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教養ゼミ体験授業 全体説明 
29.4.26 

平成２９年度前期 
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１．地（知）の拠点概要 
   ・地（知）の拠点パンフレット 
  

２．平成29年度教養ゼミ体験学習実施計画概要 
  

３．体験授業実施地域の概要、 体験イメージ 
    体験スケジュール、 体験準備物・留意事項 
    地域からの要望事項等 
  

４．その他 
  ・地（知）の拠点インターンシップの概要説明 
  ・地（知）の拠点特別講座の説明 
  ・広大広報用写真・ビデオ肖像権使用等のお願い 

  ・地（知）の拠点アンケートについて  

説明会の内容 



 
 

県内には、積極的にこの課題に 

対応し、農山漁村地域の活性化に
取り組み、地方創生のために 
努力している地域が多くある 

条件が厳しい地域社会の現状 

<©COC中山間地域・島しょ部領域> 3 

「中山間地域」が 
7割を超える 

広島県は、瀬戸内海島しょ部や中山間
地域の過疎化・高齢化が進む地域で、
活力低下という問題に直面している 



地（知）の拠点教育プログラム 

専門教育への 
動機付け 

 
地域理解を深め、 
専門教育と 
応用実学の 
関係を知る 

 

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 

 

 
卒業論文 

 
 
 

教養教育(全学共通) 
基礎力と学際的視点を養い、 
               能動的学習への動機付け 

 
 

 
 
 
 
 
 

【課程１】 
教養ゼミ 
体験学習 

学
年
進
行
に
応
じ
た
専
門
性
の
高
い
教
育 

地域・フィールド性の高い教育 

専門性や地域性の高い卒論研究指導 

ＣＯＣ教育科目 

専門基礎教育 
(学部共通) 

  
      

        
 

応用教育 

【課程３】 
地域志向型 
インターンシップ 

【課程２】 
連携地域 
特別講座 

フ
ィ
ー
ル
ド
教
育 

コース別専門教育 

より深い地域体験 
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平成29年度教養ゼミ体験学習実施計画 

 教養ゼミは、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。 

 生物生産学部は、地(知)の拠点で教養ゼミを取り組むに
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、事前学習、体験学習、事後学習、学生の体験
発表報告会で体験プログラムが構成されています。 

 平成２９年度の教養ゼミ地域体験学習は、6市町・
地域(11組織)と連携して、1年生10グループ（104
人）が、5月20日～7月8日にかけて、土・日で実施
します。 



