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中山間地域・島しょ部対策領域の活動を 
まとめるにあたって 

 平成25年度に文部科学省地（知）の拠点大学による地方創
生推進事業（COC）に採択された、広島大学の「平和共存
社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」は、①平和発信、
②障がい者支援、③中山間地域・島しょ部対策〈条件不利
地域対策〉、の３つの領域から成っています。生物生産学
部は、中山間地域・島しょ部対策領域について、その教
育・研究活動の役割を担ってまいりました。 

 ４年半にわたる教育プロジェクトを終えるにあたり、この
間に得た成果を確認し、それを踏まえた地域志向型のカリ
キュラムのさらなる発展に向けて、本報告書をまとめまし
た。この間の活動は、３つの時期にわけることができます。 

 第１の時期は、本事業に採択されて平成26年度末までの1年
半です。活動の準備に多くの時間を費やし、体験学習と特
別講座をスタートさせました。連携地域と市町からは様々
なご助言をいただきながら、試行を重ねました。第２の時
期は、平成27年度から28年度後半までの１年間半、イン
ターンシップの充実がはかられ、活動のマニュアル化を進
めました。学生・教員の地域貢献活動が盛んになったのも
この期の大きな特徴です。第３の時期は、28年度後半から
現在まで、活動のまとめと今後の地域志向型の教育カリ
キュラムの充実をはかるための準備です。 

  食料・農業・農村に関心をいただく学生たちは、様々な
地域体験を重ねることができました。広島県内の連携市町、
地域住民、企業、NPO・NGOなど諸団体の皆様方に深く感
謝いたします。私たちは、皆様とともに地域志向教育を実
践してきました。体験学習、特別講座、地域インターン
シップ、フィールド特別演習、その他実験・実習等、豊富
なカリキュラムを学生に提供できたのは、ひとえに皆様方
のご協力があってのことです。 
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山尾政博・細野賢治・大泉賢吾 



 中山間地域・島しょ部対策領域では、教育活動の効果を
はかるために、参加学生に対してアンケートを実施して
きました。また、連携市町や地域の皆様方にも、活動内
容の向上がはかられているかどうか、評価していただき
ました。そうした評価活動を通じて、地域と大学が連携
して行う人材育成は、中長期の展望をもっておく必要が
あるということを学びました。農学系分野である生物生
産学部では、農林水産業や中山間地域・島しょ部社会に
貢献する、外部支援人材の育成が中心になります。中長
期の視点から人材育成を考えなければならない理由はこ
こにもあります。 

  本事業に採択されて以降、当初は生物生産学部が中心
であった地域志向科目も、全学展開をはかることができ
ました。連携市町の中には、参加学生や教職員とともに、
産業・観光面での活動に役立てていただく取組事例があ
ります。地域・市町の皆様に触発されて、学生の地域志
向が予想以上に高まるなど、COCを終える時期として
十分な成果を感じています。 

 本報告書は暫定の活動報告です。毎年の詳細な活動報告
はすでに作成して、ホーム・ページ等で公開しておりま
す。それらを踏まえたのが本書ですが、今後開催が予定
される第４回円卓フォーラム、全学の外部評価委員会等
を通じてより充実した内容にしていくつもりでおります。 

 皆様のご意見やご批判をいただければ幸いです。 
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２．中山間地域・島しょ部 

  対策領域の活動の成果 



はじめに 

 平成25年度に文部科学省地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
（以下、COCと略します。）に採択された、広島大学の「平和共存社
会を育むひろしまイニシアティブ拠点」は、①平和発信、②障がい者支
援、③中山間地域・島しょ部対策〈条件不利地域対策〉、の３つの領域
から成っています。生物生産学部は、中山間地域・島しょ部対策領域に
ついて、その教育・研究活動の役割を担ってまいりました。 

 ４年半にわたる教育プロジェクトを終えるにあたり、この間に得た成果
を確認し、それを踏まえた地域志向型のカリキュラムのさらなる発展に
向けて、本報告書をまとめました。なお、活動終了時の2018年3月末に
最終報告を提出する予定であり、以下の文書は暫定的なものです。 
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（１）中山間地域・島しょ部領域対策の 

   活動概要 

 目指すもの 

  中山間地域・島しょ部領域対策が目指すものは、条件不利下にある中
山間地域・島しょ部社会の活性化に向けて活躍できる人材育成の拠点形
成をはかる、ことです。地方創生のための努力をしている地域と連携し、
食料生産・資源・環境・生態等を対象に学ぶ学生たちが、農業・水産業、
食料産業を基盤として社会の活性化に向けて活躍できる人材を育成しま
す。 

 期待される成果 

 この活動を通じて、三つ成果を実現するようにいたしました。第１の成
果は、地域志向型教育が、生物生産学部および関連学部において、段階
的に実施されることです。第２の成果は、持続可能な食料生産と生物資
源の有効活用に貢献する科学的知識と広い視野を持った人材育成を担保
する、教育プログラムの充実が図られることです。第３の成果は、地域
志向型教育のシステム化、マニュアル化です。これらの成果の実現に向
けて、地域との連携が深まり、大学教育の質が深まることを期待いたし
ます。 

 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。 

 地域志向型カリキュラムの体系化 

 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。 



 具体的には、図のようなカリキュラム体系の実施を計画しました。
生物生産学部では、従来からこうした体系はもっていましたが、1
年次から地域体験を組み込み、地域志向の人材を育成するという
明確な目標を掲げてはいませんでした。COCが始まったのを機に、
4年間のカリキュラムのなかで地域志向性をもつ科目群を意識的に
学習してもらい、地域体験を組み入れたフィールド教育の充実を
はかることにしました。 

 COC関係科目では、「地域を知る」、「地域と関わる」、「地域
と協働する」の3段階の科目構成とし、1年次必修授業である教養
ゼミから、主要特別科目群である特別講座、インターンシップ、
さらに特別演習、卒業論文、への流れを作りました。専門教育の
段階では、地域志向性をもつフィールド科目等と連携した地域志
向教育の改革が進んでいます。 
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図 中山間地域・島しょ部対策領域における 

  人材育成プログラム実施体制 



 教養ゼミによる体験学習の実践 

 広島大学では1年次の学生全員が教養ゼミを履修します。生物生産学
部では中山間地域・島しょ部等で優れた取り組みを行っている地域組
織や自治体との連携を通じて、教養ゼミに地域体験活動を導入しまし
た。地域体験と地域課題の学習を組み合わせて、事前学習、体験学習、
事後学習という一連の流れを作ることを重要な目標にしました。1グ
ループ10人前後の学生が履修する教養ゼミを担当する教員が学生を指
導しやすいように、COC担当者が中心になって教材を整備します。
それを出発点に学生がより深く学習します。受け入れ地域から、事前
に学生に勉強して欲しい地域課題が提示される場合もあります。 

