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 農業のたいへんさを身をもって感じました。今日は本当にあり
がとうございました。 ［世羅大豊農園］ 

 普段体験することのない作業ができて興味深かった。 ［世羅大
豊農園］ 

 もっと体験の時間を長くしてほしいです。とても楽しかったので
また行きたいです。 ［太田川漁協］ 

 ｢清流｣と呼ばれる川が減少している中で、清掃活動や観察、鮎
を食べる等、ほとんど体験することのできないことに出会え、と
ても新鮮でした。残されたわずかな清流をいかに残しておくかと
いうことをしっかりと考え、また、清流の大切さというものをいか
に後世に伝えられるか、ということが我々に求められていると改
めて感じました。 ［太田川漁協］  

 本当に良い研修でした。自分も安芸太田町のために何かした
いと思いました。 ［安芸太田町井仁］ 
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 実家が農家なのでなつかしくもあり、小学校の時に体験した田植
えを思い出せて、楽しかったです。［安芸太田町井仁］ 

 午前と午後で違う内容の実習をしてもよいと思います。 ［呉市豊
町大長］ 

 みかん農家のたゆまぬ努力がおいしいみかんの裏に隠れていた
ことを肌で感じ取り、とても驚きました。このようなすばらしい農村
がいつまでも続くようにするための職に就きたいと改めて感じまし
た。 ［呉市豊町大長］ 

• しっかりとフルに1日くらいは体験できると良いと思います。または、

宿泊も兼ねてすると、農家の全体の様子が分かりやすいと思い
ます。 ［世羅幸水農園］ 

• 事前学習をしていた内容を現場で生で体験することができた。実
際に体験へ行ってみる中で、新しく学ぶことも多く、今回の体験学
習は非常に有意義なものとなったと思う。［世羅幸水農園］  
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 田植えは意外とおもしろかった。田植え後の昼食はけっこうお
いしかった。 ［ファーム･おだ］ 

 田植え作業は初めてだったので、経験できてよかったです。事
前学習でもっと調べ学習などできればさらによかったかなと思
いました。 ［ファーム･おだ］ 

 実際に農業をやっている方の話が直に聞けて、とても理解しや
すかった。他の農林漁業についてももっと知りたくなった。 ［大
崎上島町金原農園］ 

 みかん、せとかの流通の話は初めて聞いたので新鮮でしたし、
これから農業を勉強する上で、勉強になりました。金原さんの
話がすごくおもしろかったです。ぜひまたお会いしたいです。想
像していたよりも楽しく、とても充実した一日になりました。来年
のせとかの収穫も体験したいです。 ［大崎上島町金原農園］ 

 シーカヤックで海の中の海藻や魚を見ることができて楽しかっ
たです。海藻塾ではいろいろな種類の海藻を知れて、とても勉
強になりました。 ［大崎上島海藻塾］ 
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 とても楽しく勉強になりました。出会った人たちがみんな優し
く、海藻に対する体験だけでなく、人とふれあえ、とても良い
体験でした。 ［大崎上島海藻塾］ 

 初めてビワの収穫の手伝いができてとてもいい体験だった。
もっと農業が活発化すればいいと思う。 ［JA芸南］ 

 農業をすることがこんなに大変だということを知らなかったの
で、今日の活動を通して、大変さと楽しさを両方味わえたの
でよかったです。［JA芸南］ 

 今までしたことのない体験をたくさんすることができて、本当
に勉強になったし、楽しかったです。機会があればまたこの
ような体験をしたいと思いました。 ［三次市ゆめランド布野］ 

 今まで経験することのなかった貴重な体験がたくさんできて
良かったです。もっと多くの人にゆめランド布野の良さを知っ
てほしいと思いました。 ［三次市ゆめランド布野］  
 
 5 広島大学COC教養ゼミ学生の声 



2015教養ゼミ体験授業  
参加TAの声 

広島大学COC教養ゼミTAの声 6 

TA=体験授業を手伝う学生アシスタント。２年生以上。 
（昨年度体験授業に参加経験のある学生が多い） 



 祢宜谷さんのお話をお聞きした後の作業で、祢宜谷さんはじ
め、入植されて今日まで続けてこられた人々の思いの、ほん
の少しがわかったと思う。(わかったと言うにはおこがましいで
すが….)梨一つ一つがあのような作業(それ以上のたいへんな
作業)の毎日の積み重ねで生産されていることを改めて感じ、
感謝の思いでいっぱいになった。 ［世羅大豊農園TA］  