事後学習の
内容を 
プレゼン、 
地域へ提案 

地域の課題
をまとめ、 
自分達が 
できることを 
考える 

地域の講義 
地域の作業 
地域の方 
との交流 

体験の意味 

目的意識を
持つ 

教養ゼミ体験学習のながれ 

6 

1年生と 
チューターが 

事前学習 

1 

地域の方を 
講師に 

体験学習 

2 

1年生と 
チューターが 

事後学習 

3 

活動 
報告会 

4 

（4月～5月下旬） （5月下旬～ 
    7月上旬） （6月～7月） （7月下旬） 



平成２９年度 地（知）の拠点に関する教養ゼミ体験学習 実施計画一覧（案） 

実施日程 
予定時間 

実施地域 
（市町） 

体験授業概要 地域講義 
学生 
ゼミ班 

教養ゼミ 
担当教員 

ＴＡ 
COC 
教職員 

４月２６日（水） 
12:50～14:20 

全体説明会 
C２０６教室 

 教養ゼミ体験授業全体計画概要 
スケジュール概要、体験地域概要説明等 

全班 － 

５月２０日（土） 
8:15～16:50頃 

世羅幸水農園 
（世羅町） 

・梨の一次摘果＋黒星病対策作業 
・世羅高原６次産業ネットワーク加工施設見学 

・世羅幸水農園組合長理事 原田修様  
  幸水農園50年の歩みと世羅梨のブランド化（仮） 

Ｉ 班10名 
女性5男性5 

清水ゼミ 

世羅大豊農園 
（世羅町） 

・梨の一次摘果 
・世羅大豊農園組合長理事 祢冝谷全様 

  大豊農園の取り組み経過やJGAPについて（仮） 
Ｃ班11名 
女性5男性6 

冲中ゼミ 

５月２８日（日） 
8:15～16:40頃 

太田川漁協 
（広島市） 

・吉山川等河川清掃 
・吉山川生き物観察 
・アユ漁投網の体験 

・太田川漁協組合長 森正記様 他 
  太田川のアユ漁（網漁）等の歴史（仮） 

Ｆ班10名 
女性3男性7 

杉野ゼミ 

６月４日（日） 
8:15～16:30頃 

井仁地域 
いにぴちゅ会 
（安芸太田町） 

・棚田の田植体験 
・井仁地域の自然・文化散策（見込み） 

・いにぴちゅ会会長 河野司様他 
  井仁の課題解決と夢の実現について（仮） 

Ｈ班10名 
女性3男性7 

上野ゼミ 

６月１０日（土） 
8:00～17:55頃 

フィッシング中村 
海藻塾 

（大崎上島町） 

・「フィッシング中村」乗船・刺し網漁体験他 
・海藻塾試作品評価など 

・食文化海藻塾道林塾長 
・フィッシング中村様、前釜様（仮） 

  海藻塾の概要、大崎上島の漁業・観光・地域振興（仮） 

Ｄ班10名 
女性3男性7 

加藤ゼミ 

シトラスかみじま 
金原農園＋海藻塾 

（大崎上島町） 

・ハウスせとか（晩柑）の摘果 
・海藻塾試作品評価など 

・シトラスかみじま組合長 金原邦也様 

  大崎上島町の歴史・概要と柑橘経営・流通（仮） 
Ｇ班11名 
女性7男性4 

平山ゼミ 

６月25日（日） 
8:15～16:30頃 

トムミルクファーム 
豊栄の集落法人 
（東広島市） 

水田放牧・牧草の柵作り作業 
放牧予定水田法面の草刈り 

県央協議会（豊栄）の農園や町並み視察 

トムミルクファーム沖代表 
水田放牧の価値、地域ビジネス展開（仮） 

集落営農法人 集落営農の課題と水田放牧（仮） 

Ｅ班11名 
女性7男性4 

西堀ゼミ 

J 班10名 
女性7男性3 

三本木ゼミ 

７月８日（土） 
8:15～17:00頃 

布野地域 
道の駅ゆめランド布野 
江の川漁協・大前農園 

（三次市） 

道の駅ゆめランド布野アイガモ水田草刈り 
江の川漁協親水域河川清掃他 

大前農園アスパラハウス草取り＋アスパラ生試食 

廣田代表取締役 道の駅ゆめランド布野の取組等（仮） 
辻駒代表理事組合長 江の川漁協の取組等（仮） 

大前様 大前農園の経営と取組等（仮） 

Ｂ班10名 
女性7男性3 

小林ゼミ 

大前農園アスパラハウス草取り＋アスパラ生試食 
江の川漁協親水域河川清掃他 

道の駅ゆめランド布野アイガモ水田草刈り 

大前様 大前農園の経営と取組等（仮） 
辻駒代表理事組合長 江の川漁協の取組等（仮） 

廣田代表取締役 道の駅ゆめランド布野の取組等（仮） 

Ａ班11名 
女性6男性5 

橋本ゼミ 

７月１９日（水） 
12:50～14:20 

発表会（前半） 
C206教室 

５班発表（                ） 全班 － 

７月２６日（水） 
12:50～14:20 

発表会（後半） 
C206教室 

５班発表（                ） 全班 － 



平成２９年度 地（知）の拠点に関する教養ゼミ体験学習 実施計画一覧（案） 

日程時間 実施地域 気象と作業 昼 食 自販機・コンビニ・トイレ 備 考 

５月２０日（土） 

8:15発 

世羅幸水農園 
（世羅町） 

雨天実施（要カッパ） 学生持参 
作業ほ場周辺に自販機なし 

自販機トイレは、事務所付近に有り 

世羅大豊農園 
（世羅町） 

雨天実施（要カッパ） 学生持参 
作業ほ場周辺に自販機・トイレなし 
自販機トイレは、事務所付近に有り 

昼食可能なレストラン有り 

５月２８日（日） 

8:15発 
太田川漁協 
（広島市） 

雨天実施（要カッパ） 
河川増水で清掃は中止 
増水時体験メニュー変更 

学生持参 
アユ塩焼き有り 

河川隣接協力会社のトイレ有り 
ただし、河川清掃周辺にはトイレ無し 
協力会社の駐車場を借用見込 

コンビニは、徒歩可能なところに有り 

６月４日（日） 

8:15発 

井仁地域 
いにぴちゅ会 
（安芸太田町） 

雨天実施（要カッパ） 昼食費500円負担 
自販機・トイレは棚田交流館にあり 
作業ほ場からは、徒歩５～１０分 

一般市民参加 

６月１０日（土） 

8:00発 

フィッシング中村 
海藻塾 

（大崎上島町） 

雨天実施（要カッパ） 
荒天時体験メニュー変更 

学生持参 
魚塩焼き等有り 
＋α有り？ 

フェリー乗船（負担なし） 
F中村近くに自販機・トイレ有り 

遊漁船に乗船する 
大串海岸に自販機・トイレ有り 

フェリー乗船時
間があり、 
出発８時厳守 シトラスかみじま 

金原農園＋海藻塾 
（大崎上島町） 

雨天実施（要カッパ） 
主な作業はハウス内 

学生持参 
フェリー乗船（負担なし） 

作業ハウスには、自販機・トイレなし 
集会所にはあるが徒歩10分程度 

６月25日（日） 
8:15発 

トムミルクファーム 
豊栄の集落法人 
（東広島市） 

雨天実施（要カッパ） 
昼食費870円負担 
ジビエカレー 

まきばカフェ近くに自販機・トイレ有り 
まきばカフェまで２～3分 

７月８日（土） 

8:15発 

布野地域 
道の駅ゆめランド布野 
江の川漁協・大前農園 

（三次市） 

雨天実施（要カッパ） 
河川増水で清掃は中止 
漁協体験メニュー変更 

昼食費500円負担 
アユ塩焼き有り？ 

道の駅にトイレ・自販機有り 
レストラン2カ所・直売所有り 
アイガモ水田は道の駅隣接 
大前農園ほ場にトイレなし 



地(知)の拠点 教養ゼミ体験授業実施地域 

安芸太田町井仁地域 

広島市 
太田川漁協 

トムミルクファーム 
  豊栄集落法人 

世羅町 世羅大豊農園 

世羅町 世羅幸水農園 

5月２０日 

5月２８日 

６月４日 

６月１０日 

６月２５日 

７月８日 

5月２０日 

大崎上島町 
海藻塾・フィッシ
ング中村 

三次市 道の駅 
ゆめランド布野 

大崎上島町 
シトラスかみじま 
金原農園 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVu-GQ8rfLAhWlHaYKHd1cAkkQjRwIBw&url=http://shop.taiho-farm.com/&psig=AFQjCNGzwElugjVuDV68xDpQ53EGnYjUMQ&ust=1457759889016550


教養ゼミ地域体験授業の受講に当たって 
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１．この体験授業は、皆さんが地域の現場を体験し理解するため
に、広島大学と連携している市町や地域の方々にご協力いただ
いて実施するものであり、地域の方々への感謝と敬意の気持ち
を持って受講してください。 

２．地域の方々は、皆さんの受講を楽しみしておられます。広大
生として地域の期待に応える行動を心がけるとともに、今後皆さ
んの関心が地域に向けられれば、様々な支援や協力をしていた
だけますので、地域との交流や意見交換の場にもしてください。 

３．バスの出発時間、8時15分（大崎上島は8時）を厳守してくださ
い。  事情がある場合は担当の先生を通じて事前に申し出てください。 
       当日出発時間に間に合わなくなったら、至急電話してください。 

   （大泉携帯 ０８０－４５５３－７５３７）か 同じグループの友人経由でも 

４．朝の集合場所は、Ａ棟横駐輪場・車庫付近です。 
  必ず出席のチェックをしてもらってから、バスに乗ってください。   
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７．体験授業は、地域の方の講義と現場体験で構成されています。 
 ・講義では積極的に質問や意見を述べるようにしてください。 

 ・地域の講師の方に失礼がないように、地域に対する事前学習
を十分に行ってください。 

８．体験授業発表会は、協力いただいた地域の方や市町行政の
方にもお聞きいただく予定です。 

 ・地域の方から聞いた現場の課題などに対して、皆さんの考え
やアイデアが発表されるのではないかと期待されています。  

６．体験作業では、地域の方々の説明・指示をよく聞いて、現場で
何をすべきか先読みをした主体的な行動や作業を行ってください。   

５．指示された服装や準備物、作業の留意事項を理解して、安全
な作業に心がけてください（特に、熱中症予防対策）。    

９．現場での昼食の準備、配膳、片付け、作業の準備がある場合
は臨機応変に行動して手伝ってください。 
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１１．貸し出す作業用長靴は、サイズ別の数に限りがありますの
で、やや大きめのサイズを選んでください。大学到着時には、洗
い場付近でブラシで洗って返却してください。 
 自分の長靴を用意して使ってもらうと助かります。 

１２．服装は、ケガをしにくい・日焼けしないため暑くても長袖・長
ズボン（ジャージ等）が原則です。ただし、作業により短パンなど
他の服装が必要な場合があります。 

 熱中症になるリスクがありますので、十分な水分を持参して、臨
機応変に水分補給をしてください。 

１０．雨天時、カッパは必ず自分で準備してください。１００円ショッ
プのカッパでも作業は可能です。   

１３．井仁地域の班は、 現地で一般の人と一緒に田植をします。 上野ゼミは
＿＿グループで作業しますので、グループ分けをしておいてください。 

 太田川漁協では、胴長を着用しますので、杉野ゼミは靴のサイズを事前に報
告してください。次のゼミでまとめて地域連携室に連絡のこと。ただし、ピッタリ

のサイズはないと思います。   
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１４．今後、体験授業受入地域と調整を続けますので、 

スケジュールに変更が生じる可能性が十分にあります。 
 ☆体験授業の前日、及び、体験授業前の教養ゼミで、 
     COCのホームページを必ずチェックしておいてください。 
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi.html 

「H29 教養ゼミ体験授業と発表会学生への重要連絡事項」 で検索 
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・連携地域の概要 

・体験授業の概要とイメージ 

・体験授業のスケジュール 

・体験準備物と留意事項等 
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 世羅幸水農園は世羅高原にあり、幸水なしを中心とした大規模梨園の果樹全面協業
経営、果物狩りも楽しめる多品種の果樹園、後継者育成、法人経営による福利厚生の
充実、6次産業ネットワークを通じた地域連携・共存を図る経営を目標にしています。 
 地（知）の拠点の連携を通じた人材の育成、学生の発想やアイデアを生かした世羅梨
の新製品開発・ブランド化、都市農村交流、さらには地方創生につながることが期待さ
れています。 

世羅町 世羅幸水農園 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiho7Ly_bfLAhVBx6YKHX8vCjUQjRwIBw&url=http://7rivers.air-nifty.com/blog/2011/09/post-9cc0.html&psig=AFQjCNHXiufep_cfX-wr26PYEhFy1H53Wg&ust=1457763003048362
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世羅幸水農園  教養ゼミ体験授業のイメージ 

6次産業化加工施設 

原田組合長の講義 

摘果作業 農園の
直売所 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発 時間厳守 

大豊農園 経由  （〇〇ゼミ下車） 

午前９：５０ ６次産業化施設 ６次産業化加工施設・直売所見学 

午前１０：３０ 事務所 又は 梨園 原田組合長 講義と質問 

幸水農園の歩みと世羅梨のブランド化 

午前１１：１０ 梨園 体験作業内容・注意事項説明 

梨の一次摘果 
服装・道具準備 
 

午後０：００ 梨園or直売所横 昼食  弁当は個人で準備 

午後１：００ 梨園 梨の一次摘果 作業再開 

午後３：００ 梨園 体験作業終了、後片付け 

午後３：１０ 梨園 地域へ お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後３：２０ 中型バス 大豊農園経由 大学へ出発  

 