 4年間にわたる実践を通じて、農漁業・食料産業・環境を学習する学
生に相応しい体験学習の運営ノウハウを蓄積し、持続的に地域志向型
のカリキュラムが運営できるように努めました。現地体験の前に事前
学習、振り返り（事後学習）、報告プレゼンテーション作成を必ずグ
ループ単位で行い、体験学習発表会で報告するなど、PBL方式を徹底
させていいます。 

 地域インターンシップの充実 

 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。26年度から開始し、生物生産学部はも
とより、全学からの参加者が増えています。「地域連携から地方創生
へ」を共通のテーマとして、大学と市町・地域が連携して取組を進め
ています。 

  市町と地域の御協力を得て、世羅町では、インターンシップ受け入
れのため、町役場が広島大学生から意見を聞く場を設定していただき
ました。安芸太田町では、インターンシップ企画担当者を地域おこし
協力隊員が担うなど、地域活性化に向けた活動の中に組み込まれてい
るのが特徴です。東広島市、三次市、呉市、大崎上島町においても大
学COC担当と研修内容について綿密に打ち合わせるなどして、イン
ターンシップの充実がはかられています。 

 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（中山間地域振興、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）、6次
産業化・農商工連携に取り組む個人や団体、グローバル戦略にもとづ
き食品製造を手掛ける広島県内の企業、などから講師を招聘していま
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。 

 講座は、当初は学部学生を対象にしていましたが、大学院生の受講者
も年々増え、また、一般市民のご参加もあります。 
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（２）地域志向教育から広がる成果 

 体験学習、インターンシップに参加した学生の評価 

 地域課題だけでなく、生物生産学全体において、問題意識と修学意欲
が向上しています。学習や研究にかかる自主性が向上しています。 

 体験学習に参加した学生のうち、授業以外で農林漁業との関わりがな
い学生が半数以上を占めます。平成27年度は、1年生104名、ティー
チング・アシスタント(TA)23名です。TAは大学院生、4年生、2年生
で構成されていますが、前年度に体験学習を体験した2年生がアシス
タントとして参加しています。 

 体験学習を通じて、学生は地域への興味、関心を深めるきっかけを得
ています。2年生は地域との接点を求めてTAに従事し、地域との関係
を一歩深め、学年進行とともに地域への関心が深まり、学生が地域を
自分の活動や研究対象としてのフィールドに位置づけるようになって
います。地域と学生、大学の継続的な関係構築へ可能性が強まった、
と言えます。 
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 中山間地域島しょ部フィールドワーク特別演習 

 現場の問題をフィールドワークで専門的に把握・分析することを
目的にしたものです。中山間地域・島しょ部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ます。把握する力、分析する力、解決方法
を検討する力を身につけます。 

図 学生アンケートの結果 



 広がりを見せる学生の関心、活動 

 体験学習をきっかけに、学生の関心や活動が広がりをみせています。
より深く地域と関わるためのインターンシップへの参加はもとより、
地域との協働による学生の自主活動の参加が増えています。連携地域
である大長の櫓祭り、世羅町における高校生とのコラボワークショッ
プ、マルシェ、三次市夢ランド布野の「オリゼさんのアイ酒」（アイ
スクリーム）の開発、その他、連携地域を中心にした様々な活動に参
加しています。これらの活動のほとんどは自主的なものです。 

 地域社会に貢献する素質をもった学生たちが増えているのは確かです。 

 連携地域・市町の評価 

 中山間地域・島しょ部領域の学生の活動は７市町、９つの連携・地域
にわたります。大学は地域と連携することの意義を見出していますが、
市町・地域はどうでしょうか。 

 連携地域・市町は、学生のアイデア・考えを生かした製品開発・販売
手法を創りたい、地域イベントや地域活動などへの参加者を増やした
い、学生の若さ・活力で地域に刺激を与えて欲しい、地域づくりに学
生の発想・新しい発想を生かしたい、地域課題の調査研究で解決の糸
口を見つけたい、などの短期的成果への期待や声をお持ちです。 

 しかし、連携地域・市町は、必ずしも短期的な視点だけで学生を受け
入れているわけではありません。地域を理解し役立つ人材を育てたい、
地域を応援・支援してくれる人材を育てたい、地域の中核として活躍
する人材を育てたい、地方創生を牽引する人材を育てたい、など中長
期的な成果への期待が強いのも特徴です。 

 中山間地域・島しょ部領域の活動が持続的に行われたのは、こうした
長い目で学生たちと交流をしようと思われる市町・地域の人たちに支
えられていたからです。 
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図 連携市町・地域へのアンケート調査 



 関係科目を担当した教員の評価 

 中山間地域・島しょ部領域では、毎年教養ゼミ等を担当する教員に対
し、学生の地域課題への関心、専門科目を学ぶための問題発見能力を
高めているかについて、どのように考えているかを問う、アンケート
を実施しています。 

 非常に有効であった、有効であった、と積極的に評価する担当教員が
多いのが特徴です。また、このプログラムを開始してから年が経つに
つれ、学生の地域への関心を直接に感じている、と述べる教員が増え
ています。COC活動終了後も引き続き、体験学習を中心とする地域
志向の科目を維持していくべきだという意見が強くなっています。 
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 地域課題研究の深まり 

 COCに関わる教員の間にも、地域貢献の視点から研究を企画・実施
する動きがみられるようになりました。中山間地域・島しょ部領域を
担当する生物生産学部（生物圏科学研究科）は、地域研究及びフィー
ルド研究を行う教員が多いところですが、学生とともに地域にでかけ
る機会が増えて、地域課題に接するようになりました。教員自身が
COCの活動に参加するなかで、地域が様々な努力をしていることを
知り、想像以上に地域が困っていることを知った、と答えています。
また、地域が大学の地域志向型教育に、関心と期待を寄せていること
を深く感じています。 

図 COC関係科目を担当した教員の評価 



 そうしたなかで、三次市道の駅ゆめランド布野におけるでの酒粕ア
イスの開発への協力、河川環境調査、鳥獣害対策、海藻利用と商品
化、GAP（Good Agricultural Practice, 適正農業規範）の実施状
況、食品企業のグローバル認証取得、６次産業化、直売所の運営な
ど、様々な課題に関する調査研究が実施されました。これらの研究
成果は教育内容にも反映されています。 

 地域との連携が、大学教育の質を深める 

 地（知）の拠点活動において、地域は、学生と教員に地域の知識や
経験を伝える役割を果たします。教員は、地域の知識を吸収し、専
門教育への導入として位置づけ、実学にもとづいた教育を学生に提
供します。一方、学生は、地域と教員の両方に支えられて専門分野
の学問を深めていきます。こうした、三角形の関係を築くと、地域
との連携が、学生や教員に様々な「きっかけ」を与え、大学教育の
質を深めていくことになります。 