 単純に見える作業が、いかに単純ではなく、また、価格を大き
く変えてしまう重要な作業であることを、身をもって体験しまし
た。さらに、農地をゼロから開発し、借金を返済し、農業をし続
けるために、いかに根気が必要なのか、そして、どれほどの
年月がかかるのか、というその大変さを祢宜谷さんの話から
知ることができました。大変さを考慮しつつ、これからの研究
に本日のことを役立てたいと思います。 ［世羅大豊農園TA］  
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 TAで参加しましたが、1年生以上に体験学習に対してわくわく

感をもって参加できたような気がします。川の清掃作業では目
に見えない川底のゴミなども取り、感想としては非常にゴミが
存在していると思いました。中にはさびたものから新しいもの
まであったので、いまだにどんな形にしろゴミをきちんと捨てな
い人がいることに怒りを覚えました。アユにおいては知ってい
ることであったり、知らないこともある中、様々なことで興味を
持つことがあり、アユに関するすべてがおもしろく、ためになる
ことだと理解しました。アユは今までに養殖のものしか食べた
ことがなく、その際は内臓とか苦くて食べられませんでしたが、
今回のアユは養殖ではあったものの、すべて食べきることが
できて非常においしかったです。TAでありながら、いろいろな

ことを体験、学ばせていただき、非常にこの度の体験学習は
有意義なものとなりました。 ［太田川漁協TA］  
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 今日は、川の清掃やアユの放流体験、アユの塩焼きの試食な
どをして、本当に楽しかったです。非日常的な体験は今の忙し
い人たちにとって、必要なものであると感じました。今、日本で
は高齢化が進み、農村の維持が厳しくなっているのが現状で
す。もっと今回のような体験を若い人にしてもらい、一人でも多
く農漁業に関心を持ってもらう必要があると感じました。 ［太田
川漁協TA］  

 今回アシスタントとして来たが、焼いたアユを食べたり、川の
生物を探してみたり、たくさんの話を聞かせていただき、自分
にとっていい勉強・体験となった。山に囲まれているところで川
に入り、そこに住んでいる生物に触れ、自然、生態系を身を
もって感じることができた。組合の活動内容を知ることができ
たが、高齢化や組合員の減少によりイベントが減っていて、活
動していくのがたいへんなんだと感じた。 ［太田川漁協TA］ 
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 TAになったのにアシストもろくにできず、美味しいご飯を食べ

させてもらったり、体験させていただき本当にありがとうござ
いました。地域の方々とご飯や体験を通して、たくさんお話
することができて良かったです。これからもっと農林水産地
域について勉強したいと思いました。 ［安芸太田町井仁TA］ 

 今回の田植え体験はとても貴重なものでした。普段農業に
携わることのない私としては、地域の方との交流を持てた良
い機会でもありました。実際にその地域の農作物を買ったり
して、お米も食べることができ大切有意義な時間となり、こ
れからも地産地消を心がけ、自身の地域活動にできるだけ
積極的にかかわりたいと思いました。 ［安芸太田町井仁TA］  
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 今回、幸水農園で初めて梨の摘果作業をして、すごくたいへん
な作業だと思いました。こういった作業があることで、良い果物
ができているんだということがわかりました。良い経験ができて
よかったです。 ［世羅幸水農園TA］  

 今回は、梨の一次摘果とブドウの（枝<つる>）摘み取り体験を
できた。先週に続いての作業であったが、梨の枝が前回より少
し高く、脚立にのると、少し作業が遅くなるように感じた。ブドウ
の作業でもそうだが、”人海戦術”の大切さを感じた。 ［世羅幸
水農園TA］  

 今日のみかんの摘果は、やはり初めてであるからか、作業が
少し難しく感じられた。２回目の大長であったが、今日はかんき
つ類の摘果作業で、どれくらいのみかんをどのように分布させ
て残すのがよいか、考えるのがなかなかに大変でした。地域お
こし協力隊の方との話はおもしろく、とても興味深く感じた。こ
のような実際に携わっている人の話や意見交換は楽しかった。 
［呉市豊町大長TA］  
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 地域おこし協力隊の方とお話できて、いろいろ考えることが
できて本当によかったです。常に、情報・知識を蓄え、アイ
デアを考えるべきだと思いました。みかんがまだ小さかった
ので、また大きくなったみかんを見にきたいです。 ［呉市豊
町大長TA］ 

 農家の方々の体力に驚かされました。めいっぱい働いてか
ら食べた直売所のご飯は最高でした！稲刈りにもぜひ参加
させてほしいです。ベビーリーフのハウスの見学も興味深
かったです。 ［ファーム･おだTA］  