午後４：５０ 生物生産A棟 横 大学着  長靴水洗い  解散 

バス1台：往路：大学－＞大豊農園－＞幸水農園、 復路：幸水農園－＞大豊農園－＞大学  
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５月２０日（土） 世羅幸水農園  教養ゼミ体験授業（清水ゼミ） スケジュール概要 
H29年度 



・原則、雨でも作業等は行います。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
・悪天候の時は、講義、直売所（ビルネラーデン）などの別作業などに変更 

・主な作業内容・作業手順 

 梨棚の中の梨の木は、現在花から幼果になっているが、たくさんの幼果をそれぞれの
各着果位置で一定数に摘果する。 
 ※現場講義では、事前学習等で質問を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天）、普通の帽子（梨棚作業用） 
         原則長袖の服を着用、 
・学生準備物： 昼食、十分な飲み物、着替え、タオル 

・大学準備物等： 長靴、手袋（着用なしの方が良いが準備）、芽剪りハサミ、救急箱 

・現地で借用するもの： 芽剪りハサミを借用（大学でも手持ちを持参） 

・作業時の留意事項 
１．ハサミの使用、脚立でのやや高所作業などがあり、けがのないように注意 
２．天候によって、熱中症にならないよう十分な水分補給ができる飲み物を持参 

３．トイレは出発前は大学で、講義後は管理事務所などで済ませること、貴重品の管理
に気をつけること（バスは移動するので荷物は置けない。必要に応じて教職員の指示による） 

５月２０日（土） 世羅幸水農園  教養ゼミ体験授業（清水ゼミ） 準備・留意事項等  

18 

H29年度 
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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、梨を中心とした生産を通じて、豊かな人
間環境をつくり生きがいある生活を目標としている果樹の生産拠点で、四季折々にいろ
いろなイベントを企画して、地元に密着した人とひととのふれあいの機会を大切にしてい
ます。 
 地（知）の拠点の連携を通じ、学生の力を引き出した情報発信や都市農村交流（都市と
農村を結ぶ駅）、地方の創生に期待されています。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://blog.livedoor.jp/yoreyorerider/archives/65489366.html&psig=AFQjCNGzwElugjVuDV68xDpQ53EGnYjUMQ&ust=1457759889016550
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVu-GQ8rfLAhWlHaYKHd1cAkkQjRwIBw&url=http://shop.taiho-farm.com/&psig=AFQjCNGzwElugjVuDV68xDpQ53EGnYjUMQ&ust=1457759889016550
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世羅大豊農園  教養ゼミ体験授業のイメージ 

摘果作業 

組合長の講義 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発 時間厳守 

午前９：３０ バス下車 （バスは幸水農園へ） 

午前９：４０ 事務所 又は 梨園 祢冝谷組合長 講義と質問 

  大豊農園の取り組み・JGAPへの取組 

午前１０：２０ 梨園 体験作業内容・注意事項説明 

梨の一次摘果（農園の定時休息あり） 

服装・道具準備 

午後０：００ 梨園or管理舎 昼食  弁当は個人で準備  直営レストランあり 

午後１：００ 梨の一次摘果 作業再開 

午後３：００ 摘果作業終了、後片付け 

午後３：１０  梨園 地域へ お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後３：２０ 直売所 直売所見学 

午後３：３０ 駐車場 中型バス 大学へ出発 

午後４：５０ 生物生産A棟 横 大学着  長靴水洗い  解散 

５月２０日（土） 世羅大豊農園  教養ゼミ体験授業（冲中ゼミ） スケジュール概要  

21 

バス1台：往路：大学－＞大豊農園－＞幸水農園、 復路：幸水農園－＞大豊農園－＞大学  

H29年度 



５月２０日（土） 世羅大豊農園  教養ゼミ体験授業（冲中ゼミ） 準備・留意事項等 

・原則、雨でも作業等は行います。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
・悪天候の時は、講義、大豊農園の課題解決に向けた意見交換などに変更 

・主な作業内容・作業手順 

 梨棚の中の梨の木は、現在花から幼果になっているが、たくさんの幼果をそれぞれの
各着果位置で一定数に摘果する。 

 ※現地講義では、「質問に対して回答する形式」も行いたいので、事前学習等で質問を
事前に考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天）、普通の帽子（梨棚作業用） 
         原則長袖の服を着用、 
・学生準備物：昼食、十分な飲み物、着替え、タオル 

・大学準備物等： 長靴、手袋（着用なしの方が良いが準備）、芽剪りハサミ、救急箱 

・現地で借用するもの： 芽剪りハサミを借用（大学でも手持ちを持参） 

・作業時の留意事項 
１．ハサミの使用、脚立でのやや高所作業などがあり、けがのないように注意 
２．天候によって、熱中症にならないよう十分な水分補給ができる飲み物を持参 

３．トイレは出発前は大学で、講義後は管理事務所などで済ませること、貴重品の管理
に気をつけること（バスは移動するので荷物は置けない。必要に応じて教職員の指示による） 

22 
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広島市 太田川漁協 

 太田川は全長103kの一級河川で、多くの魚が生息しており、アユ、アマゴなどの釣り（遊
漁）が楽しめます。また、漁協では投網、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ます。さらに、良好な河川環境を維持し漁場を改善する
活動なども行っています。 
 地（知）の拠点による広島大学との交流連携で、河川環境保全への学生の貢献と内水面
漁業への関心が高まることが期待されています。 
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太田川漁協 教養ゼミ体験授業のイメージ 

講
義
・実
習 

河川清掃 

アユの放流 
アユ塩焼 

森組合長と一月理事 

生き物観察 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 マイクロバス 現地へ出発   時間厳守 

午前９：３０ 西川ゴム駐車場 現地到着 バス下車 装備等体験準備 胴長靴着用 

午前９：５０ 吉山川河川堤 組合長あいさつ  

体験作業内容・注意事項説明 

午前１０：００ 吉山川 ・河川清掃（約１㎞）開始   
・葦刈り（西川ゴムにつながる橋周辺） 

午前１１：３０ 吉山川 河川観察、アユ放流体験 

午後０：３０ 吉山川河川堤 アユの塩焼き体験  昼食（各自持参） 胴長片付け 

午後１：３０ 吉山川河川堤 ・水辺の教室、投網体験 
    講師 組合長・理事漁協複数名 
・講義 太田川のアユ漁（網漁）の歴史など 

午後３：００ 吉山川河川堤 体験終了、片付け 

午後３：２０ 吉山川＆西川ゴム駐車場 お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後３：３０ マイクロバス 大学へ出発 

午後４：４０ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 適宜かたづけ 

５月２８日（日） 太田川漁協 教養ゼミ体験授業（杉野ゼミ） スケジュール概要 
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H29年度 



５月２８日（日） 太田川漁協 教養ゼミ体験授業（杉野ゼミ） 準備・留意事項等 

・原則、増水がなければ雨でも作業等は行います。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
・河川増水の場合は、養殖場と川辺の清掃、講義など、太田川漁協周辺メニューに変更 

・主な作業内容・作業手順 
１．胴長をはいて、川の中のゴミを拾って集める。川岸に生えている葦をカマで刈り取る。 
２．アユを串刺して、塩をつけて炭火で焼く。 

３．胴長をはいて、吉山川をタコ眼鏡で観察したり、たも網でサンプリングして生息する魚等の種類等
を調査する。 
４．現地講義等では、事前学習等で質問を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天）、原則長袖の服を着用。 
・学生準備物： 十分な飲み物、昼食弁当（近くにコンビニ有り）、必ず着替え、タオル 

・大学準備物等： 胴長靴、ゴミ用の網袋、軍手、ライフジャケット、麦わら帽子、たも網、ノコギリ鎌、タ
コ眼鏡、バケツ、観察用透明容器（透明のボックス）、救急箱 

・現地で借用するもの： 胴長靴 （事前に班で取りまとめ＝大学から持参する胴長含む） 

・作業時の留意事項 
１．河川での転倒に備えて、転倒者を補助出来るよう２名以上で隣接行動する。 
２．天候に応じて突発的な増水に注意し、漁協の指示に従う（増水しやすい河川である）。 
３．蛇やダニに注意すること。ヨシの中には深入りしない。ライフジャケットも着用する。 
４．作業時は水分補給を十分かつこまめに行うこと。必ず着替え持参。 

