


広島県内には、過疎化・高齢化が進む中山間地域・島しょ部にあって、先進的な取り組みを行い、成果を挙げてい
る地域や自治体が数多くあります。生物生産学部は、そのうち７市町村10地域と連携した体験学習、地域の農漁業
や食料産業をリードする方々の講義による特別講座、インターンシップなどを学生に提供しています。これらは、大学
と地域が中山間地域・島しょ部で起こるさまざまな問題や課題を共有し、地域志向型教育のプログラムを協働でつく
り、地方創生を担う人材育成を目指しています。

教養ゼミ体験学習 生物生産学部１年生全員が広島県内10地域での体験学習に参加。地域の取り組みを

学び体験することで、地域で自ら考え行動する学生の育成を目指します。授業は主に
現地の方々による講義と現場体験です。（５月下旬～７月初旬の土曜または日曜）

Ⅰ 地 域 志 向 の 学 生 を 育 て る

ス テ ッ プ １ 「 地 域 を 知 る 」

世羅町 世羅幸水農園 （平成27年5月30日）
梨の加工･商品開発･販売から、さらにその先へ。
<六次産業化>の展開について学ぶ。｢連帯と共存｣：
組合のまま、今日まで発展してきた歴史を知る。

世羅町 世羅大豊農園 （平成27年5月23日）
完全協業農園のまま規模拡大。直販重視。地域に
根差す大規模観光農園としても発展した経緯を学
ぶ。｢摘果｣は梨の品質を決める重要な作業です。

摘果の説明

生物生産学部における地(知)の拠点の取り組み

摘果を体験

地の拠点教養ゼミ連携地域地の拠点教養ゼミ連携地域

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
平成27年度 活動実績

直売店見学

摘果を体験
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大崎上島町 海藻塾 （平成27年6月13日）
身近にある海藻の可能性に着目し、商品化を目指
す「食文化海藻塾」。海の恵みを地域経済に活かそ
うと活動する住民の皆さんの取り組みを学ぶ。

大崎上島町 金原農園 (平成27年6月13日）
せとかとレモンをハウス栽培、露地栽培でも新手法を
取り入れた「シトラスかみじま」。柑橘栽培のトップラン
ナーが柑橘の歴史、栽培手法など幅広い知識を伝授。

東広島市 JA芸南 （平成27年6月20日）
温暖な海沿いの急傾斜地にあるびわ畑。後継者の確
保が課題。農業を応援し、地域の魅力を発信する「お
もろい農」の活動を知る。

三次市 道の駅ゆめランド布野 （平成27年７月４日）
｢地域農業の活性化｣が経営理念。｢農｣がコンセプトの
道の駅で手がけられている様々な取り組み、食材の供
給先、近隣の農園、漁協の活動についても学ぶ。

呉市豊町 大長 （平成27年6月6日）
第一線の柑橘栽培農家が、おいしく実らせるための
専門的な知識を講義。実際に摘果を体験。広島県の
柑橘ブランド、｢大長みかん｣の歴史についても学ぶ。

広島市 太田川漁協（平成27年5月24日）
未来に持続してゆく漁業のための様々な活動。環境
保全、水産資源の保護･増殖活動を行う漁協の取り
組みについて学ぶ。

安芸太田町 井仁地区（平成27年5月30日）
日本棚田百選｢井仁の棚田｣で田植えを体験。厳し
い条件下、棚田を守っていこうと取り組む井仁の皆さ
んの努力を知る。

田植えを体験

東広島市 ファーム・おだ (平成27年6月6日）
集落全体で農事組合法人を作り、農作業を協業化。
米粉パンの製造販売、リーフレタス栽培、直営食堂な
ど、多彩な事業を展開している現在の様子を学ぶ。

