広島大学生のインターシップ （東広島市トムミルクファーム） 

牧場作業から乳製品加工販売まで地元の 6 次産業を学ぶ！ 

広大生が地元トムミルクファームでインターンシップ研修 

 

1.広大インターンシップ研修の概要 

 広島大学生物生産学部の学生は、中山間地域の六次産業化など地域活性化で優れた成果を上

げている、東広島市豊栄のトムミルクファームで 4 泊 5 日の泊まり込みインターンシップ研修

を行います。 

 牧場フィールド作業、牛舎の管理、乳製品加工の手伝い、まきばカフェでの販売、地元のネ

ットワーク組織である「心のふるさと県央協議会」の地域活性化活動などを、学生が実地に研

修します。 

 

2.インターンシップの日程等 

（１）スケジュールと参加学生は次のとおりです。 

  ・8月 31日～9月 4日（4泊 5日）  生物生産学部１・2年 女子 2名 

  ・9月 7 日～9 月 11日（4泊 5日）  生物生産学部１・2年 女子 3名 

（２）各期間・日別の仕事は天候等で変わりますので、トムミルクファームに直接お尋ねくだ

さい。 

  トムミルクファーム 沖正文代表取締役 TEL０８２－４２０－３３２３（事務所） 

（３）広島大学生物生産学部では、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

でインターンシップを毎年実施しています。 

 

【お問い合わせ先】 

大学院生物圏科学研究科 地域連携室 コーディネータ 大泉賢吾 

Tel：082-424-7905   FAX：082-424-2037 

E-mail：sei-chiiki@office.hiroshima-u.ac.jp 
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※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 ９月６日～1週間  東広島ケーブルメディア 

     9月 8日 中国新聞 

 

平成 29年 8 月 21日プレスリリース 

広島大学生のインターシップ （三次市） 

 

中山間地域島しょ部連携インターンシップは、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※活動の一環で毎年実施して

います。 

 

三次市から以下のようにインターンシップを実施する旨、プレスリリースされました。 

 

１ 日時 平成２９年８月２３日（水）から２８日（月）まで 

２ 場所 大前農園（２３日午後～２５日午前）， 

道の駅ゆめランド布野（２５日午後～２８日） 

３ 研修内容 

  農作業補助（イチゴ，アスパラガス等） 

道の駅 店舗・レストラン等運営補助 

 

報道実績 8月 26日 中国新聞掲載 

 

 

平成 29年 6 月 20日プレスリリース 

広島大学の学生が豊栄の獣害柵の点検見回り補修を実践 

獣害対策に有効な牛の水田放牧なども学ぶ(６月２５日) 

 

1.概 要 

 広島大学生物生産学部の学生は、中山間地域の大きな課題となっている獣害対策について、

東広島市豊栄のトムミルクファームや農事組合法人シバザクラの里乃美の皆様の指導をいただ

き、周辺に作られている獣害柵の点検見回りと補修など、学生による地域貢献活動を実施しま

す。 

 また、獣害対策に有効との観点から最近注目されている「牛の水田放牧」などについて、ト
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ムミルクファームの沖代表や地域の方々から学び、昼食は特製ジビエカレーをいただきます。 

 日程：６月２５日（日）午前 9時 40 分から作業 （９時から水田放牧等の計画説明） 

 場所：トムミルクファームを中心に豊栄町乃美など 

    参集：東広島市豊栄町乃美 1083-5 トムミルクファーム TEL 082-420-3323 

 参加者：広島大学生物生産学部 学生・院生・教職員３２名   

トムミルクファームや乃美地域の方々 

2.内 容 

(1)東広島市の中山間地域では、獣害対策が大きな課題になっており、農地を柵で囲うなど設置

に多大の経費が必要であり、その柵の維持管理も大変な作業になっています。 

(2)広島大学生物生産学部の学生（教養ゼミ 1年生・上級生・院生）は、地域の方々の指導をい

ただき東広島市豊栄町乃美に設置されている獣害柵約１キロにわたって点検補修作業を行いま

す。 

(3)また、トムミルクファームと地域で計画されている「家畜を使った獣害対策として注目が集

まっている牛の水田放牧」について、設置・放牧に向けて地域の皆さんと共に学びます。 

(4)当日のスケジュールは、次（裏）ページのとおりです。 

(5)広島大学生物生産学部では、広島県内の中山間地域島しょ部において、農業などの優れた取

り組みを現地で学び体験する「地域志向の現地体験授業（教養ゼミ）」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ています。今回の取り組みは、この活動を進める地

（知）の拠点活動の一環として実施するものです。 

【お問い合わせ先】 

広島大学大学院生物圏科学研究科 地域連携室 コーディネータ 大泉賢吾 

Tel：082-424-7905   FAX：082-424-6480 

URL：http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/ 

 

報道実績 カモンケーブルテレビ 

 

 

平成２９年７月４日 三次市政策部企画調整担当 ニュースリリース 

広島大学の教養ゼミ体験授業が行われます。 

 

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。 

広島大学では，生物生産学部の１年生を対象とした教養教育科目「教養ゼミ」 

の体験学習として，中山間地域等の課題に注目した地域体験型の授業を実施され 

ており，昨年度に引き続き，三次市においても授業が行われます。２１名の学生 

が，布野地域においてさまざまな体験を行います。 
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１ 日時 平成２９年７月８日（土）９時５５分から１５時３０分 