５．トイレは出発前は大学で、現場は西川ゴム事務所ですること、貴重品の管理に気をつけること（バ
スに置かないなど必要に応じて教職員の指示による） 

26 

H29年度 



27 

安芸太田町 井仁 
 中山間地域の少子高齢化や人口減少等による人材不足などに対応するため、住民主
体の地域計画づくりに取り組み、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域の創生を目指しています。 
 地（知）の拠点による体験授業と講義を通じて、広島大学の学生が地域の活動を理解し、
地域との交流連携を深めながら活力ある地域創生につなげるための大学の地域支援・貢
献に期待されています。  

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/alliances/area02.html
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安芸太田町井仁 教養ゼミ体験授業のイメージ 

棚田散策 

昼食交流 

講義 

田植え 

いにぴちゅ会  河野会長 
自治会       大江会長 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横車庫・駐輪場付近 マイクロバス 現地へ出発  時間厳守 

午前９：３０ 井仁（棚田）交流館 田植え体験会受付、 服装確認等準備 

午前１０：００ 井仁（棚田）交流館 
グランド 

開会式、作業説明 
  各班に加わり行動する 
  各班の副班長の仕事を手伝う 

一般市民参加 
 

午前１０：２０ 棚田 各棚田で田植え体験 （素足） 
  終了時、田植え班ごとに記念撮影   

午後０：００ 井仁（棚田）交流館 昼食準備作業（井仁の方のお手伝い） 

午後０：３０ 井仁（棚田）交流館 昼食 地域・市民の皆様と交流 
  昼食の片付けのお手伝い 
  来場者アンケートの配布・回収を手伝う 
  使った長靴水洗い・乾燥の手伝い 

午後１：３０ 棚田周辺 棚田散策 

午後２：３０ 井仁（棚田）交流館 いにぴちゅ会会長の講義・質問 

 井仁の課題解決と夢の実現に向けて 

午後３：００ 現場 地域へ お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後３：１０ 現地 マイクロバス 大学へ出発 

午後４：３０ 生物生産A棟 横 大学着  解散 適宜かたづけ 

６月４日（日） 安芸太田町井仁 教養ゼミ体験授業（上野ゼミ） スケジュール概要   
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H29年度 



・原則、雨でも作業等は行います。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
・悪天候の時は、講義、棚田交流と意見交換などに変更 

・田植え・昼食は、一般市民（棚田会員等）として参加しますので、広大生らしい行動を
お願いします。特に子供の参加も多いので、心配りをお願いします 

・主な作業内容・作業手順 
  棚田での田植え（手植え） 
  ゼミが4班に分かれて、その副班長（上級生）の仕事を手伝う 
  昼食の準備、片付け・食器洗いなど、アンケートの配布回収を手伝う 
  ※現地講義では、事前学習等で質問を考えておくこと。 

・学生服装 ：田んぼは裸足+短パン、ジャージ等作業服、カッパ（雨天）、長袖の方が良い 
         ジャージの下に短パン着用が万全 
・学生準備物：十分な飲み物、必ず着替え、タオル、昼食費用５００円 
    （昼食は、交流会として一般市民と同じように地元で準備された食事をいただく） 

・大学準備物等： 麦わら帽子、長靴（使用しない予定）、軍手、救急箱 

・現地で借用するもの：  

・作業時の留意事項 
１．田んぼで濡れて汚れても良い服装と十分な着替え（田んぼでの転倒もある）。 
２．天候によって、熱中症にならないよう十分な水分補給ができる飲み物を持参 

３．トイレは出発前は大学で、作業前は交流館などで済ませること、貴重品の管理に気をつけること
（バスに置かないなど必要に応じて教職員の指示による） 

６月４日（日） 安芸太田町井仁 教養ゼミ体験授業（上野ゼミ） 準備・留意事項等   
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 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ます。同時に特産品の開発と合わせた観光漁
業が進められており、海藻塾では海藻を活用した新しい食文化づくりに取り組んでいます。   
 フィッシング中村は、瀬戸内に浮かぶ大崎上島で、遊漁船・渡船経営とともに、ヒラメ・カレ
イ・オコゼ・イカ など刺し網でその日に獲れた地魚の販売を行っているほか、食文化海藻塾
と連携して「アカモク」など海藻の製品販売にも取り組んでいます。 
  地（知）の拠点に取り組む広島大学との交流連携による地域人材育成や地域活性化に期
待が寄せられています。 

大崎上島町 フィッシング中村・食文化海藻塾 
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海藻塾等 教養ゼミ体験授業のイメージ 講義 

フ
ェ
リ
ー
で
到
着 塾長 道林様 

刺し網漁 

海
藻
製
品
試
食 

海
藻
観
察 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：００ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発  時間厳守 

午前８：５０ フェリー（安芸津港） フェリー出港 （乗船３５分）  客室へ移動 

午前９：３０ 大西港 フィッシング中村へ出発 

午前９:４０ 内浦漁協前 乗船準備と刺し網漁などの説明 服装・道具準備 

午前９：５０ 遊漁船乗船 フィッシング中村様で刺し網漁の体験 

午前１１:５０ フィッシング中村 刺身・塩焼き料理の体験 昼食（学生持参） 

午前１:２０ フィッシング中村 
 

・中村様・前釜様 漁業の講義（１０分～15分） 

・道林様の講義 海藻による食文化づくりとマーケット
の創造島の観光・地域活性化など 

雨天の場所
は？ 

午後２:００ フィッシング中村 お礼のあいさつ、集合写真撮影 その後大串海岸へ 

午後２:１０  フィッシング中村出発 途中シトラスかみじまで別班乗車 

午後２：４０ 大串海岸キャンプ場 
大串海岸 

海藻試作品の試食・意見交換 
その後 海藻採集 

ここから 
2班合同 

午後３:５０ 大串海岸キャンプ場 お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後４：００ 大串海岸キャンプ場 体験作業等終了・片付け 

午後４：1０ マイクロバス 大西港へ （大学へ出発） 

午後４：４５ フェリー 大崎上島町 大西港 出港 （乗船３５分） 

午後５：５５ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 

６月１０日（土） フィッシング中村・海藻塾教養ゼミ体験授業（加藤ゼミ） スケジュール概要 

33 

バス1台：往路：大学－＞フェリー－＞Ｆ中村－＞・・・シトラスかみじま金原農園 
 復路： ・・・ Ｆ中村－＞（金原農園経由）－＞大串海岸－＞フェリー－＞大学  

H29年度 



・原則、雨でも作業等は行います。 
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
 悪天候の場合は、講義など別メニューに変更 

・主な作業内容・作業手順 
１．地元で活躍されている漁業者の方から刺し網漁を教えていただく。（2隻に乗船） 
２．海藻塾で海藻の説明・海岸での採集・試食を行い、地元の方と意見交換する 
３．※現地講義・意見交換では、事前学習等で質問を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天）、原則長袖着用 
・学生準備物： 十分な飲み物、昼食弁当、必ず着替え、タオル 

・大学準備物等： ゴミ用袋、軍手、長靴、ライフジャケット、麦わら帽子、バケツ、キッチ
ンバサミ、救急箱 

・現地で借用するもの：  

・作業時の留意事項 
１．ライフジャケットを着用し、船上や岩場で足を滑らせないよう注意すること 
２．必ず着替えを持ってくること、作業時は水分補給を十分かつこまめに行うこと 
３．トイレは出発前は大学で、また安芸津港かフェリー（35分）内でトイレを済ませること 
（漁乗船2時間程度） 

４．貴重品の管理に気をつけること（バスは移動するので荷物は置けない。必要に応じて教職
員の指示による） 

６月１０日（土） フィッシング中村・海藻塾教養ゼミ体験授業（加藤ゼミ） 準備・留意事項等 
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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、高齢化や担い手不足、柑橘類の価格低迷などによって農業従事
者が減少していますが、柑橘類を主体とした多様な取り組みで、地域活性化や地域の創
生に意欲的です。 
 生産者は特産かんきつの露地・施設ハウス栽培に熱心に取り組み、「農事組合法人シト
ラスかみじま」などが高級かんきつ「せとか」など新品種を組み込んだ経営を実践しており、
地（知）の拠点による地域人材育成や地方創生に期待されています。 
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シトラスかみじま・金原農園 教養ゼミ体験授業のイメージ 

