
 

第２章

 

1.体験学習の活動内容

 地（知）の拠点整備事業では、広島県内の中山間地域や瀬戸内海島しょ部の地域再生と

いう課題に対して、教養ゼミ（

向の新たなプログラムを実施している。この教養ゼミ体験学習は、地域の秀でた取り組み

や活動を学生が学び体験することを通じて、自ら考え主体的に行動できる地域志向の学生

を養成することを目指している。各ゼミ

こない、今年度は合計

ティーチング・アシスタント

 今年度の活動は、安芸太田町井仁地域、広島市のいいね太田川隊・太田川漁協、呉市豊

町大長、大崎上島町の大崎浦漁協・食文化海藻塾・シトラスかみじま金原農園、東広島市

のファーム・おだ、世羅町の世羅幸水農園・世羅大豊農園、三次市の道の駅ゆめランド布

野でおこなわせていただいた

通りである。
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(１)安芸太田町

 井仁自治会、いにぴちゅ会

は、中山間地域の条件不利を

生かして優れた地域活動を行

っており、棚田百選に選ばれ

た棚田の景観保全や休耕地の

活用などに取組んでいる。

 参加した学生は、さつまい

もの植え付け作業、もろこ養

殖の見学、棚田米を使ったお
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（大崎上島町）

6/14
大崎内浦漁協

（大崎上島町）
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6/21 ゆめランド布野
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ファーム・おだ
（東広島市）
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いいね太田川隊
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 学生は、「せとか」とレモンの摘果作業を行ない、柑橘栽培への興味、関心を示し、島の

人々からの期待を強く感じていた。

 

-３ 豊町大長体験学習の当日スケジュール

大崎上島町 

大崎上島のみかん生産拠点の一つである金原農園では、大規模なハウス施設を使った高

級かんきつ「せとか」の栽培など新たな品種を組み込んだ経営に取組んでいる。

学生は、「せとか」とレモンの摘果作業を行ない、柑橘栽培への興味、関心を示し、島の

人々からの期待を強く感じていた。

豊町大長体験学習の当日スケジュール

 シトラスかみじま・金原農園

大崎上島のみかん生産拠点の一つである金原農園では、大規模なハウス施設を使った高

級かんきつ「せとか」の栽培など新たな品種を組み込んだ経営に取組んでいる。

学生は、「せとか」とレモンの摘果作業を行ない、柑橘栽培への興味、関心を示し、島の

人々からの期待を強く感じていた。

豊町大長体験学習の当日スケジュール

シトラスかみじま・金原農園

大崎上島のみかん生産拠点の一つである金原農園では、大規模なハウス施設を使った高

級かんきつ「せとか」の栽培など新たな品種を組み込んだ経営に取組んでいる。

学生は、「せとか」とレモンの摘果作業を行ない、柑橘栽培への興味、関心を示し、島の

人々からの期待を強く感じていた。 

4 

豊町大長体験学習の当日スケジュール 

シトラスかみじま・金原農園 

大崎上島のみかん生産拠点の一つである金原農園では、大規模なハウス施設を使った高

級かんきつ「せとか」の栽培など新たな品種を組み込んだ経営に取組んでいる。

学生は、「せとか」とレモンの摘果作業を行ない、柑橘栽培への興味、関心を示し、島の

大崎上島のみかん生産拠点の一つである金原農園では、大規模なハウス施設を使った高

級かんきつ「せとか」の栽培など新たな品種を組み込んだ経営に取組んでいる。

学生は、「せとか」とレモンの摘果作業を行ない、柑橘栽培への興味、関心を示し、島の

大崎上島のみかん生産拠点の一つである金原農園では、大規模なハウス施設を使った高

級かんきつ「せとか」の栽培など新たな品種を組み込んだ経営に取組んでいる。

学生は、「せとか」とレモンの摘果作業を行ない、柑橘栽培への興味、関心を示し、島の

大崎上島のみかん生産拠点の一つである金原農園では、大規模なハウス施設を使った高

級かんきつ「せとか」の栽培など新たな品種を組み込んだ経営に取組んでいる。 

学生は、「せとか」とレモンの摘果作業を行ない、柑橘栽培への興味、関心を示し、島の

 