産直市の説明

田植えを体験

ファーム･おだの説明

栽培技術の講義

摘果を体験

アユを放流

海藻の講義

海岸清掃

主幹仕立て見学

講 義

集果場で話をうかがう

びわ収穫体験
川底を清掃

農園経営の講義

河川清掃
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教養ゼミ体験学習発表会

教養ゼミ体験学習に参加した学生たちが、事前学習をふまえて、現地で実際に学んだことを各グループ(ゼミ）で報告しまし
た。発表は、7月1日(水)と7月22日（水）に5グループごとにわけておこないました。連携市町、地域の方々がご参加くださり、
学生に対してご意見、暖かいエールをいただきました。

地域おこしや農水産業振興に携わり活躍されている方や地域の食料産業をリードする方を講師にお迎えし、取り組みの
実態について講義していただきました。

「中山間地域・島しょ部連携特別講座」（7講座）

秋冬地域体験学習
秋冬の地域体験学習では、教養ゼミ体験学習でうかがった地域のいくつかを
訪問。春に田植えした稲の収穫、摘果した果実の収穫で、体験を深めるとと
もに、地域の方々との交流を深める良い機会となっています。

～ 平成２７年度の連携特別講座・講師陣 ～
｢農村をプロモーションする｣ 世羅高原６次産業ネットワーク 吉宗五十鈴
｢地域と共にあり続ける｣ ～瀬戸田のパティシエの取組み～

(株)パティスリー･オクモト 奥本隆三
｢安芸太田町の地域づくり｣ 安芸太田町役場 長尾航治
｢地場産品を開発する｣ フルーツ夢工房MUKAISHIMA 半田史子／卯元幸江
｢会社紹介と研究開発｣ (株)あじかん 山口英明／原口智彰／村上崇幸/桂英
｢中山間元気づくり事業｣ 広島県中山間地域振興課 三島史雄
｢トムミルクファームの畜産経営｣ (有)トムミルクファーム 沖 正文
｢東広島市の農畜産産業｣ 東広島市農林水産課 松下健司

安芸太田町井仁地区
＜棚田収穫体験＞ 平成27年10月4日

大崎上島町
＜せとか収穫体験＞ 平成28年2月16日
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(開催時期：7月1日、7月22日）

(開催時期：4月23日～6月3日）

<敬称略/講義順>



ス テ ッ プ ２ 「 地 域 と 関 わ る 」

生物生産学部の学生を中心に28名の学生が、2泊3日～4泊5日の日程で、連携地域でのインターンシップ
に参加しました。学生は農業生産や地域づくり活動の現場を実際に体験。昨年度、1年生として教養ゼミ体
験学習を経験した2年生が多数インターンシップに参加しました。就業体験により、｢地域を知る｣から｢地域
と関わる｣へ。

中山間地域・島しょ部連携インターンシップ

東広島市 トムミルクファーム ５名 呉市大長 大亀農園 １名
三次市 ゆめランド布野 ３名 大崎上島町 金原農園 １名
安芸太田町 井仁 ６名 大崎上島町 役場 ２名
東広島市 ファームおだ ２名 JA広島農青連 ２名
世羅町 <幸水農園、向井農園、(株)恵> ６名

インターンシップ参加学生の報告書より

農業を続けていくには他の
人とは違う差のある作物
づくりを行う必要があるこ
と、またそのうえ地域を活
性化させるには、若者の
存在、他所からきた人の
存在、さらに何かしらの技
術等を持つ強みのある人
の存在の三点すべてが必
要だと教えていただきまし
た。

お世話になった農園は、
オーナー制などの新しい
販売方法や商品を発案し
つつも、出荷している直売
所やフルーツ狩りなどの
観光事業では、それぞれ
の地区に合った品揃えや
販売方法をとっており、農
園と地域が密接につな
がっていることを実感しま
した。

….(食事の中で交わした
会話を通し)講義でよく聞

く里海保全とともに、林
業だけでない、農業全体
の関わる里山について
環境的価値を審議し、保
全に向けて価値の周知
を図っていくべきだと思
いました。

水路の泥かきや空き家の庭木の枝打ちな
ど、普段はやらない野外の作業を体験し、
地元の方々からお話を聞くことで、地区の
暮らしが見えてきたように思います。

農家の方の仕事の作業の大
変さ、経験から工夫を重ねて
いくこと、働くことの大変さと楽
しさを知ることができた。…..