大串海岸 

フェリーに乗って 

講義 

摘果作業 

高級かんきつ 

せとか 

シトラスかみじま 
 金原組合長 



６月１０日（土） シトラスかみじま金原農園 教養ゼミ体験授業（平山ゼミ）スケジュール概要 

37 

バス1台：往路：大学－＞フェリー－＞（Ｆ中村経由）－＞金原農園 
 復路： ・・・ （Ｆ中村経由）－＞金原農園－＞大串海岸－＞フェリー－＞大学  

時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：００ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発  時間厳守 

午前８：５０ フェリー（安芸津港） フェリー出港 （乗船３５分）  客室へ移動 

午前９：３０ 大西港 シトラスかみじまへ出発 
    経由地フィッシング中村（内浦漁協） 

午前９：55 シトラスかみじま 
金原農園 

体験作業内容・注意事項説明 
ハウス「せとか」の摘果 

服装・道具準備 

午前１１：３０ シトラスかみじま 
または集会所 

 

昼食  弁当持参 

金原様の講義：シトラスかみじまの概要・かんきつ栽
培と流通など  

午後0:50 シトラスかみじま ハウス「せとか」の摘果、露地みかん園主幹仕立て 

午後2:15 シトラスかみじま お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後2：30 シトラスかみじま 大串海岸へ   別班とバス合同になる 

午後2：40 大串海岸キャンプ場 
大串海岸 

海藻試作品の試食・意見交換 
その後 海藻採集 

ここから 
2班合同 

午後3:50 大串海岸キャンプ場 お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後4：00 大串海岸キャンプ場 体験作業等終了・片付け 

午後４：1０ マイクロバス 大西港へ （大学へ出発） 

午後４：４５ フェリー 大崎上島町 大西港 出港 （乗船３５分） 

午後５：５５ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 

H29年度 



・雨でも作業等は変わりません。 
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 

・主な作業内容・作業手順 
 ミカン園での摘果作業（高級かんきつ「せとか」）。 
 ※現地講義では、事前学習等で予習し質問・意見を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天の徒歩部分）、長袖の服を着用、 
・学生準備物： 十分な飲み物、昼食（弁当）、着替え、タオル 

・大学準備物等： 麦わら帽子、長靴、手袋、救急箱 

・現地で借用するもの：  

・作業時の留意事項 
１．ハサミの使用などけがのないように注意、みかん幼果も丁寧に扱うこと。 
２．みかんの枝にはトゲが出ていることもあるので必ず長袖を着ること 
３．手・顔など肌が出ている部分の虫刺されに注意 
４．天候によって、熱中症にならないよう十分な水分補給ができる飲み物を持参 
５．トイレは出発前は大学で、また安芸津港かフェリー（35分）内でトイレを済ませること。ま

た、貴重品の管理に気をつけること（バスは移動するので荷物は置けない。必要に応じて教職員
の指示による） 38 

６月１０日（土） シトラスかみじま 金原農園 教養ゼミ体験授業（平山ゼミ）準備・留意事項等 

H29年度 
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 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、ジェラードやプリンなど乳製品加工･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）。 
 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。目指すは、農業主導型の6
次産業です。」と言っておられます。 
 また、東広島市の豊栄・福富・河内の３町が取り組む「心のふるさと県央協議会」の事務局として、体
験や食事・イベント・特産品販売に至るまで連携し、生活の場であるこの地域の自然や、生活そのも
のを皆さんに体験してもらい見てもらうことで、私たちの誇れる地域にしたいと活動されています。 
 なお、トム・ミルクファーム沖代表は、第3タームの特別講座で「トム・ミルクファームの畜産経営と6次
産業化等への取り組み（仮）」に関する講義（11/22）を実施していただきます。 

東広島市 トムミルクファーム、豊栄集落法人 



40 
畜舎と乳牛 

農場全景 
牧場カフェ 

沖代表とインターンシップ研修生 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発  時間厳守 

午前９：００ トムミルクファーム 
  まきばカフェ 

２階会議室 

沖代表講義 
水田放牧の価値、地域ビジネス展開（仮） 
集落営農法人講義（未定） 
 集落営農の課題と水田放牧（仮） 

午前９：４０ 水田放牧予定地 水田放牧予定地で作業内容・注意事項説明 徒歩移動５分 

午前９：５０ 水田放牧予定地 
 

・水田放牧地の畦草刈り、放牧場整備に向けた
電気柵づくり、鉄パイプ柵づくり 

午前１１：５０ 昼食場所へ移動 

午前１２：００ 牧場カフェ２階 特製ジビエカレーで昼食 （１人８７０円） 
交流・農場自由見学 

午後１：００ 水田放牧予定地 水田放牧地の畦草刈り、放牧場整備に向けた電
気柵づくり、鉄パイプ柵づくり 

獣害状況見学可
能性もあり 
 

午後２：００ 作業終了、お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後２:１０ バス＆現地 豊栄町ふるさとマーケット（県央協議会）参加組織
見学 小石川りんご園、加工販売所など・・・・ 
    豊栄町旧開拓地と町の再生・・・・ 

午後３：３０ 現地 中型バス 大学へ出発 

午後４：２０ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 

６月２５日（日） トムミルクファーム・豊栄集落法人 
教養ゼミ体験授業（西堀ゼミ・三本木ゼミ） スケジュール概要 調整中 

H29年度 



・原則、雨でも作業等は行います。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。  

・主な作業内容・作業手順 
・水田の水路・道路法面の草を、鎌で刈って柵を設置しやすいようにする。 
・水路・道路の法面に添って、電気柵、鉄作などを必要な道具を使って放牧柵を設置する。 

・豊栄町のふるさとマーケット（県央協議会）参加組織の中で、旧開墾地のりんご園などの農業や豊栄
町の町中再生の様子を見学する。 
※現地講義では、事前学習等で予習し質問・意見を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、カッパ（雨天）、原則長袖の服を着用。 
・学生準備物：十分な飲み物、昼食代８７０円（ジビエカレー）、必ず着替え、タオル、 

・大学準備物等：軍手、長靴、麦わら帽子、草刈り鎌、救急箱 
 

・現地で借用するもの： 電柵、鉄柵設置の大工道具等 
 

・作業時の留意事項 
１．鎌を使うので、手などを切らないように注意する。周りの人にも注意して作業する。 
２．牛が飼育されているので、牧場内では清潔にして、指示されたところでは靴を消毒液で消毒する。 
３．トムミルクファームで決められた看板記載の注意事項を守る。 
４．柵の設置では、器具を使う場合があるので注意して作業する。 
 

６月２５日（日） トムミルクファーム・豊栄集落法人 
教養ゼミ体験授業（西堀ゼミ・三本木ゼミ） 準備・留意事項等 
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三次市 道の駅ゆめランド布野・大前農園・江の川漁協 

 道の駅ゆめランド布野は、地域活性化、地場産業活性化、地域情報発信、都市農村交
流などの拠点として位置づけられています。（株）布野特産センターが運営し、農をコンセ
プトに地元産にこだわった地域農業の活性化を理念としています。 
 大前農園は、特産アスパラ・いちご・米などを栽培する地域の中核農家です。 
 江の川漁協は、アユをはじめ、ウナギ、コイ、フナ、ハヤの放流を行うと共に、良好な河
川環境に向け「魚が躍る・賑わいのある・楽しめる江の川」を目指しています。 
  地（知）の拠点による広島大学と布野地域や三次市の交流連携の強化で一層の地域
振興、地方創生が期待されています。  
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道の駅ゆめランド布野 教養ゼミ体験授業のイメージ 講義 

河川清掃 

アユ塩焼き 

特産アスパラの作業 

道の駅代表取締役 廣田様 
三次市布野支所 植岡様 

アイガモ農法の水田 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発  時間厳守 

午前９：５０ 道の駅ゆめランド布野 現地到着 バス下車 県道37号→国道54号線 

午前９：５５ 道の駅ゆめランド布野 道の駅廣田幸男代表取締役の講義 
  ゆめランド布野の取り組みについて 

午前１０：２０ ゆめランド布野水田 合鴨農法の水田 除草など（説明・作業） 
お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午前１１：２０ 神野瀬川 道の駅親水公園 