大崎上島のみかん生産拠点の一つである金原農園では、大規模なハウス施設を使った高

学生は、「せとか」とレモンの摘果作業を行ない、柑橘栽培への興味、関心を示し、島の



 

図２-

 

(４)大崎上島町

 大崎内浦漁協では、マダイの人工ふ化など養殖の先駆的な取組みを行ってきた。食文化

海藻塾は、海藻の観察、採集体験などを開催しな

んでいる。

 参加した学生は、マダイ養殖の餌やり、シーカヤック体験、大串海岸での海藻採集を行

なった。学生は、初めての体験を楽しみながら、漁業や海洋レジャーへの関心を高めた。
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 世羅大豊農園は、梨を中心にぶどうやレモンなど多様な果物を生産している。梨栽培に

関連した四季折々のイベントを企画し、地元に密着した活動も行なっている。

 参加した学生は、梨の摘果作業、ぶどうの巻きツル切、芽止め、ジベレリン処理を行な

った。学生は、自分たちの食を支える人たちに目を向けるきっかけとなった。
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(７)三次市
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と連携した道の駅の経営を行なっています。
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ーム試作を行ないました。学生は、道の駅の役割や運営の課題対する理解を深めていまし

た。 
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の農業生産システムを築くとともに、

 参加した学生は、集落営農の仕組みや経営状況などを学び、田植え作業、道の駅と米粉

パン工房の見学を行なった。学生は、田植え体験や地域の方との交流を通じて、農業への

関心を高めるきっかけとなった。
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(９)広島市

 太田川の漁業を守り育てる熱意をもつ漁協やいいね太田川協力隊は、ヨシの刈り取りや

あゆの放流など、多彩な活

 参加した学生は、ヨシ搬出作業をお手伝いし、漁協組合員のガイドで吉山川の生態観察

を行なった。学生は、水産資源の管理や水環境保全の知識を高めることができた。
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２.体験学習発表会

 体験学習に参加した学生は、事前に所属ゼミでおこなった事前学習や現地で学んだこと

をメンバーで話し合い、プレゼンテーションをおこなった。体験学習発表会では、連携地

域・市町の方々が参加し、学生の発表に対して意見をくださった。以下、学生の発表内容

を紹介する。

島本ゼミ（安芸太田町

 井仁の棚田や石垣を維持してきた歴史、中国地方における過疎地の代表例になっている

現状、井仁地域の特産グルメ、地域復興への取り組みなどを紹介した。また、地（知）の

拠点教養ゼミの体験内容の発表とともに、棚田景観、交流を通じて
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に PR、積極的なイベント実施」あるいは「田舎ならではの世界観を体験、再び訪れたくな

るような お・も・て・な・し」などで全国から様々な人に来てもらいたいという内容の

提案を行った。 

 

都築ゼミ（呉市 豊町大長） 

 大長ブランドみかんの歴史、ミカン栽培の特徴や関連の加工製品の開発、大長から始ま

った缶詰ミカンの製造方法の秘密や歴史や全国でトップの生産を誇る広島レモンの栽培に

ついて整理した内容を報告した。また、体験学習でおこなったレモンを使ったマーマレー

ド・ジャムの製造などの感想をまとめた。最後に地域の重要なお祭りである「櫓祭り」へ

の参加勧誘や地域での活動提案を行った。 

 

田辺ゼミ（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、映画のロケ地となったドラマ、人口減少 少子高齢化などの実情と

ともに、今回地（知）の拠点で体験した摘果作業や体験で学んだ摘果ポイント、国産レモ

ンと大崎上島町のレモン生産状況の報告をおこなった。また、今後大崎上島の自然や土地

柄をアピールするための取り組みとして、地元商品ＰＲ、上島トライアスロン企画（給水

所にはみかんやレモン）、広大内のサークル夏合宿 etc..を上島で実施することなどの提案

を行った。 

 