 ただ、学生教育にご協力をいただく地域に対して直接メリットを与
えるかどうかは、長期的視点でみていただく必要があります。学内
で地域貢献の動きが醸成されるまでの時間、学生・教員が活動しや
すいようなシステムづくりの時間、研究成果がでるまでの時間、な
どが必要です。大学側の事情に左右されているのが実状です。 
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図 教員の地域及び地域課題への関心 



 地域志向型教育のノウハウ 

 現在も活動は進行途上ですが、地域志向型教育のノウハウを蓄積しつ
つあります。農水産業に関係した学部では、実践的な科目を設定する
必要性が再認識されています。地域課題から遊離する傾向が進むカリ
キュラム体系のなかで、学生に対する動機づけがなかなかできない点
が指摘されています。科目の新設をはかるとともに、既存科目の内容
を見直さなければなりません。 

  効率的、効果的な運営システムを作ることも求められています。大
学にとっては、地域志向型教育の実施は、決してコストの安いもので
はありません。教員の数が減るなかで、体験学習やインターンシップ
などを維持するのは容易ではありません。また、大学の事務体制や業
務システムが、地域と連携して教育・調査を実施するようには組まれ
ていません。 

 学生に共有、移転される体験と知識 

 最近の大きな成果は、先輩と後輩、あるいは学生同士の横のつながり
によって、COCが期待した以上の成果を生み出していることです。
当初は、先輩による後輩への体験学習の知識が継承されるのが主でし
たが、活動が広がるにつれて、学生の横のつながりによる体験と知識
の広がりがみられるようになりました。それが、様々な地域活動にボ
ランティアで参加する学生数が増えている大きな要因です。 

 こうした連鎖の出発点に、教員によるCOC教育の実践があり、それ
に参加するTA学生の協力があります。 

 

12 

（３）地域と大学が作る、地域志向型 
   教育の成果と課題 



 地域志向型教育のマネージメント 

 従来は、小さな教育・研究の単位での地域との関わりが多く、大学には
それほど高度な連携マネージメント能力は要求されませんでした。しか
し、中山間地域・島しょ部対策領域のように比較的小さな地域連携でも、
様々なマネージメント能力が求められます。 

 教育では、体験学習やフィールド調査を行う際の事前学習、事後学習の
徹底をはかる必要があります。小さな研究室単位で行う活動とは規模が
違います。教育効果の視点はもとより、ご協力いただく住民・地域に対
する「礼儀」です。これまでの経験から、中山間地域・島しょ部には、
事前学習を欠いた学生を受け入れる余力はありません。送りだす大学の
側では、学生を受け入れていただく地域の容量を考慮しなければなりま
せんが、大学側も、事前・事後学習の充実が可能な範囲で、参加可能な
学生数を絞らなければなりません。 

 体験学習やインターンシップといった学生が直接に現地で活動する教育
は、フィールド教育をおこなう小規模な学部に適しています。中山間地
域・島しょ部対策領域を担当した生物生産学部は、フィールド教育のノ
ウハウを教職員の多くがもっているので、大きなトラブルはありません
でした。しかし、学生が地域で活動する際のリスク・マネージメント体
制を備えておくことは不可欠です。海や川での活動もあり、農作業や漁
業などの機材の利用もあります。事件・事故があることを前提にした教
職員やTAの配置が求められます。 

 COCの活動、フィールド教育を統括する体制作り 

 生物生産学部を拠点に、農水産業・農村社会に関するフィールド教育を
実施する体制を作っています。COCの活動は、全学レベルの「ひろし
まイニシアティブ推進センター」が統括しています。学部レベルでは、
COCの類似の教育科目やカリキュラムがあります。効果的に運営する
には、教務事項を扱う委員会等のもと、既存のものとの間の協力と調整
が求められます。平成27年度より、下のよう体制を作って機能させてい
ます。 
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図 中山間地域・島しょ部対策領域の実施体制 



 地方創生活動との相乗効果 

 この間の中山間地域・島しょ部対策領域の活動は、市町・地域が独自
に行う地方創生活動との相乗効果がみられました。地域によっては、
COCの活動と似通った内容の事業もあります。都市農村交流、農水
産業の多面的機能などには、若者を受入れて学習と実践の場を提供す
る活動が含まれています。内容的に重複するものがみられますが、う
まく調整して、地域と大学が共同して運営していくと双方にメリット
のあるものとなります。 

 大学が実施する地域志向型教育の実践により、大学生、若者を地域に
受け入れる農漁村の基盤作りが進むことが期待されます。大学生との
交流により直接的な利益が地域にもたらされることが少なくても、体
験学習、インターンシップ等により、過疎社会が賑わいを取り戻す可
能性があります。放棄された農漁業資源の見直しと有効活用、生きが
いの創出など、社会文化的な要因になります。一方、体験学習やイン
ターンシップ等の受け入れを通じて、体験型ツーリズムの発展、大学
資源を活用した新商品、ビジネスモデルの開発になれば、経済的要因
に転化する可能性もあります。 

 円卓フォーラムによる交流 

 円卓フォーラムは、市町・地域の皆様、学生、教職員が参加して議論
しあう場です。このフォーラムでは、広島県の農水産業の将来を見据
えた広島大学と市町・地域との交流・連携活動について意見を交換し、
ここで出された評価やアイデア・知識・知恵の融合によって、今後の
COCの活動の成果や地域課題を共有することを目的にしています。
過去3回の円卓フォーラムを通じて、地域と大学が共同でつくる教育
プログラムの内容ができあがりました。 
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図 地域と大学が目指す人材育成 



（４）おわりに 

 COCの活動が目指すべき地域志向の人材育成の活動は、
大学における教育カリキュラムの改革のひとつです。持続
的に運営していくには、地域との深い連携が必要です。円
卓フォーラムは、その関係構築の場になりました。また、
市町・地域から様々なご意見とご批判をいただきましたの
で、実質的な外部評価の場でもありました。貴重な場を設
けることができました。 
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 この報告書には活動のすべてを含めておりません。ここに
記述した内容以外にも、多彩な活動があり、経験が積まれ
ています。第4回円卓フォーラムを開催するにあたり、こ
の4年間の経緯を知っていただくために、暫定版として作
成いたしました。活動の詳細については、分野別の報告書
をご覧ください。 

 COC活動の終了に向けて最終的な成果報告書を準備して
まいります。皆様の忌憚のないご意見、ご批判をいただけ
れば幸いです。 
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２．COC活動実績、 

   自己点検・自己評価、 

   成果指標 

 （平成26～29年度） 
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（1）平成26年度の活動状況と評価 

  

達成目標の進捗状況     

 
 平成26年度はCOC事業実質初年度として、当領域では、①体験学習、②
フィールド研究、③地域貢献、といった地域教育の３つの柱のもとで実学を
ベースにしつつ、「地域を知る」、「地域と関わる」、「地域と協働する」
といった発展段階を考慮した活動を実施した。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「連携特別
講座（選択）」、実際に農山村の生業・生活を体験する「連携インターン
シップ（選択）」」、地域課題を抽出し解決方法を考察する「フィールド
ワーク特別演習（選択）」」など、COC関連科目（選択科目）の体系化と
充実をめざした活動を行った。 