バイキングや農家で新鮮な野
菜をいただいた時、地域の方
が生産したものを食べること
の素晴らしさを感じました。…..

初日の市場、アイスの販売、
ホール、厨房まですべてさせ
ていただいたこともよい経験
になりました。…..

参加学生 28名
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(実施期間： 8月17日～9月30日）



第1部 「学生と地域のエール交換」 学生による教養ゼミ体験学習のプレゼンテーション。訪問地域の現在
の課題とその解決策を提案。連携市町、受入れ地域の皆様より、ご意見、暖かいエールをいただきました。

第1部
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第２部

生物生産学部長
植松一眞教授あいさつ

広大オーナー田
学生が看板を製作

大きな成果は、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、周辺学生
や後輩に伝えられていること。
２年間の活動を通じ、インターン
シップやボランティアとして、地
域活動に参加する学生が着実
に増えた。（教員）

1年生時の楽しいだけから意識が変
わった。地域活性化や6次産業化に

ついて興味をもつきっかけとなった。
食品に関することを学びたくて生物
生産学部に入学したが、現在、地域
体験学習を通して、農業に興味を
もっている。(2年生TA)

地方創生が叫ばれる中、行政は、
農村の生活モデル、農村で食べ
ていける仕組みを作る必要がある。
体験学習の受入れ準備を通し、
地域のみなさんと話をする機会が
増えた。大学との連携を今後も深
め、地域の人と一緒に学生を育て
ていきたい。（市町職員）

「地方創生の原動力 持続可能な地域志向型教育」をテーマに、受入れ地域、自治体、学生、教員が
テーブルを囲み、地方創生の原動力となる人材育成とは何かを議論しました。

Ⅱ 地 域 課 題 を 共 有 し 人 材 育 成 の 仕 組 み を つ く る

第２回 広島大学地(知)の拠点円卓フォーラム 中山間地域・島しょ部対策領域

円卓フォーラムのテーマと趣旨

平成27年7月22日 「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～」をテーマ
に第2回円卓フォーラムを開催しました。｢地(知)の拠点｣のプロジェクト名が学生間にも浸透し、地域と連携したカリキュ

ラム内容も次第に充実してきた中、第２回フォーラムでは、これまで２年間の活動で得られた地域志向型教育の成果と
課題を報告。地域の皆様から忌憚のないご意見をいただき、ご協力をいただいている<体験学習、特別講座、インター
ンシップ、地域課題研究>等が、これからどう地方創生のための人材育成に結びつくか、検討しました。
参加者：１部 158名、2部 51名。



生物生産学部では、広島県内の7市町・10地域の自治体と住民の皆様と連携し、体験学習、連携特別講座、インターンシップ
を設置しています。地域を志向する学生の育成と中山間地域・島しょ部の現場で起こる問題解決にむけて取り組みます。

円卓フォーラム共同宣言 【地域連携から地方創生へ】
－地域社会の連携による地方の次代を担う若手リーダーの育成－

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。

～平成26年12月 第１回円卓フオーラムにて採択～

生物生産学部は、広島県の重要な地域課題である「中山間地域・島しょ部対策」に取り組んでいます。県内の他大学と
連携を組み、中山間地域・島しょ部の自治体が取組む地方活性化策に積極的に参画することで、地域を志向した教育・
研究・社会貢献をおこなっています。地方創生の拠点形成をめざしています。

生物生産学部の学部教育との連携について

広島大学生物生産学部の地(知)の拠点 事業について
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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

広島大学大学院生物圏科学研究科 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/

広島大学生物生産学部
地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

AKI OHTA

HIGASHIHIROSHIMA

HIROSHIMA-SHI

HIGASHIHIROSHIMA

MIYOSHI

SERA KURE 

OSAKIKAMIJIMA

HIROSHIMA UNIV.