冨山ゼミ（大崎上島町 食文化海藻塾・大崎内漁協） 

大崎上島は海藻等の海産物が豊富で観光とは無縁の島であったが、人口減少や経済の活

力低下に対応するため、民宿型の修学旅行を受け入れたり、島一周のサイクリング、シー

カヤック体験などのレジャーにも力を入れている現状を紹介した。また、身近なもので地

域を活性化するため、海藻塾が組織され、海藻料理のレシピ作りや商品化への取り組みを

通じて大崎上島が「海藻の島」と認知され、地域経済が活性化されるよう努力がなされて

いることも報告した。島しょ部でも、シーカヤックや海藻塾など子供から大人まで楽しめ

る活動や資源があり、島の人たちが島を大切に思っている資源を活用するなどの積極的提

案がおこなわれた。 

 

太田ゼミ（世羅町 世羅幸水農園） 

 家族ぐるみの全面協業経営、栽培技術の特徴、梨の生産だけでなく梨を利用した新たな

商品開発や海外への販売展開など世羅幸水農園の取組を紹介した。さらに梨栽培の歴史や

我が国での状況、また体験学習で学んだ梨の栽培技術について報告した。今後若者に関心

を持ってもらうためには、作業を軽減する梨園づくりや将来的にはロボットの導入などを

行うことが提案されました。 
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藤川ゼミ(世羅町 世羅大豊農園) 

 世羅高原が梨やブドウに適した気候であること、大豊農園では定期的に体験の来客者を

受け入れたり地域と密接につながっていることを紹介した。またブドウ栽培のジベレリン

処理技術についてや、体験学習をおこなった梨の摘果やブドウの摘心作業の難しさ、大変

さなどを報告した。また、地域の特徴を活かした産業が大切と訴え、販売戦略の工夫によ

る来園者増加、カフェで梨メインの創作料理を提供、HP に梨を使った料理のレシピを掲載

など、創意工夫で若者を呼び込むと良いなどの提案を行った。 

 

細野ゼミ（三次市 道の駅ゆめランド布野） 

 三次市における人口減少などの現状と問題、アスパラ栽培など農業における後継者不足

の課題を整理し報告した。また、道の駅の役割、とりわけ三次市布野地域における農業へ

の貢献を紹介した。体験学習で経験した地元の農産物にこだわったバイキングメニューや

アイスクリームなどの紹介や感想を報告した。道の駅ゆめランド布野の取り組みを評価す

るリピーターの増加や顧客ニーズへの対応などの提案をおこなった。 

 

小櫃ゼミ（東広島市 ファーム・おだ） 

 六次産業化で有名なファーム・おだの経営理念、特徴的な組織づくり、米粉パンづくり

と販売、法人化によって地域が大きく発展していることなどを紹介した。また、法人にお

ける優れた人材育成の必要性とともに、色々な分野の学生に声をかけて地（知）の拠点で

実施している体験学習をさせることや、おだの生き物と触れ合える体験なども加えて、学

生の関心を高めることなどの提案をおこなった。 

 

大塚ゼミ（東広島市 ファーム・おだ） 

 集落法人であることを生かし、地域全体での農地一括管理による大型機械の導入や取り

扱いロットの拡大によって販売戦略の有利性が高まることなど、ファームおだの戦略と組

織の説明を行った。また、地元河内町でとれた新鮮な農産物を使ってやさしい味の手作り

料理や加工品販売などに取り組む自然に囲まれた田舎カフェ、「寄りん菜屋」の紹介をおこ

なった。また、昔の人たちの地域間のつながりや温かさを再認識して、地（知）の拠点な

どの体験を通じて今後の学習や地域活動に活かしたいという意欲を示した。 

 