 
 平成26年12月10日に「広島大学・地（知）の拠点整備事業中山間地域・
島しょ部領域第1回円卓フォーラム」を開催した。第1部では、教養ゼミ体
験学習報告会における学生相互評価で上位の成績を収めた3つのグループに
よる活動報告と地域受入組織・団体と学生とのエール交換が行われた。そし
て第2部では、「円卓フォーラム」として体験学習を受け入れた地域組織・
団体、行政と大学が26年度に行われた交流・連携の成果と問題点を確認し、
「中山間地域・島しょ部、地方行政、広島大学の三者が連携した活動を通じ
て、次代を担う若い世代にエールを送る」旨の共同宣言を採択した。この
フォーラムで地域組織・団体から「体験学習の内容が、自分たちが想定して
いた密度より濃いものとはなっていない」や「学生にはもう少し本気で体験
学習に臨んでほしい」といった意見が出された。地域としてはこのような取
り組みが持続的なものになることで、地域課題の解決に向けて糸口になれば
と期待していることが窺えた。 

 
 26年度の活動延べ人数は3258人、学生延べ2260人、教職員延べ442人、
地域・市町延べ556人であった。また、「世羅の日本一を探そう」と題した
県立世羅高校生と広島大学生とのコラボ・ワークショップも行われ、高校生
によって抽出された「日本一」と思われる地域産品について、広島大学生が
フィールド調査により実証し、その成果を地域イベントで発表するという取
り組みとなった。また、そのほかにも、呉市豊町大長で伝統的に行われてい
る大長櫓祭りに対する運営支援など、学生による地域ボランティア活動も活
発になり、数値には現れない多彩な活動が行われた。新聞等のメディアによ
る活動紹介が計６回あった。 
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 達成目標の進捗状況 

  中山間地域・ 島しょ部をフィールドに、「地域を知る」、「地域と関わ
る」、「地域と協働する」を踏まえた3段階の地域志向型教育を実施した。
前年度に引き続き、１年生 を対象にした「教養ゼミ(必修)」のなかに地
域体験学習を取り入れ、PBL方式により地域課題を学習した。地域で活躍
する人材を招聘する「特別講座（選 択）」、現場で学ぶ「地域志向イン
ターンシップ」など、COC関連科目（選択科目）の充実と体系化を図っ
た。学生、地域、市町の満足度がきわめて高くなっ た。特に重視したの
は、カリキュラム全体の体系化、体験学習の実施に関するマニュアル化
である。生物生産学部では、COCが牽引する地域志向型教育を、着 実
に実質化・内部化しつつある。また、COCを含むフィールド教育全体の
成果を可視化するシステムの準備に入った。 

  第2回円卓 フォーラムでは、連携地域・市町の参加者から、大学は長期
的な視点に立って人材育成戦略を立てるように、との提言がなされた。
農漁村や農林水産業が大学に 求めるのは、それらを支援する外部人材
（予備）の育成である。そのために広島県、連携地域・市町と協力し、
相互の資源や予算を効果的に活用すべきである提 言であった。これを受
けて、中山間地域・島しょ部領域では、独自のプログラムを進めつつ、
県や連携市町が提供する地方創生に関する諸事業と積極的に連携す るよ
うになった。 

  27年度の活 動延べ人数は5,339人、学生延べ3,236人、教職員延べ1,028

人、地域・市町延べ1,047人であった。その他に、学生による地域商品提
案が１ 件、連携市町・地域が参加したマルシェの開催、学生による地域
ボランティア活動が活発になるなど、数値以上に多彩な成果が生まれて
いる。 

  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、全学で実施される１年
前期教養ゼミにおいて、PBL方式を採用した体験学習、地域学習方法を開
発しつつある。事前学習、体 験授業、事後学習、自主学習、発表、地域
への還元という流れを作った。こうした改革を反映して、卒論・修論に
おいて地域課題を扱う学生が増えた。より深く 地域課題に取り組む学生
を増加させるため、連携市町の協力を得て、インターンシップ研修の仕
組みづくりを行った。今後は、既存の農学系フィールド科目の中に、地
域志向型教育の成果をどのように反映させるかを検討する。教養ゼミの
体験学習を担当した教員の意見が関係科目に反映されるよう、FD等を通
じて議論していく。 
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（2）平成27年度の活動状況と評価 



 【事業の成果と改善】  COCが取り組 む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た。27年度実施の体験学習につい
て、参加学生の96%がその内容を高く評価した。連携市町のす べて、
地域参加者の92％が大学との連携が強化されたと判断した。イン
ターンシップを多様な研修形態にしたことから、参加学生が前年比
5倍の28名にな り、改善の成果が実った。改 善に取り組んだ点は、
①3段階型地域志向型教育の体系化、②農学分野の地域志向型教育
の可視化、③体験学習実施のマニュアル化、④インターンシップの
効率 的な運営体制、等である。今後は事業終了に向けて、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体制の
確立を目指していく。 

 

 【自治体等との連携・評価：ステークホルダーの支援の実施】 地 
域志向型教育を推進するために、自治体や地域を訪問し、相談協
議・アンケートによる意見とりまとめを行った。体験学習、イン
ターンシップ、卒論を含む地域 課題研究等に対して、十分な支援が
得られた。連携市町の中には、地方創生活動計画のなかに大学との
連携を位置付けているところがある。今後も、連携市町・地域には、
教育の場と人材の提供を依頼するが、大学はこれまで以上に成果を
還元していく活動に重点を置く。 

 

 【外部評価等の実施と反映】 COC 活動全般について、学生、教
員、市町、地域を対象に継続的にアンケートを実施してきた。その
結果を分析し、自己診断、公表しながら改善に努めた。第２回円 卓
フォーラムには外部評価的な機能を持たせ、学生、教員、連携７市
町、広島県、１０の連携地域が参加し、活動の成果と課題を話し
あった。ア ンケート分析、円卓フォーラムを踏まえて、今後は、①
体験学習を通じて専門的な学習に導く、②地域への関心を特別講座
やインターンシップに結びつける、③ 中山間地域らしい科目内容の
充実、④学生・教員が取り組む地域課題の紹介、⑤県内大学間の
ネットワーク作り、等への取り組みを強める。 

 