２ 場所 道の駅 ゆめランド布野 ほか 

３ 内容 講義：「道の駅ゆめランド布野の取組について」 

（講師）(株)布野特産センター 代表取締役 廣田幸男さん 

体験：合鴨農法水田の除草ほか（協力：道の駅ゆめランド布野） 

河川清掃，鮎の塩焼き体験ほか（協力：江の川漁業協同組合） 

アスパラガス収穫体験ほか（協力：大前農園） 

※内容の一部は２班に分かれて行われます。 

 

報道実績 ピオネット（ケーブルテレビ） 

 

 

  



179 

 

 

 

 

 

 

第Ⅶ部 連携地域・市町 
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１．「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。主な連携は以下のとおりです。 
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２．各連携地域等の概要 

（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 

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

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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風土を活かした柑橘類やブルーベリーなどの栽培と併せて、季節に応じた農業体験や自慢の加

工品づくりができる「まるごと島体験」「家族の一員として迎える民泊」のプログラムも展開されてい

る。 

 このような地域にあるシトラスかみじまは、Ｉターン農業者の受け皿となり、新規就農者の意欲的な

活動が見られる。地元の生産者も各種の特産かんきつの露地栽培だけでなく、施設ハウス栽培に

も意欲的に取り組み、高級かんきつ「せとか」など

新たな品種を組み込んだ経営をおこなっている。 

 

（３） 大崎上島町 食文化海藻塾・大崎内浦漁

協・フィッシング中村など水産業 

 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

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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福利厚生の充実をはかりながら後継者育成にも力

を入れている。また、世羅町で取組んでいる 6 次産

業ネットワークを通じて、地域との連帯と共存をは

かる経営を目指している。 

 世羅幸水農園では、55ｈａ余りの圃場をもち、幸

水を中心に年間約 1 千百トンが収穫される。「ビル

ネ・ラーデン」と名付けられた直売所では、農園で

生産された果物や加工品等が販売され、都市住民

との交流窓口となっている。 

 梨一筋であった農園は、現在、ぶどう・いちご・す

もも・桃なども栽培し、果物狩りも楽しめる多品種の

果樹園となった。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・大前農園・

江の川漁協 

 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。 

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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 以前は、河川域に繁殖するヨシ等は地域農業

にとって貴重な資源であったが、地域農業の変

化によってヨシ等の利用がなくなっていった。現

在は、ヨシ等が過剰繁茂し、川床の陸域化など

が進行している。良好な河川環境の維持と漁場

の改善には、ヨシの刈り取りや河川に流れるごみ

の除去などが必要である。 

 いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空間の

形成を目的として、太田川支流の吉山川で、約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

ヨシが茂る吉山川のようす 

http://engan.jimdo.com/
http://engan.jimdo.com/
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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。 

 

 

（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） 

 

 

 

（１０）ファームおだ 

農業が、農産物生産だけでなく、加工、食品製造、販売、観光グリーンツーリズムなど、地域産業

としての広がりを生み出し、自治組織と経営組織の 2段階方式や組織間連携などによって、地域

がもっと元気になることを目標に事業展開されています。 

 集落営農法人化のリーダー養成に力を入れ、養成講座や小さな役場と位置付けている共和の

郷・おだ（共和塾）の活動が基盤になっています。小田小学校区を一つの農場にまとめ小さな農協

とも呼べる法人経営を実践しています。 
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 人農地プランで経営規模を 103haに拡大し、米

の需要拡大につなげる米粉パン工房（パン＆米

夢）で地域の雇用を生み出し、さらに土づくり、6

次産業化、新技術・新品種への挑戦、アスパラ栽

培を加えた後継者安定雇用を目指しています。 

 

 

 

 

（１１）トムミルクファーム 

 トムミルクファームは 1998年にフリ

ーバーン牛舎を取り入れ、雇用型酪

農経営を導入しました。以来、6次産

業化･開かれた牧場を目指し、乳製

品加工･販売を手掛けると同時に、牧

場を公開した一般向け酪農教育も行

っています（全国 300の酪農教育ファ

ームに認定）。 

 耕畜連携を目標に、飼料用稲「たち

すずか」をいち早く周辺で栽培しても

らい、導入、試行錯誤の上、使用量

を年々拡大しています。 

 現在の課題は、ロール(乾飼料をビ

ニールで巻いた大玉)の鳥獣害対策･

保管場所、輸入飼料の高騰など。現

代日本、農業ほど難しい事業経営は

ありません。農村と地域を未来に残

すため、本気で取り組み、あきらめず、

やりきっていく集落法人の担い手を

待っています。 

 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の栽培や耕

畜連携をいち早く進め、畜産業を基
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本とした 6次産業化や地域連携に取り組んでおり、トムミルクファームを中心に県央（豊栄・福富・

河内）で取組まれている耕蓄連携や 6次産業化、さらには当該地域での活性化方策などにも意欲

的です。 

 

 

 

 

（１２）呉市大長（豊町八王子会） 

 「安芸灘に浮かぶみかんと歴史の島」という言葉に代表される大長は、大長みかん発祥の地で

あり、広島県の一大ブランド産地です。また、御手洗は古くから商業が盛んで町並み保存地区を

中心とした観光に力を入れています。 

 農業と観光の融合を図るべく、特産みかんの加工・製品化と特産品販売などを進めています。 

 大学の教養ゼミやその後の展開を通じて、地域と大学の継続的で発展的な関係を構築していき

たいとの思いが強く、これまでの広島大学の地域活動が高く評価されています。 
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第Ⅷ部  

アンケート調査結果 
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１．地域志向教育に関する学生アンケート結果 
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２．教養ゼミ体験学習学生アンケート結果 
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３．連携市町・地域アンケート調査結果 

１）円卓フォーラムの評価アンケート調査 
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２）地域志向教育効果アンケート調査 
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３）地（知）の拠点評価アンケート調査 
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