山本ゼミ（広島市 いいね太田川隊・太田川漁協） 

 太田川をこよなく愛する団体であり太田川に関する教育と啓発を図るために結成された

「いいね太田川隊」が行っている、ヨシ刈取り、アユ釣り教室、水辺の教室、川船体験、

アユ塩焼き体験、造卵床造成、新魚放流体験について報告した。また体験学習でおこなっ

たヨシ刈り作業・水辺の観察などの大変さや楽しさの紹介を行った。体験を通じて、自然

にふれあう機会の大切さ、農林水産に従事する人の高齢化対策、生物生産学の重要性など
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を訴えた。 

 

 

３.参加したティーチング・アシスタントの声 

 体験学習では、現地での学習サポートや作業補助として大学院生や学部生にチィーチン

グ・アシスタントとして活躍してもらっている。参加した学生の感想を以下にまとめた。 

 

安芸太田町 井仁地域： 城戸 英 

 実際に現地で農作業をし、地域の方々とふれあったことで地域の良さや地域が抱える課

題などを考えるよい機会となりました。1年生と話をしてみるとそれぞれ感じ・考えたこと

が多くあることが分かり、今後も周りに目を向ける姿勢を忘れないでほしいなと思いまし

た。 

 

呉市 豊町大長： 加藤 愛 

 大長レモンを使ったレモンジャム作りと化粧水作りを体験しました。たくさんのレモン

をみんなで一緒に加工しながら、地域のことや農業のことなどいろいろなお話を聞かせて

いただきました。今後も、地域の方と大学生が交流し、地域の発展につなげていくきっか

けになればと思います。 

 

大崎上島町 シトラス上島・金原農園： 生月 英吾 

 シトラス上島では、農家の金原さんのご指導のもと、みかんの摘果作業を行いました。

実が大きくなると、1 個 400 円で販売されるということを聞き、驚いたのを覚えています。

品質の良い実を得るためには、周囲の実を取らなければならないという摘果の責任の重さ

を感じた体験でした。これからもおいしいみかん作り、応援しています！！ 

 

大崎上島町 大崎内浦漁協、食文化海藻塾： 篠崎 太一 

 大崎上島で養殖場の見学、シーカヤック体験、海藻塾での採集体験などを行いました。

どれも日常生活では体験出来ないような貴重なものでした。普段あまり気にかけることの

ない海藻も、よく見てみると様々な種類や形があり、またその海藻について直接お話を聞

くことができ、とても有意義な時間を過ごすことが出来たと思います。 

 

世羅町 世羅幸水農園： 榎本 詩乃 

 梨の摘果作業を行いました。傷や日焼け等による病気について教わりながら、バランス

の良い摘果に汗を流しました。 
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世羅町 世羅大豊農園： 城戸 英 

 多くの 1 年生は広島県の農園に訪問するのは初めてだったと思います。講義では農園の

現状などを学び、その後実際に農作業をしたことで多くの 1 年生が自分たちの食を支える

地域や人の存在を再認識させられたのではないでしょうか。今回の活動をきっかけとして

農林水産業はもちろん、他の産業や日本の将来にも目をむけてほしいなと思います。 

 

三次市 道の駅ゆめランド布野： 三木 香織 

 道の駅を中心とした地域の取り組みの現状や、それへの想いについて聞かせていただき

ました。現状については、自分の身近な地域と重なる部分も多く、いろいろと考えさせら

れるものがありました。また、採れたての生のアスパラガスを初めて食べたのですが、本

当に美味しくて、それがとても印象的でした。道の駅には新鮮で美味しい地元食材や、そ

れを使ったバイキングやアイスなどがあるので、もっとたくさんの人に来てもらいたいと

思いました。 

 

東広島市 ファーム・おだ： 大窄 千尋 

 手作業での田植えを経験させていただきました。TA も 1 年生もほとんどが初めての経験

で、泥の中を移動することもままなりませんでしたが、ファーム・おだの皆様のご指導も

あり、無事作業を終えることができました。1年生にとっても貴重な経験になったことと思

います。ファーム・おだの皆様にはとてもあたたかく歓迎していただき、深く感謝してお

ります。ありがとうございました。 

 