 【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、そして地域課題研究という包括的な内容をもっ
た活動であることを前提に運営してきた。  COC活動の「ＰＤＣ
Ａサイクル」を実践し、総合的なマネジメントを行ったことにより、
プログラムの実施に好循環が生まれた。27年度は教務関係者を委員 
長とするCOC-WGを3回開催した。また、COC担当が定期的に執
行部、教務委員会、教員会に活動状況を報告した。教養ゼミの教員
との打ち合わせは特に 綿密にし、連携地域の状況、受入機関の情報、
事前学習・事後学習のための資料提供を行った。また、コーディ
ネーターと特任助教は連携地域、市町、企業等の 調整を行った。 
今後は、COC終了後に向けて、より効率的な、コストがかからな
い地域志向型教育カリキュラムの確立と運営を目指していく。その
ためには、市町・地域と連携する際に、教員と事務方がいかに役割
分担をしていくか、具体的に検討する。 

 

21 



22 



23 
 達成目標の進捗状況 

 前年度に引き続き、中山間地域・ 島しょ部をフィールドに、「地域を
知る」、「地域と関わる」、「地域と協働する」を踏まえた3段階の
地域志向型教育を実施した。１年生を対象にした「教養ゼミ(必修)」
を出発点にしながら、地域で活躍する人材を招聘する「特別講座（選
択）」、「地域志向インターンシップ」など、COC関連科目（選択科
目）の充実と体系化が学年進行に伴って成果をあげてきた。インター
ンシップに参加する学生が増えたのが大きな成果であった。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た。 

 過去3カ年の間、すでに7学部の学生が関係科目及び活動に多数参加・
受講し全学展開を行っている。取り組みの結果、学生の地域志向への
認識も高まっている。 

 第３回円卓 フォーラムでは、連携市町・地域の出席者から、体験学
習・インターンシップ、調査や卒論等を通じて、学生が地域に新たな
魅力を発見し、自ら進んで調査研究する仕組みづくりができた、との
評価をいただいた。地域・市町と大学が共同し、現在及び将来の人材
を中長期的な視点で育てることができつつあることが確認された。連
携地域の活性化の一つとして、大学生や若者を地域に受け入れる基盤
作りが進むことが期待されている。体験学習、インターンシップ等に
より、地域農漁業資源が活用される可能性があり、大学のアイデアと
技術を活かした商品づくりの動きにつながる。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
者からいただいた。 

 28年度の活動延べ人数は7,112人、学生延べ4,299人、教職員延べ952
人、地域・市町延べ1,671人であった。その他190人であった。学生に
よる地域商品の実現１ 件、連携市町・地域が参加したマルシェの開催、
学生による地域ボランティア活動が活発になるなど、数値には現れな
い多彩な活動が行われた。新聞等のメディアによる活動紹介が計17回
あった。 

 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、マニュアル化した。また、昨年度に確立したインターンシッ
プの運営の仕方にもとづき、その内容充実に努めた。インターンシッ
プの充実が今年度の活動の中でも顕著な成果であった。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る。地域と
大学で得たノウハウを蓄積し、持続的で効率的な人材育成プログラム
の構築を目指していく段階に入ったことが確認されている。 

（3）平成28年度の活動状況と評価 
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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た。この活動に参加した学
生の97％が満足と答えており、評点は5点満点中の4.5点であった。
学生を受け入れた連携市町による活動評価は高く、COCの活動を
通して大学との連携が強化されたと判断した。前年度からの課題
であった全学対応の活動もは可能な範囲で実施した。特別講座、
インターンシップに参加する学生が増え、彼らの活動への参加の
度合いも強まっている。一方、教養ゼミ等を担当するチューター
教員の理解度が高まり、教育はもとより、研究を通して地域に関
わる姿勢もみられるようになった。事業終了後に向けて、地域志
向型教育を担当する教員の認識向上、効率よく運営していける事
務体制の確立に向けて準備を整えることができた。 

 【自治体等との連携・評価： ステークホルダーの支援の実施】  
今年度も引き続き、地域志向型教育にご協力いただける市町や地
域を訪問し、運営の仕方等について打ち合わせを行うとともに、
活動終了後にはアンケートをお願いして意見を汲み取った。地方
創生活動計画のなかに大学との連携が位置付いていると、評価を
していただく地域もある。道の駅ゆめランド布野・三次市と生物
生産学部の学生・院生による酒粕アイス（オリゼさんのアイ酒）
共同開発が完成した。地域商品の開発、環境調査、農業経営・市
場調査等では、教員がもつ知識がフルに活用されている。連携地
域との日常的なつながりが、様々な活動の広がりをもたらした。 

 【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た。事業終了後を見据えて、
中山間地域島しょ部対応の地域志向教育を維持できるように、活
動及び事務諸手続の簡素化、コスト低減をいかに進めるかについ
ても、あわせて検討を開始した。平成29年度には、体験学習の対
象地域を少なくすることを決定した。その一方、これまで蓄積し
てきた地域教育に関する諸資料を有効に活用できるように努めた。
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た。 
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 ２９年度の活動状況と評価は、終了時にまとめる。 

 

 平成29年度は、以下の方針で取り組んでいる。 

 中山間・島しょ部対策領域における本年度の目的は、①目標
達成に向けた取組や地域志向科目の全学対応を加速すること、
②教育カリキュラム改革などの取組における学生・教職員・
地域・市町アンケートの実施による関係者意識の変化を把握
し、本事業の意義の周知をはかりつつ、終了時以降のシステ
ムや活動の内部化を図ること、③教育・研究・地域貢献を通
じて連携地域、自治体、企業等との持続的連携をさらに強化
し、授業参画や大学の連携フィールドとしての地域の充実を
図ること、④当初計画から大きく上回る４市３町との連携活
動の成果を踏まえ、島しょ部や中山間地域の観光振興など
COC+への効果的な接続に取り組むこと、である。また、
事業目標の効果的な達成と、事業終了後の活動の持続性に向
けたシステム作りを行うこととする。 
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（4）平成29年度の活動状況と評価 
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３．教養ゼミ体験学習 

   活動実績概要 

 （平成26～29年度） 

 



（1）教養ゼミ体験学習 

 「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。 
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 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１１地域の皆様と地(知)の拠点大学によ
る地方創生推進事業による強い連携によって、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。 

 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業の実施後に合わせた教養
ゼミ地域体験とPBL方式の結合により、教養ゼミ（1年生）の地域
志向教育の改革につながり、学生の専門教育への動機付け、地域
課題解決の提案能力アップ、地域貢献への意識の高まりなど予想
以上の成果をあげています。また、教養ゼミ後のファローアップ
として、全学の学生を対象とした地域体験学習を行っています。 

 なお、この体験学習の様子は、中国新聞やTVなどのマスコミに多
数取り上げていただき、地域や市町から注目されるとともに、今
後の成果に期待が集まっています。 

30 



（2）平成26年度 教養ゼミ体験学習 
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（3）平成27年度 教養ゼミ体験学習 
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（4）平成28年度 教養ゼミ体験学習 
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（5）平成29年度 教養ゼミ体験学習 
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４．インターンシップ 

   活動実績概要 

   （平成26～29年度） 

 