 江の川漁協 
江の川漁協取組説明、 
神野瀬川（親水公園）河川清掃等 

2班合同 

午前１２：１０ 道の駅・親水公園等 

 江の川漁協 
アユの塩焼き体験 ・ 昼食 
お礼のあいさつ、集合写真撮影 

2班合同 

午後 １：３０ 大前農園 大前農園の取組説明 
アスパラハウス草取りなど 
アスパラ収穫・生アスパラ試食 
お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後 ３：００ 道の駅ゆめランド布野 直売所・道の駅見学等 2班合同 

午後 ３：３０ 道の駅ゆめランド布野 現地 中型バス 大学へ出発 

午後 ５：００ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 

７月８日（土） 【Ａ工程】 ゆめランド布野・大前農園・江の川漁協 
 教養ゼミ体験授業（小林ゼミ） スケジュール概要 調整中 

H29年度 



時間 場所・移動 内容・行程 備考 

午前８：１５ A棟横駐輪場・車庫付近 中型バス 現地へ出発  時間厳守 

午前９：５０ 道の駅ゆめランド布野 現地到着 バス下車 県道37号→国道54号線 

午前１０：００ 大前農園 大前農園の取組説明 
アスパラハウス草取りなど・収穫・生アスパラ試食 

お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午前１１：２０ 神野瀬川 道の駅親水公園 

 江の川漁協 
江の川漁協取組説明、 
神野瀬川（親水公園）河川清掃等 

2班合同 

午前１２：１０ 道の駅・親水公園等 

 江の川漁協 
アユの塩焼き体験 ・ 昼食 
お礼のあいさつ、集合写真撮影 

2班合同 

午後 １：３０ 
 

道の駅ゆめランド布野 道の駅廣田幸男代表取締役の講義 
  ゆめランド布野の取り組みについて 

午後 ２：００ ゆめランド布野水田 合鴨農法の水田 除草など（説明・作業） 
お礼のあいさつ、集合写真撮影 

午後 ３：００ 道の駅ゆめランド布野 直売所・道の駅見学等 2班合同 

午後 ３：３０ 道の駅ゆめランド布野 現地 中型バス 大学へ出発 

午後 ５：００ 生物生産A棟 横 大学着 長靴水洗い 解散 

７月８日（土） 【Ｂ工程】 ゆめランド布野・大前農園・江の川漁協 
 教養ゼミ体験授業（橋本ゼミ） スケジュール概要 調整中 

H29年度 



・原則、雨でも作業等は行います。アスパラはハウス内です。  
 参加者の服装・準備物等は天候にあわせて臨機応変に考えてください。 
 河川増水の場合は、河川清掃は中止します 

・主な作業内容・作業手順 
１．道の駅に隣接するアイガモ水田の周辺の除草のため鎌等で作業します。 
２．アスパラガスハウス周辺の草取りを行います。 
  またアスパラの芽をサイズを合わせてサンプル収穫します。一人１～2本程度、これを生試食します。 
３．道の駅の親水空間になっている河川の中の岩についた泥を、デッキブラシで清掃します。 
４．アユを串刺しして、塩をつけて炭火で焼く体験をします。 
※現地講義・意見交換では、事前に質問を考えておくこと。 

・学生服装 ：ジャージ等作業服、川に入る短パンも着用、カッパ（雨天）、原則長袖の服を着用、 
・学生準備物：十分な飲み物、昼食費（５００円）、必ず着替え、タオル、川の中に入るズック靴 

・大学準備物等：軍手、長靴、ライフジャケット、麦わら帽子、衛生帽、剪定バサミ、ビニール袋、救急箱 

・現地で借用するもの：芽切りバサミ（大学でも手持ちを持参）、鎌 

・作業時の留意事項 
１．河川清掃は、「短パン＋ズック靴」で膝くらいまでの川に入って作業。岩で滑らないように注意する。 
２．蛇やダニに注意すること。葦の中にも深入りしない。ライフジャケットも着用する。 
３．天候に応じて突発的な増水に注意すること。必ず、着替えを持参。 
４．ハサミ・鎌等の使用にも注意すること。また、作業時は水分補給を十分かつこまめに行うこと。 

５．トイレは出発前は大学で、作業前などは道の駅で済ませること、貴重品の管理に気をつけること（バ
スは移動するので荷物は置けない。必要に応じて教職員の指示による） 

７月８日（土）A日程 ゆめランド布野・大前農園・江の川漁協 
 教養ゼミ体験授業（小林ゼミ・橋本ゼミ） 準備・留意事項等 
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H29年度 



教養ゼミ受講に当たって 
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地域からの 
事前・事後学習要請事項 

学生提案・取組要望事項など 

注：これまでの地域との話し合いにおいて出された内容などで
あり、全てが現在の要請ではない。 



世羅町 世羅大豊農園  

１．広大のイベントなどで梨を販売し世羅梨のＰＲに力を貸して欲しい。また、世羅梨の良さ
や評判をネット等で伝えてくれる学生がいると助かる。 

２．ブランド梨を作るため病気に強い幸水の新品種や新技術を広大で開発してほしい。 

３．梨の熟度判定めがねが出来たと聞くが、広大では開発できないか。 

４．梨の果実サイズをカメラで計測する技術が出来ないか。 

５．梨の花の時期などに霜の害にあうが、霜を発生させない微気象制御ができないか。 

６．梨が黒星病にかかっているかどうか、色で可視化できる技術がないか。 

７．梨の樹勢判定を感ではなく、科学的に判定できないか。 49 

世羅町 世羅幸水農園 

１．世羅町で体験型民宿を始めているが、広大生がモニターになってくれないか。 

２．世羅の素材を使って世羅らしい料理・土産物を作りたいが、広大生の意見が聞きたい。 
  世羅高校の駅伝・スポーツに関連づけて何かアイデアはないか。 

３．加工品開発、6次産業化、ツーリズムを進めているが、良いアイデアを提供して欲しい。 

４．広大との連携を通じて、インターンシップの学生が増え、世羅に来る、世羅を好きになる
学生が育つようにできないか。 

５．ブランド梨を作るため固有の新品種や新技術を広大で開発してもらえないか。 

６．梨の黒星病に有効な対策を開発して欲しい。 
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世 羅 町 役 場 

１．6次産業化、加工品開発、ツーリズムを進めているが、学生から良い（おもしろい）アイ
デアを提供して欲しい。   

２．学生が町のまつりやイベントの運営などに積極的に参画して、盛り上げて欲しい 

３．町の特産品や加工品開発に学生が参加して欲しい。 

４．広大との連携を通じて、インターンシップなどの学生が増え、世羅に来る、世羅を好きに
なる学生が育つように期待している。 
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広島市 太田川漁協 

１．太田川（吉山川）の親水空間づくりと漁場の維持に貢献してください。 

２．太田川漁協の組合員に元気を持ってきてもらうとありがたい。  

３．太田川の水質の変化、ダムや堰の数と放水量などを勉強して欲しい。 

４．太田川の水質を調査して欲しい。 

５．太田川のアユが減少した理由・要因などを勉強して欲しい。 

６．アユの増殖・生息生態など、河川の魚の生息数が増える研究をして欲しい。 

  ２９年度から、広大と連携して太田川の水質、珪藻、トビケラ、川虫などの調査研究を
行っている。 



52 

安芸太田町 井仁 ＆ 役場 

１．井仁の棚田を広島大学・学生に活用して欲しい。体験学習は、棚田米田植えから収穫、
さらには加工品（例えば餅など）づくりに至る、幅広い・継続的な連携を期待している。 

２．是非、インターンシップにも来て欲しい。 

３．地域振興、特産品開発ワークショップなどを開いて、広大の知識やアイデアを提供して
欲しい。 

４．教養ゼミの実施を契機に、広島大学との継続的連携の仕組みができて、学生の皆さん
とともに地域の夢を実現したい。 

５．山に囲まれた地域では、自然が美しい一方で鳥獣被害とどう向き合うかが課題になっ
ている。また、荒れた棚田の数が増えているので、良い再生の方法などアイデアが欲しい。 