 田植えをするのは小学校一年生以来で、普段農業にふれ
ることはないので、とてもなつかしい気持ちになりました。高
齢化が進むと、たいへんな労働ばかりだったので、若い労
働力はとても大切だと感じました。 ［ファーム･おだTA］ 
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 今日のせとかの摘果は１年次も含めて２回目でしたが、昨年
よりも上手にすることができたのではないかと思いました。講
義においても昨年聞けなかった内容であり、知らなかった内
容を知って非常に有意義な時間を過ごすことができたのでは
ないかと思います。ただ昨年も思ったのですが、時間が制約
されている中の作業だったので、もう少し時間の幅を増やして
様々なことをしてみてもいいのではないかと思いました。 ［大
崎上島町金原農園TA］ 

 今回の活動では、せとかやレモンのことだけでなく、歴史や流
通のことも教えていただき、とても勉強になった。道の駅や生
協などの魅力を感じるようになってきた。摘果については自分
は知らないことばかりであり、とても手間がかかったことをして
いるんだと実感した。今日摘果したものが収穫期にどのように
実をつけているか気になる。機会があれば収穫も行いたい。 
［大崎上島町金原農園TA］ 
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 金原さんの豊富な体験と知識を元にしたお話が興味深く、特
に広島(中でもJA広島ゆたか管内)のカンキツの今後の可能性
が力強く感じられた。また、摘果体験(木によって摘果の必要
性がかなり異なったが)、摘果によりせとかの商品価値も上が

るという、重要性はよく理解できた。収穫時にもぜひ体験でき
ればと思う。 ［大崎上島町金原農園TA］ 

 今回印象的だったのは、今まで当たり前に島にあるものとして
考えていた”海藻”をもっとみんなに知ってもらいたいという塾
の方々のお気持ちでした。新たにPRするものを作り出すので
はなく、今あるものに工夫を加えてPRするという地域活性化の
仕方もあるのだなと勉強になりました。 ［大崎上島海藻塾TA］  

 今回は漁業体験ということでした。海岸のゴミの環境状況を知
ることができ、またシーカヤックや海藻塾と自然と触れ合う機
会が多かったと思います。地域の方との交流もあり、一年生が
楽しそうに体験していてよかったです。 ［大崎上島海藻塾TA］  
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 商品化についてもう少し聞きたかった。大崎上島に来たのは
初めてでしたが、自然豊かなところだと思いました。街は見て
ないですが、良いところなんだろうと思います。普段一人暮ら
しでは海藻に触れる機会も買うこともそんなにないので、今日
は貴重な体験ができました。お話しくださった方々も専門家で
はなく一からがんばっていると聞いて驚きました。ほかの農山
漁村にも興味がわいたので、行ってみたいと思いました。 ［大
崎上島海藻塾TA］  
 

 今回は実際にビワの収穫及び包装をしてみて、あの時間でど
れくらいの売り上げになるかなどの具体的な話、また農家さん
のリアルな言葉を聞けてよかった。特にJA芸南、ボラバイトな

どの取り組みは新鮮で、自身でも情報を集め、また参加した
いと思った。工業品も多く、積極的だと感じた。 ［JA芸南TA］  
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 ビワの収穫は初めての経験でしたが、農家さんの指導もあり、
私も１年生のみんなも上手くとれていました。農家の方々の収
入とか現状など、普段なら聞けないようなことが聞けたので、
とても有意義な時間になりました。［JA芸南TA］ 

 川の中に入り、自然に触れて、アユを焼いて、食べ、アイスク
リームを作り、普段日常生活ではめったにやることのない体
験ができ、アシスタントではあるものの、楽しむことができた。
一日に一つのことだけでなく、様々な体験ができ、とても充実
していたと思います。しかし、私はアイガモ農法も気になって
いたので、見れなくて残念でした。作業と作業との間の準備や
移動に時間がかかりすぎていたと思います。農業であるアス
パラガス栽培、水域に関する川の清掃、食品製造となるアイ
スクリーム作りと、生物生産学部に関係のある体験を楽しく行
うことができてよかったと思いました。 ［三次市ゆめランド布野
TA］  
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 今回の体験は内容がすごく充実していてよかった。楽しかった
要因の一つとして考えられるのは、いろんな体験ができたこと
だと思う。アスパラの収穫、川の清掃、鮎の串焼き、アイス作り、
どれも普段やらないことなので、貴重な体験になったと思う。ま
た、地元でとれた物を食べることができたのも良かったと思う。 
［三次市ゆめランド布野TA］  

 ＜個人的な感想＞学生が何事にも積極的で、先生やTAの言
うことも素直に聞き入れてくれたので、TAとして安心して取り組
めました。また、他のTAが周囲をしっかりサポートしてくれてい

たので、個人的にとても頼もしく感じました。今までの準備はと
ても大変だと思うし、先生方、本当にお疲れ様でした。 ［三次
市ゆめランド布野TA］  
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