（1）インターンシップ活動 

 広島大学地（地）の拠点インターンシップは、地（知）の拠点の

目標や活動方針に基づき、体験授業などを実施いただいている地

域・自治体の皆様方と広島大学生物生産学部が連携して、学生が

一定期間地域や市町などで体験したり研修生等として働き、自分

の将来に関連のある地域体験を通じて地域に貢献する人材を育成

しようとするものです。 

 とりわけ広島大学地（地）の拠点中山間地域島しょ部領域の共通

テーマである「地域連携から地方創生へ」の考え方を基本に、大

学、地域、市町が協働して取り組む活動になっています。 

 また、インターンシップは、教養ゼミ体験学習と特別講座を受講

した学生が、より発展的な体験学習をおこなうための教育科目に

なっており、自治体（市町）・地域と大学の連携の下、学生が希

望する地域体験を実施できる組織等を両者が調整しながら進める

仕組みになっています。  
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 具体的には、以下のような「ＣＯＣ型インターンシップ」とも言
える新たな仕組みになっています。 
 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 実施期間は８月から９月で、生物生産学部の学生を中心して
いますが全ての学部の学生を対象にしており、3日から6日間地域
に泊まり込んで活動を行います。 

 ⑶ 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、学生の主体的な地
域活動につなげるよう調整しています。 

 ⑷ 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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 地域で学び関わる本学固有のＣＯＣ型インターンシップ（全学対象）
の仕組みを確立し、地域人材育成の面で一層の地域連携にもつながっ
ています。 
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広島大学 生物生産学部地域志向 
インターンシップ活動実施地域  
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（2）平成27年度 インターンシップ活動 
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（3）平成28年度 インターンシップ活動 
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（４）平成29年度 インターンシップ活動 
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５．特別講座実績概要 

   （平成26～29年度） 

 



（1）特別講座講義 

 この講座は、広島県内の農山漁村で実際に地
域おこしや農業振興に携わっている方々、ま
た地域の中核となって食品産業の振興に携
わっている方々から、その取組の実態を学び、
地域創生につなげる人材の育成を図ろうとす
るもので、地（知）の拠点活動の主要な教育
プログラムになっています。 

 講義の内容は、地域政策・行政（県・市町）、
農商工連携、農業経営法人、農産物やサービ
スの開発、また農水系食品企業などで活躍さ
れている方々から、直にお話をうかがったり
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内容であるととも
に、地域の方々と学生が共に学び意見交換が
出来る公開講座にもなっています。 

 また、COC担当教員がその講義をフォローし
て、各講義に関連性を持たせたり、一定の視
点を提示したりといったように、学生がこれ
らの講義を体系的に理解できるような仕組み
になっています。この授業は、毎年４月から
６月に開催しています。 

 地域から講師を招く特別講座による学生教育
（全学対象）の地域志向効果と共に、公開講
座化を通じて地域の方・学生が共に学ぶ授業
を通じた地域貢献の仕組みが確立しました。 
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 開設期間  ４月～６月 または １０月～１１月 

 場  所  東広島キャンパス 生物生産学部講義室 

 

 曜日・時限 水曜日 ５～６時限（12:50～14:20） または 

         水曜日 ７～8時限（14:35～16:05）   または 

                           水曜日 9～10時限（16:20～17:50） 

 講義は1時間30分、講師は地域の外部講師（連携地域を含む） 
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（2）平成26年度 特別講座講義 
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（3）平成27年度 特別講座講義 

( ) H.27
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（4）平成28年度 特別講座講義 

1

4
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※平成28年度 特別講座の招聘機関 
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（5）平成29年度 特別講座講義 
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６．円卓フォーラム 

  開催概要 

  （平成26～29年度） 

 



（1）円卓フォーラム 

 地（知）の拠点活動の中山間地域・島しょ部対策領域を担う生物生産
学部では、農漁村地域をフィールドに、体験学習を出発点とする地域
志向型教育を実践しようとしています。この活動を円滑に進めるため
に、学生、教員に加え、連携市町と地域住民の皆様に参加していただ
く円卓フォーラムを毎年開催しています。 

 大学が進める地域志向型教育に関する情報交換を行い、進捗状況を評
価していただくのが目的です。フォーラムでは、大学を媒介にした地
域間連携と交流、地方創生に貢献する人材育成のあり方についても討
論いただきます。  

 円卓フォーラムによって市町・地域と学生・大学の連携や取組を年々
強化するための情報共有・改善の仕組みの確立、さらには円卓フォー
ラムの実質的機能として、活動の自己点検、外部評価を組み込み、
オープンなＣＯＣ改善の場・仕組みが定着しました。 
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 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。 

 

 

 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。 

 

 

 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。 

 

 

 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1回 円卓フォーラム 
中山間地域・島しょ部と広島大学 

―広島県の農水産業の将来を見据えた交流と連携― 

 

 

  

 

 円卓フォーラムの目的：文部科学省により2013年に採択された広
島大学の「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」は
三つの重点課題を設定しています。中山間・島しょ部領域対策を
担当する生物生産学では、この１年3か月の活動を振り返り、「中
山間地域・島しょ部と広島大学」をテーマに、地域の農水産業の
将来を見据えた広島大学と市町・地域との交流と連携について、
地域・自治体・学生・大学が討論しあうフォーラムを、2014年12

月11日(木)に開催しました。 

 広島大学では、条件不利にもかかわらず、優れた活動を行ってい
る地域住民、コミュニティ、地方自治体と強く連携し、学生に体
験活動やフィールドワークを通して農山漁村の現場で起こる様々
な問題を認識・学習してもらう取り組みを行なうことにしました。
フォーラムでは、広島県の農水産業の将来を見据えた広島大学と
市町・地域との交流と連携について、地域・学生・大学が討論し、
ここで出された評価やアイデア・知識・知恵の融合によって、今
後の地（知）の拠点や中山間地域・島しょ部の姿を、共有するこ
とにいたしました。 

 第１部「学生と地域とのエール交換」では、初年度の地域との連
携を模索した体験学習の報告を行いました。体験学習を行った学
生と、受入地域の皆さまとの間で、相互に意見や提言・苦言を交
換し合い、今後の地域志向型教育のあり方を考えました。 

 第2部「広島県の地（知）の拠点 円卓フォーラム」では、受入
地域・自治体・大学による交流と連携の成果をより深く討論し、
地の拠点に基づく教育の進め方、協同で取り組むべき地域農林水
産業の課題、大学を媒介にした地域間連携と交流のシステムづく
り、などを話しあいました。 

  円卓フォーラムでは、参加者有志による共同宣言を作成しまし
た。その内容は、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
努める、２）中山間地域・島しょ部は、広島大学に地域に根差し
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
点から提案する、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て
支援する、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、次世代を担う若手世代にエール
を送る、というものでした。以後、プロジェクト終了まで毎年円
卓フォーラムを開催することにいたしました。 
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第１回 円卓フォーラム（平成26年度） 