６．井仁地区や安芸太田町が、これまでどのようにして住民主体の地域づくりに取組んでき
たか勉強して欲しい。 



大崎上島町 海藻塾等  

１．海藻養殖を始めており、これを使った商品づくり・産業化を進めたいので、いろいろな
アイデアが欲しい。 

２．フトモズク、あおさ、アカモク、ひじき等を海藻を使った商品開発、ビジネス化、豊かな
藻場再生への取り組みなどについてアイデアが欲しい。 

３．全国初で大崎上島がマダイの企業的栽培漁業を行ったところであり、栽培漁業の技
術レベルが高いことを知って欲しいし、情報発信して欲しい。 

４．地元の小中学生との交流の場や一緒に勉強する場を持って欲しい。 
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フィッシング中村 

１．海藻塾が取り組んでいる海藻「アカモク」を大崎上島ではじめて商品化したが「天然、
手摘み、天日干し」を特徴に、何とか大崎上島の特産品に育てたい。 

２．漁業経営の苦労や難しいところをよく知って欲しい。 

３．漁業経営について、若者が参入できるようなアイデアが欲しい。 

４．大崎上島の漁業をＰＲして欲しい。魚を好きになって食べて欲しい。 
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大崎上島町 金原農園 

１．瀬戸内海で栄えた大崎上島町の歴史を勉強して、体験に来て欲しい。 

２．シトラスかみじまハウス団地で、せとかなどかんきつの生産販売を行っているが、是
非学生の力を貸して欲しい。 

３．収穫時期など、インターンシップに是非来て欲しい。みかんづくりの大変さや楽しさを
知って欲しい。 

４．消費者の需要に合わせた、広い世代に受け入れられる売り方の工夫などを考えて欲
しい。 

５．みかんの獣害対策を考えて欲しい。 

大崎上島町 

１．大崎上島の集落支援・文化活動で学生の皆さんの力を貸して欲しい。 

２．ブルーベリージャム、ブルーベリーパウダー、ブルーベリーワインなどの商品化につい
て大学・学生の皆さんの力を貸して欲しい。 

３．「将来、大崎上島で働いて見ませんか」という、無料のスタディーツアーを町が行って
いるので、是非参加して島に興味と魅力を感じて欲しい。 
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トムミルクファーム 豊栄集落法人  

１．東広島市の農業・農村には可能性が多くあり、特色を生かした様々な取り組みがあるこ
とを知って欲しい。 

２．酪農経営と周辺の集落営農との結びつき（耕畜連携）をどのようにすればよいか検討し
ている。 ※例：今回体験する水田放牧の価値・ビジネスなどを考えて欲しい。 

３．東広島市豊栄地区において農業・農村を体験するなかで、ここには他の地域にはない
可能性があることを知ってほしい。 

・世羅町のように大型農業経営ではないが、小さいなりのやり方、農商工連携の作りかた
がある。 ※例：豊栄の商工会から「経済産業省の農商工連携」の支援を受けて、[心のふ
るさと県央協議会]の活動を行っている。県央協議会の事務局はトムミルクファームが担っ
ている。 

４．学生の時に、農業・農村を体験するなかで、ビジネスに触れる機会作って欲しい。また、
ビジネスチャンスを見つけて欲しい。 
 ※参考：豊栄地域の担い手・地域を担う組織づくりとネットワークなどを5年以内くらいに
何とかしたいと考えている。この対策を立てないと、今後の地域の活性化につながらないと
考えている。 

５．11月の大学祭（ホームカミングデー）に、トムミルクファームが出店しているので、時間
があれば手伝って欲しい。 



三次市 道の駅ゆめランド布野  

１．皆さんのアイデアによっては、オリジナルの広大アイスクリームを作るなど連携を深め
たい。地元産こだわりのアイスクリームへの意見・提案が欲しい。 

２．三次市のファンクラブづくり、フェイスブック等での情報発信、さらには広大生の特派員
など、いろいろな面でアイデアや実践が欲しい。 

３．広大との連携で、三次市・布野地域に少しでも元気が出ることを期待したい。 

４．高速道路の開通で通過客が減少しているため、道の駅の目玉になる商品やイベントを
考えて三次市ゆめランド布野を目的に来てもらうためのアイデアが欲しい。 

５．ゆめランド布野のレストランで人気の地元産バイキング料理について、学生の評価や
提案が欲しい。 
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三次市 布野 大前農園  

１．三次市特産のアスパラガスを活用した特産品開発についてアイデアが欲しい。 

２．広大との連携で、三次市・布野地域に少しでも元気が出ることを期待したい。 

３．農業は大変なところが多いことを理解して欲しい。 
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江の川漁協 

１．内水面漁業の将来の担い手を育成することを目的に、川と親しむ活動（川漁体験・食文
化体験・放流体験など）を行い、豊かな川の再生を目指す活動を行っています（かっぱ道
場）。 

２．江の川の環境が以前に比べ悪化し、アユの漁獲量は減少傾向です。豊かな川の流れ
を守り、次世代に引き継ぐため、「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 しています。 

３．アユ漁が減少した理由・要因などを勉強して欲しい。 

４．アユや川魚を知って、好きになって食べて欲しい。 

三次市役所  

１．広大との連携で、三次市に少しでも元気が出るようになることを期待したい。 

２．学生の力を借りて、三次市の魅力をＰＲ・発信したいので協力して欲しい。 

  霧の海、鵜飼い、三次ブランド認定品、ピオーネ、米、鮎、ワイン、アスパラガス、地酒、
アイス、プリン、ヨーグルト、チーズ三次唐麺焼など 

３．三次市、布野町、道の駅ゆめランド布野などに時々来て欲しい。 

４．11月の大学祭（ホームカミングデー）に、三次市が出店しているので、時間があれば手
伝って欲しい。毎年布野支所管内の「道の駅ゆめランド布野」に出店してもらっている。 
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教養ゼミ体験学習の情報収集先について 

教養ゼミ体験学習発表優秀プレゼンの例 

・平成28年度体験授業発表会 最優秀発表 パワポ発表例 

１．学生の皆さんへの重要な連絡 
   H29 教養ゼミ体験授業と発表会 学生への重要連絡事項 

２．教員の皆さんへの情報提供や連絡 
   H29 教養ゼミ体験授業  担当教員への情報 （要パスワード） 

３．地（知）の拠点（COC）や教養ゼミの情報 

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

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi.html  

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi-professor.html  

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi-professor.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi-professor.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi-professor.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi-professor.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi-professor.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi-professor.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi-professor.html
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/index/achievement/h29-semi-professor.html


連携６市町 
８地域の概要 
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・地（知）の拠点中山間地域島しょ部領域（広島大学） 
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/ 
・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業 
   広島大学 中山間地域島しょ部領域 
http://www.hiroshima-u.ac.jp/seisei/coc/ 
 
・「地（知）の拠点」グーグル検索で広大を探す 
 

連携地域 

教養ゼミ 

生物生産学部サイト 
からのリンク設定有り 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/
http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/
http://www.hiroshima-u.ac.jp/seisei/coc/
http://www.hiroshima-u.ac.jp/seisei/coc/
http://www.hiroshima-u.ac.jp/seisei/coc/
http://www.hiroshima-u.ac.jp/seisei/coc/
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平成28年度発表会 最優秀発表 パワポ発表例 
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地（知）の拠点インターンシップ 
 概要説明 



中山間地域島しょ部連携インターンシップ（1単位） 

１．この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。 

２．インターンシップを通じて、県内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地域志向型人材の育成にもつなげようとする。 

３．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。 

４．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。 
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地
域 

大
学 

学
生 

人材育成での連携 

1. 大学が地域と連携し、学内の授業で伝えること
ができない、地域の実情、現場のノウハウや知
恵などを学生に伝える 
 

2. 学生はこれまで学んだことや経験をもとに、地
域で体験し、それぞれの興味関心にそって何
かを感じ、学ぶ 
 

3. 地域体験で得たものをもとに、専門科目への興
味関心を深めたり、条件不利地域振興はどう
あるべきかなど、考えるきっかけを得る 

地域と連携し、実学を伝える 

各学部の 
教養・専門科目 

による 
知識の提供 

現地で暮らす 
人が知る、 
地域の実態、 
現場の知恵 



受入地域・組織名 研修受入期間 
参加定員 
学生数 

研修・作業の概要 

トム・ミルクファーム 
（東広島市豊栄町） 

8/31(木)～9/4(月) 

4泊5日 
9/7(木)～9/11(月) 

4泊5日 

３名 
 

3名 

・まきばカフェ掃除、厨房の手伝い、プリン作り包装・出荷 
・牛乳のパック詰め、牛小屋の掃除、子牛餌やり・エサ作り 
・搾乳室(パーラー)・器具の掃除、牛乳検定の手伝い 
・社会科見学用バター作り準備、大吟醸(アイス最中)作り 
・店舗配送の手伝い・店舗在庫チェック 
・地域活性化定例会参加 （商工会・市役所・広大などが参加する組織）など 

世羅町 
（世羅町 全域） 

9/14（木）～9/18（月） 
4泊5日 

１０名 
程度 

・開校式、世羅町＆6次産業オリエンテーション（役場・せらワイナリー） 

・商品開発（加工室）   
・イベント会場設営・ブース設定（せら夢公園・せらワイナリー） 

・フルーツ王国世羅高原「夢まつり」の運営（せら夢公園・せらワイナリー） 

・反省会orワークショップなど 
・宿泊は、農家民泊（学生負担必要、町から一定額助成有り） 

以下は、平成28年度の実績で29年度は未定、他地域も未定 

井仁地域（棚田） 
（安芸太田町中筒賀） 

9/11（月）～9/16（土） 
５泊６日 

10名 
程度 

・あかり絵体験 高齢者宅の障子張替え SNS更新の手伝い 
・鳥獣対策フェンス周辺草刈,古い農具・民具データ化作業 
・棚田のオーナー田の稲刈り、はで干し作業、民泊中学生との交流 
・藍の収穫、野草を採り、ホンモロコ料理作りと地域交流 
・ワークショップ、交流館清掃 
  ☆（仮）「いなか」で何が学べるのか、学ぶためにはどのような仕組みが必要か 

道の駅ゆめランド布野 
大前農園 

（三次市布野町） 

8/24(木)～8/28(月) 

4泊5日 
名 

・大前農園アスパラ収穫管理・イチゴ苗管理 
・野菜直売所レジ・商品管理作業、弁当宅配作業 
・厨房・皿洗い作業、ピザ生地づくり、鮮魚市場出店イベント補助 
・レストラン実習・バイキング接客業務・お菓子作り 

八王子会 
（呉市豊町大長） 

9/20（水）～9/24（日） 
4泊5日 

名 

・獣害対策の柵作り 
・みかん肥料散布・摘果などみかん園作業 
・大長櫓まつりの準備手伝い・清掃作業、ジャムづくり 
・伝統の櫓祭りの手伝い、神輿担ぎ、かんきつ祭など 

平成29年度中山間地域島しょ部連携インターンシップ一部実施計画 



平成28年度中山間地域島しょ部連携インターンシップ実施地域 

安芸太田町 井仁 三次市 道の駅ゆめランド布野、大前農園  

呉市豊町 大長 八王子会 

世羅町 全地域 

東広島市 トムミルクファーム 
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ぶどうの選別・カット 

高齢者宅の障子張り 

和菓子づくり 

平成28年度中山間地域島しょ部連携インターンシップ実施状況 

三次市 安芸太田町 

世羅町 

東広島市 

呉市 
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地（知）の拠点 特別講座 
 概要説明 



69 

 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
うかがい農産物・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講義になっています。 

中山間地域島しょ部連携特別講座の概要 



平成2８年度 中山間地域島しょ部連携特別講座実施実績 

講義日程 講 師 （敬称略）    授業内容 

生物生産学部 
山尾教授、細野准教授、天野特任助教 

講座全体ガイダンス 

生物生産学部 教授：山尾 准教授：細野 
特任助教：天野、ＣＯＣコーディネータ：大泉 

広島大学地（知）の拠点 
中山間地域・島しょ部対策領域の取組み 

①トムミルクファーム 
代表取締役 沖正文 

②東広島市農林水産課 主査 松下健司  

・トム・ミルクファームの畜産経営と 
6次産業化等への取り組み 

・東広島市の農畜産業と6次産業化の動向 

三島食品株式会社 
取締役研究所長 馬場堅治 

直営農場「紫の里」担当 研究員 高橋裕昭  
人事マネジャー 秀高由晃  

・会社概要について 
・赤紫蘇へのこだわりと地域産業の活性化 

 ・三島食品の採用状況について 

①世羅高原６次産業ネットワークマネージャー 
兼世羅高原カメラ女子旅主宰 吉宗五十鈴 

②フルーツ夢工房MUKAISHIMA 代表・半田 史子 
③おのベジ槇山農園 代表・卯元 幸江 

地域で活躍する農村女性フォーラム 

株式会社あじかん 
 研究開発センター 開発部 原口 智彰  

 研究開発センター 研究部 村上崇幸  
 人事課 山口英明 

食品メーカーとして 
（会社概要・研究開発への取組）  

株式会社島ごごろ 
代表取締役社長 奥本 隆三 

・地域とともにあり続ける 

広島県庁 地域政策局  
中山間地域振興課長 木村富美  

・中山間地域の振興に向けた取組について 

【29年度の講義は10月4日～11月29日 水曜16:20～17:50】 



（株）あじかん 

株式会社 島ごころ （尾道市） 
社長 奥本隆三  

・フルーツ工房MUKAISHIMA
半田史子  （尾道市）    

・おのベジ槇山農園 （尾道市） 
卯元幸江    

世羅高原6次産業ネットワーク マネージャー 
世羅高原カメラ女子旅主宰 （世羅町） 

吉宗五十鈴  

地（知）の拠点 ２８年度特別講座 実施実績一覧 

６月1日 

4月２７日 

５月１８日 

６月８日 
三島食品株式会社 

５月１１日 

５月２５日 

広島県庁 地域政策局  
中山間地域振興課長 木村富美 

敬称略 

・有限会社トムミルクファーム（東広島市） 
代表取締役 沖 正文   

・東広島市農林水産課主査 松下健司 

フォーラム 



（株）あじかん 

株式会社 島ごころ 
・フルーツ工房MUKAISHIMA・

おのベジ槇山農園  

世羅高原6次産業ネットワーク 
世羅高原カメラ女子旅 

・有限会社トムミルクファーム 
・東広島市農林水産課 

地（知）の拠点 ２８年度特別講座 招聘機関等 

三島食品株式会社 

広島県庁 地域政策局  
中山間地域振興課 



広大 写真、ビデオにおける肖像権使用に関する同意書 
及び野外教育研究活動における安全衛生管理計画に関する同意書 

１．私は、広島大学生物生産学部・大学院生物圏科学研究科が必要と判断した以下
の内容について、肖像権をウエッブサイトやパンフレットなどで使用することを承諾し
ます。                
  1.撮影した写真・ビデオを広島大学が広報に用いるもの 
  2.撮影した写真・ビデオを地（知）の拠点の教養ゼミなど教育研究活動で連携して
いる市町や団体等の組織が、公共や地域の発展に資するために用いるもので、広島
大学生物生産学部・大学院生物圏科学研究科が認めたもの 
 
２．野外体験学習等の実施に伴い、学部における野外教育研究活動における安全
衛生管理計画の作成に際して学部に登録した個人情報（緊急連絡先等や学研災保
険加入情報）を使用することを承諾します。 

広島大学生物生産学部長様                      2017年 ４月 26日 
 
・所属  広島大学生物生産学部    1 年 
・氏名                  （学生番号               ） 
 
・連絡先 メール または 電話番号にチェック（電話の場合は番号記入） 
   □    メール       □ 電話番号       －       －   
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ＣＯＣ地域志向教育 広大アンケート（学生対象） 
 広島大学では文部科学省事業の「地（知）の拠点」を実施しており、生物生産学部では学部１年生全員が受講する「教
養ゼミ体験学習（地域に出かけて学ぶ）」を実施しています。また、「地域に泊まり込んで学ぶインターンシップ」「地域リー
ダーの方から講義を聞く中山間地域島しょ部連携特別講座」などにも取り組んでいます。これらの活動の成果確認のため、
ごく短時間で回答ができるアンケートを準備しました。回答・協力をお願い致します。 

 該当欄を○で囲んでください。 



75 教養ゼミ体験授業 全体説明 おわり 