COC

1

2

739-8528 1-4-4

mail chinokyo@hiroshima-u.ac.jpTEL 082-424-7905 /	082-424-6792
FAX:082-424-6480	,	082-424-2459



（3）第2回 円卓フォーラム 
地方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育 

～地域・大学連携の今とこれから～ 

 

  

 

 第1部「学生と地域とのエール交換」では、中山間地域・瀬戸内
海島しょ部において体験学習を行った学生と、受け入れていただ
いた地域の皆様との間で膝を突き合わせて、相互に意見や提言・
苦言を交換し合いました。第2部は、受け入れ地域・自治体・大学
による交流と連携の成果を踏まえ、学生、教員の体験学習に対す
る評価をご紹介し、地域の皆様から地域志向型教育と人材育成の
あり方についてご提案をいただきながら、地方創生の原動力にな
る人材育成とはどのようなものかを議論しました。 

 この2年間の活動を振り返ると、1年生を対象にした体験学習、連
携特別講座、フィールドワーク実習・インターンシップと様々な
ところで相乗効果が出始めた点が確認できました。地域志向型教
育の実践が新たな段階に入ってきており、ノウハウを蓄積してい
ます。地域が抱える様々な課題、体験や知識が学生の間に共有さ
れ、移転されつつあります。 

 第２部「地方創生の原動力、持続可能な地域志向型教育」では、
学生が体験学習をどう評価しているのかが確認されました。1年生
が体験学習をどう評価したかが示された。96％の学生が「よかっ
た」と評価し、「体験内容が楽しかった」、「自然の中で活動が
できた」、「農村の現状について勉強になった」、「地域の人と
交流できた」の順に高かった。事前学習については、80％の学生
が適当であったとした。改善する点として、体験する時間や量が
やや不足していることが指摘された。60%の学生が地域に対して
よい印象を持つようになりました。 

 次の４点を学生に対する教育効果として確認できました。第１に、
1年生は体験学習を通じて、地域への興味、関心を深めるきっかけ
を得ていました。第2に、2年生はTAとして参加することにより、
地域との接点を深めることができました。第3には、上級生になる
と地域への関心が深まり、学生が地域を自分の活動や研究対象と
してのフィールドに位置付けていました。第４に、上級生から下
級生への縦のつながりを通して、地域と学生、大学の継続的な関
係構築への可能性が強まっています。 

 教養ゼミを担当する教員による体験学習の教育効果に関する評価
は高く、教育への有効性については、「非常に有効62％」、「有
効であった25％」、と評価していました。 

 地域の方々からは、大学との連携は10～20年先の地域の未来を見
据えて考えたいという意見や、本物の若者の姿がわかった、研究
も含めて深く地域にかかわってほしいという意見がだされました。 

58 



 地域・自治体と大学の連携活動では、短期的な成果への期待
というのが見えました。一方、中長期的な成果への期待はよ
り高く、地域を理解し、地域に役立つ人材の育成を大学に強
く要望しておられました。連携地域の方々の中には、自分の
地域・目先のことだけでなく、多くの地域に役立つ人材に
育ってほしいという崇高な理念をお持ちの方が多くみられま
した。 

 大学は、地（知）の拠点活動を通じて、地域志向型教育の在
り方について多くのヒントを得ることができました。連携地
域では、大学に対し、短期的にはもちろんだが、中長期的に
地域に貢献できる人材を育成できるかを問い始めています。
大学の教育・研究の場では、「地域志向」の大切さが強調さ
れるが、地域では、地方創生に向けた活動が大きなうねりに
なってきています。これらは、いずれどこかで結びつくもの
です。 

 今回のフォーラムでは、受入地域のご協力者、自治体関係者
からいただいたご意見やご提言を踏まえ、今後どのような方
向を目指すべきかについて、検討することの必要性が確認さ
れました。 
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（4）第3回 円卓フォーラム 

 地域と学生が作る人材育成プログラム 

～活動の評価と提案～ 

  第３回円卓フォーラムでは、地（知）の拠点活動の評価・提案（改善
策）とともに、地域志向教育、人材育成、地方創生に向けた取り組みを
議論していただきました。学生、連携地域、市町、教職員がグループに
分かれてワークショップ形式で人材育成のあり方についてまとめていた
だきました。 

 第１部「体験型教育プログラムの成果と評価」では、学生の教育活動の
成果が報告されました。教養ゼミによる体験学習、インターンシップで
の活動と学習成果が報告されました。三次市布野ゆめランドでの体験学
習では、前年度からの三次市の道の駅ゆめランド布野と生物生産学部の
学生の共同研究から生まれた「オリゼさんのアイ酒（酒粕アイス）」に
関する内容が含まれていました。インターンシップに参加した学生の動
機は様々ですが、広島県内の限界集落の生活を体験したい、過疎農村が
直面している問題について知りたい、棚田の問題点を学習したい、地域
住民と交流できる作業をしてみたい、等でした。 

 学生を受け入れた立場からは、太田川漁協、安芸太田町井仁地区のイニ
ピチュ会、大崎上島町、海藻塾、世羅町から、それぞれご報告をいただ
きました。三次市からは学生の体験学習から生まれた酒粕アイスのご経
験を話していただきました。連携地域・市町の置かれた状況は違います
が、学生に地域を知ることの大切さを教えていただきました。体験学習
等をプログラムとして提供していただくことの大変さがよくわかりまし
た。 

 第２部は、「求める、求められる、人材育成プログラム―市町、地域、
学生、教職員によるワークショップ―」、でした。教養ゼミ体験学習の
班ごとに10グループにわかれ、連携市町・地域から御出席者と学生が、
それぞれの垣根を越えて自由に発言し、意見を交換し合いました。 

 円卓フォーラムの場において、連携市町・地域の御出席者からは、体験
学習・インターンシップ、調査や卒論等を通じて、学生が地域に新たな
魅力を発見し、自ら進んで調査研究する仕組みづくりができた、との評
価をいただきました。地域・市町と大学が共同し、中長期的な視点で人
材を育てることができつつあります。連携地域の活性化の一つとして、
大学生や若者を地域に呼び込み、受け入れる基盤作りが進むことが期待
されています。 

 体験学習、インターンシップ等により、地域農漁業資源が活用される可
能性があり、大学のアイデアと技術を活かした商品づくりの動きにつな
がる可能性もあります。連携市町・地域の御出席者からは、学生や若者
の目を通して、農漁村社会や文化を再評価する動きがでてきた、との報
告をいただきました。 

 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段階に入ったことが確認されました。 
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第3回 円卓フォーラム（平成28年度） 
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７．平成29年度 

   教養ゼミ体験学習 

   活動実績 

 



（1）世羅幸水農園  5月20日(土)・清水ゼミ 

 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。 
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教養ゼミ体験学習の活動実績 
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ナシのジョイント仕立て栽培の状況 

参加者全員でナシの一次摘果作業 



 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。 

 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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（2）世羅大豊農園 5月20日(土)・沖中ゼミ 
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（3）太田川漁協 5月28日(日)・杉野ゼミ 

 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。 

 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。 
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ゴミを拾う学生たちと、集めたゴミ 
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 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。 

 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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（4）井仁地域 いにぴちゅ会  6月4日(日)・上野ゼミ  

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 



 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。 

 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。 
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 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。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。捌いた魚は学生たちがみん
なで焼いて、作っていただいた鯛飯とともに美味しく食べました。 

 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
していただきました。 

  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きました。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おらず、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。  

 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。 
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（5）フィッシンク中゙村 海藻塾 6月10日(土)・加藤ゼミ  
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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、海藻で作っの交流がとても
印象深いものでした。たメニューの試食、何よりも島の皆様と 



 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。 
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（6）シトラスかみじま 金原農園+海藻塾 
            6月10日(土)・平山ゼミ  

 

 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。 



 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。 
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摘果の説明をする金原さん 



（7）トムミルクファーム・シバザクラの里乃美・うやま 
        6月25日（日）・西堀ゼミ・三本木ゼミ 

 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。  

  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。  
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 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。 

 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。 
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（8）布野地域 道の駅ゆめランド布野 ・江の川漁協・大前農園  
            7月8日(土)・小林ゼミ・橋本ゼミ 
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 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。 

 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、初めての体験に挑戦をしていました。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。  

 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。 
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合鴨農法の水田での除草作業 

アスパラガス収穫作業 

投網を教えていただき体験する 



 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。 
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（9）秋冬の体験学習 
  安芸太田町井仁地区の収穫体験会  10月1日(日) 



84 



 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。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。 

 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。  
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８．平成29年度 

   インターンシップ 
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87 ＣＯＣ連携地域・行政と連携して、学生が自身の将来に関連のある地域

活動を行い、地域に貢献する地域志向型人材を育成する中山間地域島

しょ部連携インターンシップを実施しました。 

 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てい

ます。 

 全体の実施期間は８月２３日（水）から９月２５日（月）で、生物生

産学部や他学部の学生１４名が参加し、４日から５日間地域に泊まり込

んで活動を行いました。 

（1）中山間地域島しょ部連携インターンシップ 



 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。 

 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。 

 

 学生の感想 

 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。 
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（2）東広島市豊栄トムミルクファーム 



 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。 

 学生の感想 

 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。 
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（3）三次市道の駅ゆめランド布野・大前農園 



 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。 

 学生の感想 

 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。 
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（4）安芸太田町井仁（棚田） 



 「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。 

 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。 
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（5）八王子会（大長） 



 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。 

 学生の感想 

 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。 
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（6）世 羅 町 
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９．平成29年度 

  特別講座活動実績 

 



   広島県内で実際に地域おこしや地域産業の中核として、また県行政の
中で活躍されている方をお招きして、中山間地域・島しょ部や広島県内
の地域課題解決につなげるための「中山間地域島しょ部連携特別講座」
を第３タームに開講します。 

 全学部、全学年の皆さんと一般市民などが受講できます。 
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（1）特別講座（講義＆公開講座）について 

特別講座講義実績 

（2）10月11日（水）『川づくり、川根の地域づくり』 
 講師：江の川漁協組合長＆川根振興協議会長 辻駒健二 

 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。 

 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。 
 
 

（3）10月18日（水） 『農村女性フォーラム』 
 講師：地域で活躍する女性3名（世羅・尾道） 



  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。 

 

 

 

 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。 

 

 

 

 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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（4）10月25日（水） 講師：株式会社あじかん 
         『食品メーカーとして』 

（5）11月8日（水）  講師：三島食品株式会社 
         『赤紫蘇のこだわりと地域産業の活性化』 

（6）11月15日（水） 講師：株式会社島ごころ 
         『地域とともにあり続ける』 



 東広島市産業部農林水産課：東広島市の農畜産業と6次産業 

 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ます。 

 ・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。セミナーで
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。 

 

 

 

 

 

 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、その優れた取組が紹介され、県と大
学の連携についても議論されました。 
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（7）11月22日（水） 講師：トム・ミルクファーム 
         『畜産経営と6次産業化等への取組み』 

（8）11月29日（水） 講師：広島県庁地域政策局 
                 中山間地域振興課長 
       『里山リーダーをつくる 広島県の挑戦』 
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10．平成29年度 

  地域志向教育効果等 

  アンケート結果 
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（1）地域志向教育効果等アンケート用紙 



 

 

 

 

 

 

 

  	      

       

 

 

  	        

 

 

  	      

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

（2）教養ゼミ体験学習アンケート用紙 



100 

（3）「地域志向教育」学生アンケート結果 
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（４）「教養ゼミ体験学習」アンケート結果 
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11．地（知）の拠点 

  教育研究功労者 

  表彰者 
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平成29年12月7日 

市町名 所属名・職　 表彰者
敬称略

表彰理由

東広島市
有限会社トムミルクファーム

代表取締役
沖　正文

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

東広島市
農事組合法人ファームおだ

組合長理事
吉弘　昌昭

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

東広島市
安芸津漁業協同組合

代表理事組合長
柴　孝利 教養ゼミフィールド体験学習における功労

東広島市
芸南農業協同組合
代表理事組合長

山田　政数 教養ゼミフィールド体験学習における功労

広島市
太田川漁業協同組合

代表理事組合長
森　正記

教養ゼミフィールド体験学習における功労
太田川の環境調査研究における功労

三次市
（株）布野特産センター

代表取締役
廣田　幸男　

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

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

三次市
江の川漁業協同組合

代表理事組合長
辻駒　健二

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

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

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

尾道市
フルーツ夢工房

　代表
半田　史子 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

尾道市
おのベジ槇山農園

　代表
卯元　幸江 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

尾道市
株式会社島ごころ

代表取締役
奥本　隆三 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

安芸太田町
いにぴちゅ会

会長
河野　 司

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

安芸太田町
井仁自治会

会長
大江　眞

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

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

大崎上島町
大崎上島町食文化海藻塾

塾長
道林　清隆 教養ゼミフィールド体験学習における功労

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

世羅町
農事組合法人世羅幸水農園

組合長理事
原田　 修

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

世羅町
農事組合法人世羅大豊農園

組合長理事
祢冝谷　 全

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

世羅町
世羅高原カメラ女子旅

主宰
吉宗　五十鈴 地域活性化への取組等の特別講座講義における功労

地（知）の拠点教育研究功労者表彰者 

※第４回円卓フォーラム（平成29年12月7日）にて表彰。 



739-8528 東広島市鏡山1-4-4 
TEL 082-424-7905 
FAX 082-424-2037 
mail  chinokyo@hiroshima-u.ac.jp 

広島大学 生物圏科学研究科 地域連携室 

お問い合わせ先 

全活動の詳しい内容はホームページをご覧ください。 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/seisei/coc/ 

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